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標本点逐次追加型性能パラメータ推定法における
複数パラメータ上での探索方法
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1. はじめに
ソフトウェア自動チューニングにおいて，効率
よく最適な性能パラメータ推定する手法として，
標本点逐次追加型性能パラメータ推定法が提案さ
れている[1][2]．この推定法は，最低限の数の標本
点から始めて，必要な標本点を自動選択・追加を
して近似関数を順次更新し，最適な性能パラメー
タを推定する手法である．また，この手法は複数
の性能パラメータからなる複数パラメータ空間を
同時に推定する方法に拡張されている[3]．しかし，
この方法では推定コストが増加することが課題で
ある[4]．
本研究では，複数パラメータ空間の性能パラメ
ータを同時に推定するより推定コストを削減する．
そのために，2 つの性能パラメータの同時推定を 1
つの性能パラメータを推定する方法（1 パラメータ
推定法）を繰り返し用いる手法の提案を行う．

2. 標本点逐次追加型性能パラメータ推定法
近 似 関 数 𝑓(𝑥) を 𝑛 個 の 離 散 点 𝑥𝑗 上 の 値
𝑓𝑗 = 𝑓(𝑥𝑗 ), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛で表現する．実測データの動
きに柔軟に追随し，さらに，少ない標本点でも安
定に解が得られ，かつ，計算量の少ない近似関数
が求められている．そのため，性能パラメータの
取り得る N 個の値から k 個の実測データ（標本点）
が得られる．それを𝑦𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘)とする．𝑛を N よ
り多く取る．𝑓を確定するために𝑓の滑らかさを 2
階差分
|𝑓𝑗−1 − 2𝑓𝑗 + 𝑓𝑗+1 |, 2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 1
で 表 す ． こ の 近 似 関 数 𝑓 を 評 価 関 数
𝑚𝑖𝑛(‖𝑦 − 𝐸𝑓‖2 + 𝛼 2‖𝐷𝑓‖2 )で選ぶ．𝐸 は 実測デー
タ𝑦𝑖 と近似関数𝑓𝑗 の距離を，𝐷は近似関数の滑らか
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さを表す．αは滑らかさの強さを表し，小さく設定
するほど実測データに追随する．この近似関数を
d-Spline と呼ぶ．

3. 複数パラメータ空間における推定手法
本研究では，複数の性能パラメータにより構成
される離散点上のデータからなる複数パラメータ
空間の推定を行う．従来手法では 2 つの性能パラ
メータの滑らかさを
|𝑓𝑗−1,𝑘 + 𝑓𝑗,𝑘−1 − 4𝑓𝑗,𝑘 + 𝑓𝑗,𝑘+1 + 𝑓𝑗+1,𝑘 |,
2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 1,2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1
で表す．この場合性能パラメータの数が増えると
d-Spline の滑らかさを表す行列サイズが大きくな
り，計算量が増加する．計算量は性能パラメータ
が 1 つの場合は𝑂(𝑛)，2 つの場合は𝑂(𝑛2 × 𝑛2 )とな
る[4]．性能パラメータの数が増えると一層この傾
向が見られる．そこで，計算量の少ない 1 パラメ
ータ推定法を複数回組み合わせて，2 つの性能パラ
メータ(𝑝1 , 𝑝2 )の推定を実現する．
推定方法は𝑝1 と𝑝2 を線形結合した直線を 1 パラメ
ータ推定法で推定する．探索する直線は式(1)から
(4)を考える．𝛼𝑖 (𝑖: 1~4)は定数である．
𝑝1 = 𝛼1-----(1)
𝑝1 = 𝑝2 + 𝛼3-------(3)
𝑝2 = 𝛼2-----(2)
𝑝1 = −𝑝2 + 𝛼4 -----(4)
探索する直線の決定方法は推定点の周り 8 点を実
測し，最小値が含まれる直線の方向に探索をする．
全体のアルゴリズムを図 1 に示す．
Step1.
Step2.
Step3.
Step4.
Step5.

