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概要
近年，HPC システムにおいて高性能を達成するためには，
アプリケーションコードを各システム向けにチューニングす
る必要がある．チューニングの自動化のためには，チューニ
ングの手順を記載したシナリオをアプリケーション開発者が
独自に記述する必要がある．シナリオは個々の事例ごとに記
述する必要があり，再利用性が低い．本研究では，シナリオ
の再利用性を高めてアプリケーション開発者の労力を軽減す
ることを目的とし，簡単なディレクティブの記述で構築可能
な典型的なチューニングシナリオのテンプレートを用いる自
動チューニング機構を提案する．評価では，自動チューニン
グによる性能最適化の効果，およびシナリオテンプレートと
インタフェースによって再利用性の高いチューニングシナリ
オを構築できることを示す．

1 緒言
近年，高性能計算 (High-Performance Computing, HPC)
システムの構成は，従来と比較してより複雑化しており，対
象システムにアプリケーションコードを適応させる (以下，
チューニングと呼ぶ) 作業には膨大な労力を要する．このた
め，その労力を削減することが重要な課題となっている．こ
の課題に対して，自動性能チューニングまたは自動チューニ
ングと呼ばれる技術が近年特に注目されている．自動チュー
ニングは対象システムにアプリケーションコードを適応させ
る作業を自動化できるため，プログラマの労力を大幅に軽減
することができる．HPC システムアーキテクチャの多様化
は加速しており，エクサスケールの時代では自動チューニン
グがさらに重要である．
近年，自動チューニングを行うシステムソフトウェア (以
下，自動チューニング機構と呼ぶ) を構築するためのフレー
ムワークが開発されている [1]．このフレームワークを用い
て構築した自動チューニング機構を既存のコードに適用する
ためには，チューニングの手順をアプリケーション開発者が
独自に記述する必要がある．以下，チューニング手順の記述
をチューニングシナリオと呼ぶ．ここで，チューニングシナ
リオは標準的な書き方が決まっておらず個々の事例に対して
個別に記述する必要があるため，シナリオの再利用性が低い
という問題がある．例えば，カーネルループに対してキャッ
シュブロッキングを適用する場合，ブロックサイズの探索範
囲を指示し，その範囲内でブロックサイズを変化させながら
コンパイル，実行，および性能比較を行う手順をアプリケー
ションごとに記述する必要がある．
一方，典型的なシナリオを想定した場合，チューニングシ
ナリオの記述には共通して利用可能な部分があるため，共通
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して利用可能な部分をまとめることで，シナリオのひな型 (シ
ナリオテンプレート) を作成可能である．さらに，個々の事例
に必要な情報を記述するためのインタフェースを開発するこ
とで，再利用性の高いチューニングシナリオを実現できる可
能性がある．
そこで，本研究では典型的なシナリオを想定し，チューニ
ングシナリオのひな型となるシナリオテンプレートと，シナ
リオテンプレートとチューニングに必要な情報を連携させる
ためのインタフェースを設計する．

2 自動チューニングフレームワークとコード変換
これまで，パラメータの調整を必要とする性能最適化手法
は数多く研究されているが，その調整を行う自動チューニ
ング機構は独自に構築されることが多い．そこで近年，自動
チューニング機構を構築するための環境として，自動チュー
ニングフレームワーク OpenTuner [1] が開発されている．
OpenTuner を用いることで，様々な事例に対して自動チュー
ニング機構を構築することができる．
一方で，OpenTuner は既にパラメータを調整することで性
能が向上するように書かれているコードを対象としている．
そのようなコードを自動チューニング可能なコードと表現す
る．OpenTuner を用いて自動チューニングを行う場合，まず
は既存のコードを自動チューニング可能なコードに修正する
必要がある．自動チューニング可能なコードには，チューニ
ング時に変更されるパラメータや複数のコード変種が含まれ
る場合が多く，元のコードよりも複雑で可読性が低くなる傾
向にある．
先行研究 [2] では，ユーザが独自に定義できるコード変
換 [3] を利用して，コードを自動チューニング可能なコードに
修正することでこの問題を解決している．元のコードを自動
チューニングする直前にのみ自動チューニング可能なコード
に変換することで，アプリケーション開発者は変換後のコー
ドを意識せずにアプリケーションコードの保守を続けること
ができる．しかしながらチューニングシナリオは依然として
個々の事例ごとに記述する必要があるため，チューニングシ
ナリオの再利用性は低い．
そこで本研究では，コード変換を用いることで直接的な
コードの修正を回避しながらチューニングシナリオの再利用
性を高めることを目的とする．

3 シナリオテンプレートを用いた自動チューニ
ング
本研究ではチューニングシナリオの再利用性を高めてアプ
リケーション開発者の労力を軽減するために，典型的なシナ
リオを想定したシナリオテンプレートを設計する．さらに，
個々の事例に必要な情報を記述するインタフェース (個別情
報記述インタフェース) を設計し，アプリケーション開発者が
容易に自動チューニングを適用できる機構を提案する．
本論文で提案する自動チューニング機構では，元のコード
と変換ルールを入力とする．出力はチューニングされたコー
ドと最適なパラメータである．本提案機構によって実現され

Copyright 2017 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 79 回全国大会

;

