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1 自動チューニング

自動チューニングは，ソフトウェアに可変性
を持たせ，その可変性を実際の条件に合わせて
調整することにより，常時高い性能を実現する
ことを目指すパラダイムである．可変性を調整
する「つまみ」をチューニングパラメタと呼ぶ．
条件は，コア数やGPUといったハードウェア
条件，行列サイズのようなデータ条件，リンク
するライブラリなどのソフトウェア条件，他の
ユーザなどの環境条件が考えられる．
本稿では，条件が変動するような場合に対す

る自動チューニングを考える．本稿で考えるの
はオンライン自動チューニングであり，反復実
行中の途中で条件が変化するような場合を想定
する．

2 変動する条件

オンライン自動チューニングにおける条件に
は，観測される条件と観測されない条件がある．
観測される条件の中から，実際に自動チューニ
ングで参照するものを特徴量と呼ぶ．特徴量以
外の条件を非特徴量と呼ぶ．これは自動チュー
ニング機構からは見えないので，性能の擾乱を
引き起こす．
条件が変動するかどうかは，モデル化に依存

する．例えば，条件が一定の分布に従って変動
する場合には，平均値に適応して，その他の成
分を擾乱と扱うことができる．変動する条件に
適応するか，変動を擾乱とみなして平均値に適
応するかは，モデリングにおける選択である．
4DACモデル [1]では，D（ソフトウェアに内
在する要因）ではなく，A（利用者が決める仮
定）に含まれることになる．
いくつかの変化点でのみ条件が変動し，変化

点と変化点の間（定常期間と呼ぶ）では条件が
一定であるような場合を散発的変動と呼ぶこと
にする．これに対し，ソフトウェアを実行する
たびに条件が変化する場合を常時変動と呼ぶ．
我々はソフトウェアの実行という離散的な事象
を考えているので，両者の区別は数学的に厳密
ではない．散発的変動であっても，頻度が多け

れば常時変動とみなすことができる．
散発的変動では，変化点を通過したかどうか

を自動チューニング機構が知ることができるか
どうかが問題になる．第 1に，いつ変化するか
事前にわかっている場合が挙げられる（既知の
変化点）．第 2に，いつ変化するかは事前には
分かっていないが，変化点を通過したかどうか
がわかる特徴量がある場合が挙げられる（通知
のある未知の変化点）．第 3に，変化点を通過
したかどうか，直接わかる特徴量がない場合が
考えられる（通知のない未知の変化点）．通知
のない変化点の場合は，変化があったかどうか
を推定するかどうか，推定するならどのように
推定するかが問題となる．一般に，変化点の検
出は難しい問題である．
取り得る条件の範囲（空間）の各点に一対一

で対応するような特徴量を，条件代表特徴量と
呼ぶことにする．条件代表特徴量がある場合に
は，その特徴量に応じてチューニングパラメタ
を選択するような，静的な自動チューニングに
問題を帰着することができる．条件代表特徴量
でなくても，特徴量は各時点での条件を何らか
の意味で反映するものと期待される．しかし，
特徴量が同じ値でも条件が異なる場合（特徴量
に直交する条件の空間），性能を決める条件が
同一でも特徴量が異なる場合（条件に直交する
特徴量の変動）が考えられる．
変化点前の条件と変化点後の条件にどの程度

相関があるか（変化点前後の相関）が重要であ
る．相関がある場合には，変化点前の性能情報
を変化点後のチューニングにも利用することが
できる．

3 既知の変化点の場合に関する考察

本稿では，特徴量がない場合を考える．特徴
量もなく，変化点前後の相関もない場合，常時
変動では自動チューニングの余地がない．散発
的変動では，定常区間ごとに独立に自動チュー
ニングをするのが自明な解である．よって興味
があるのは，変化点前後に相関がある場合であ
る．以下では相関のモデリングを考える．
もっとも簡単な場合として，1つだけ既知の変



化点がある場合を考える．変化点前のある時点
kを考え，それでまでにチューニングパラメタ t

は nt 回選択され，コストが (yt1, yt2, . . . , ytnt)

であったとする．
モデル 1は次のようである．候補 t の変化点

前の平均コスト µt1 は期待値 µt0, 分散 τ2 の
正規分布に従う．これが平均コストの未知性を
表現する．変化点後の平均コスト µt2 も同じ分
布に従う．変化点前のコスト ytj は，平均 µt1,

分散 σ2 の正規分布に従う．すなわち

µt1 ∼ N(µt0, τ
2)

ytj ∼ N(µt1, σ
2)

µt2 ∼ N(µt0, τ
2)

とする．同じ候補に対しては，変化点前後で同
様の平均コストを期待しているが，特徴量がな
いので自然な仮定と考えられる．しかし，上記
のモデルでは，測定値 (ytj) が µt2 の事前分布
に情報を与えない．すなわちこのモデルでは，
変化点前後の相関が表現できない．
モデル 2として，次のものを考える．µt1, ytj

にはモデル 1と同様の仮定を置く．変化点後の
平均コスト µt2 は，変化点前の平均コスト µt1

から分散 ρ2 ずれたところに来るとする．ただ
し，このままでは µt2 の分布が µt1 より広く
なってしまうので，α = (τ2/(τ2+ρ2))1/2 だけ
縮小して µt0 に近づけることにする．すなわち

µt1 ∼ N(µt0, τ
2)

ytj ∼ N(µt1, σ
2)

µt2 ∼ N(αµt1 + (1− α)µt0, α
2ρ2)

とする．このとき，第 k ステップ後の µt2 の事
後分布を計算すると，期待値 µ̂t2, 分散 τ̂t2 の
正規分布となる．ここで

µ̂t2 =
σ2µt0 + ntτ

2(αȳt + (1− α)µ0)

σ2 + ntτ2

τ̂t2 =
α2(σ2ρ2 + ntτ

2ρ2 + τ2σ2)

σ2 + ntτ2

で，ȳt は ytj の平均値である．このモデルで
は，観測値 (ytj) が変化点後の期待値 µt2 に情
報を与える．よって，変化点前の測定値を利用
して，変化点後のチューニングを行うことが可
能である．このモデルに基づくオンライン自動
チューニングのためのワンステップ近似 [2]を
構築することができる．変化点後は，従来手法

のまま，事前分布を上記により修正するだけで
よい．変化点前は，測定値が変化点後の事前分
布に与える影響を考慮するため，項がひとつ増
える．
モデル 3として，以下のものを考える．モデ

ル 2では，µt2 が µt1 に依存して決まっていた
が，モデル 3では，µt2 は µt1 と同じ事前分布
N(µt, ρ

2) を持つとする．しかし，事前期待値
µt 自身が未知であって，変化点前の測定値は
µt への情報として変化点後の性能情報に寄与
すると考える．すなわち，

µt ∼ N(µt0, τ
2)

µt1 ∼ N(µt, ρ
2)

ytj ∼ N(µt1, σ
2)

µt2 ∼ N(µt, ρ
2)

とする．このとき第 k ステップ後の µt2 の事
後分布は

µ̂t2 =
(σ2 + ntρ

2)µt0 + ntτ
2ȳt

σ2 + ntρ2 + ntτ2

τ̂t2 =
σ2(ρ2 + τ2) + ntρ

2(ρ2 + 2τ2)

σ2 + ntρ2 + ntτ2

となる．モデル 2と同様に，ワンステップ近似
によるオンライン自動チューニング手法を構築
することができる．
ワンステップ近似の詳細および実験結果は，

講演時に報告する．
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