初期点を設定
探索する直線の決定
1 パラメータ推定法で
最適なパラメータを推定
推定点を更新
推定点が前回の推定点と同値の場合に
最適値として推定終了
一致しない場合，Step2.にもどる
図 1 提案手法の実行手順
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4. 実験

初期点

2nd 推定点
1st 推定点

4.1 実験対象
初期点
従来手法と提案手法を比較する．実験として，2
1st 推定点
推定点(4th)
つの問題，谷が 2 つ，山が 1 つの Franke 関数[5]と
2nd 推定点
AMG 前処理付き BiCGStab 法[6]の計測値を使用す
3rd 推定点
推定点(3rd)
る．対象問題は，拡散係数が異方性となる 120×
120×120 三次元 Poisson 方程式である．東京大学に
図 2 Franke 関数の探索パス（関数値）
ある FX10 [7]を用い，192 プロセス 12 ノードに分割
3rd 推定点
初期点
し計測を行った．SA-AMG 法の 2 つのパラメータ
1st 推定点
推定点(4th)
推定点(2nd)
theta, theta-reduction-rate を最適化する．表 1 に問題
の詳細を示す．
1st 推 定
初期点
表 1 実験に使用した問題の詳細
2nd 推定点
(2)AMG 前処理付き
(1)Franke 関数
BiCGStab 法
図 3 AMG 前処理付き BiCGStab の探索パス（実行時間）
0.0 ≤ 𝑝1 ≤ 1.0
0.0 ≤ 𝑝1 ≤ 0.15
𝑝1 , 𝑝2 の値の範囲
0.0 ≤ 𝑝2 ≤ 1.0
0.1 ≤ 𝑝2 ≤ 1.0
表 2 提案手法の実験結果
0.033
𝑝1 : 0.01, 𝑝2 : 0.1
データの間隔
(1)Franke 関数
データ数
961 個（31×31） 160 個（16×10）
従来手法
提案手法
実験環境は CPU Intel Xeon-X5570，メモリ 12GB， 初期点
(0.1,0.7)
(0.8,0.4)
コンパイラ gcc4.1.2 を用いた．
59
70
23
追加点数
(0.2,0.2)
(0.2,0.2)
(0.2,0.2)
推定点
4.2 実験結果
-1.21
-1.21
-1.21
推定値
-3
-1
1 パラメータ推定法の探索パスを図 2 と図 3 に示
1.10×10
1.73×10-3
実行時間[s]
6.07×10
す．左右の図は初期点を変えて推定した場合の結
(2)AMG 前処理付き BiCGStab 法
果である．白い線が d-Spline を用いて探索を行った
従来手法
提案手法
直線，白い点が d-Spline 作成時に追加した標本点を
(0.13,0.3)
(0.14,0.7)
初期点
21
示す．緑の点が推定した最適なパラメータの推移
57
84
追加点数
(0.09,0.7)
を示す．最終推定点は最適値を推定した．
(0.09,0.6)
(0.09,0.6)
推定点
0.85
0.80
0.80
表 2 に従来手法と提案手法で推定した結果を示す． 推定値
実行時間[s]
4.16×10-2
5.20×10-4
7.13×10-4
提案手法と従来手法の d-Spline の生成時間を比較し
て Franke 関数は 99.8％，AMG 前処理付き BiCGStab
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することができた．
5. おわりに
本研究では，2 つの性能パラメータの同時推定を
1 パラメータ推定法で行う手法を提案し推定コスト
を削減した．実験の結果，提案手法により d-Spline
の生成時間は従来手法と比べて 99％削減した．
今後は初期点の選択方法やさらに多変数の性能
パラメータ同時推定に対しても 1 次元や 2 次元の
d-Spline を組み合わせて推定する方法を進めていき
たい．
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