ॹॕঞॡॸॕঈ
ঃছওॱشಕથੲਾͿ

ఌঝشঝ

३ॼজड़ॸথউঞॺش

ఌঝشঝ
ੲਾ੭

ड़জ४ॼঝ
॥ॻش
WƌŽŐƌĂŵ

ঃছওॱش
ੲਾ੭
ॳগॽشথॢ૭ચऩ
॥ॻش
WƌŽŐƌĂŵ

॥ॻشఌ

॥থঃॖছ

DĂŬĞĨŝůĞ

॥থঃॖছ
ੲਾ੭

コード実⾏
ੲਾ੭

ϲ
ॳগॽشথॢऔोञ
॥ॻش
WƌŽŐƌĂŵ

探索技術


ঃছওॱش
探索

実⾏

॥থঃॖঝ

ॳগॽشথॢ
ટ

ϱ
ŝŽ
ƚ
Ă
ƌ
Ɖ
Ƶ
Ě
Ğ
Ğ
Ɖ
Ɛ

ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
Ϭ

ৌ३५ॸ

ŚŝŵĞŶŽ
ŽƌŝŐŝŶĂů

Kϭ

KϮ

Kϯ

&&d
ĂƵƚŽͲƚƵŶŝŶŐ

図 2 自動チューニングの結果

図 1 提案機構による自動チューニングの流れ

る自動チューニングの過程の概要を図 1 に示す．はじめに，
ユーザは元のコードを自動チューニング可能なコードに変換
する変換ルールを定義する．このとき，ユーザは自動チュー
ニングに必要なパラメータ情報 (パラメータ名，探索空間，パ
ラメータタイプ，パラメータの優先度) と変換ルール情報 (変
換対象コード，変換ルールの適用順) をディレクティブとし
て変換ルールに挿入する．その後，ディレクティブから取得
した情報をもとに，シナリオテンプレートはコード変換機構
を用いて元のコードを自動チューニング可能なコードに変換
する．また，ユーザはコマンドラインの引数によって，自動
チューニングを行うためのコンパイルと実行の手順について
も指示する．シナリオテンプレートは，これらの情報を用い
てコンパイル，実行，および探索を繰り返し行うことで最適
なパラメータを決定する．

4 性能評価
提案機構について，自動チューニングの効果とチューニン
グシナリオの再利用性を評価する．ベンチマークとして，姫
野ベンチマークと並列 FFT アプリケーション [4] を用いる．
姫野ベンチマークでは性能に関する 2 つのパラメータと 455
種類のコンパイラオプションついてチューニングを行う．並
列 FFT では，通信隠蔽に関する 3 つのパラメータとコンパ
イラオプションについてチューニングを行う．2 つのアプリ
ケーションに対する自動チューニングのパラメータは異なる
ため，提案機構を用いない場合，それぞれ個別にシナリオを
記述する．
はじめに，典型的なシナリオを用いた自動チューニングに
よる性能最適化について評価する．比較対象は元のコードを
コンパイラオプション O0，O1，O2，O3 で実行した場合の実
行時間である．これらの実行では，ループの最適化やデータ
レイアウトの変更などのパラメータは元のコードと同様に設
定する．図 2 に各実行時間を元のコード (O0 による実行) に
ついて正規化した速度向上率を示す．図 2 より，提案機構を
用いたことで姫野ベンチマークでは 5 倍以上，並列 FFT につ
いても約 4 倍の高速化を達成している．また提案機構は，高
性能を達成することで知られている O2，O3 よりも高性能を
達成したことが分かる．よって，提案する自動チューニング
機構では自動チューニングによる高い性能最適化の恩恵を享
受できることが分かる．
次にチューニングシナリオの再利用性について，典型的な
シナリオの共通な行数とチューニングシナリオの記述に要す
るコード行数を用いて評価する．従来の自動チューニング機
構を用いて典型的なシナリオに沿ったシナリオを記述すると，
姫野ベンチマークでは 302 行，並列 FFT では，319 行のシナ
リオの記述が必要である．このとき，2 つのシナリオで共通
化できる行数は 278 行である．このことから，典型的なシナ
リオに沿ってシナリオを記述することで，シナリオの大部分
を再利用できることが分かる．一方，2 つのシナリオではパ
ラメータやコード変換に関する記述が異なるため，2 つのア
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プリケーション間でシナリオをそのまま再利用することがで
きない．このことから，典型的なシナリオを記述して個々の
事例で異なる情報を指示することで，高い再利用性を持つシ
ナリオテンプレートを構築できることが分かる．
提案機構では，シナリオテンプレートと個別情報記述イン
タフェースを用いることで，変換ルールへのディレクティブ
の挿入のみで自動チューニング機構を実現できる．姫野ベン
チマークにおいて変換ルール内で定義されるパラメータは 2
種類のため，パラメータに関するディレクティブは 2 行とな
る．また，姫野ベンチマークでは 4 種類のコード変換を組み
合わせてコード変換を行うため，変換に関する指示として変
換ルールの順番を指示する 4 行のディレクティブを挿入する．
挿入されたディレクティブをもとに，パラメータの組み合わ
せを持つようなコード変種を持つ自動チューニングな可能な
コードに変換を行う．次に，変換されたコードをコンパイル，
実行，および測定を繰り返すことによって最適なパラメータ
を決定する．このとき，コンパイラオプションのチューニン
グも同時に行う．このことから，姫野ベンチマークでは全部
で 6 行のディレクティブを挿入するだけで自動チューニング
を実現することができる．同様に並列 FFT では，6 行のディ
レクティブを追記することで自動チューニングを実現可能で
ある．したがって，提案機構を用いることでチューニングシ
ナリオをすべて記述する場合と比べて大幅に少ない行数で自
動チューニングを実現できることが分かる．

5 結言
本研究では，チューニングシナリオの再利用性を高めてア
プリケーション開発者の労力を軽減することを目的とし，簡
単な記述で構築可能なシナリオテンプレートを用いる自動
チューニング機構を提案した．評価より，シナリオテンプ
レートと個別情報記述インタフェースを開発することで再利
用性の高いチューニングシナリオを構築できることを示した．
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