
ソリューション概要
OpenCL* による効率的なニューラル・ネットワーク

FPGA と OpenCL* プログラミングによる 
ニューラル・ネットワーク・システムの 
効率的な実装

ディープラーニング用ニューラル・ネットワーク・システムは、現在、画像認識と自然言語処理
に伴う大規模コンピューティングの問題にとって最適なソリューションとなっています。 ニュー
ラル・ネットワークは、生体系、特に人間の脳から着想を得たもので、従来の処理手法を使用
して神経回路網を模倣し、観察から自己学習できるシステムを構築します。 マルチコア・テク
ノロジーに基づくニューラル・ネットワーク向けの高性能システムの開発については最近大
きく進歩しましたが、電力、コスト、性能向上においては大きな課題が残っています。

背 景

最も広く使用されているディープ・ラーニング・システムは、畳み込みニューラル・ネットワー
ク （Convolutional Neural Network：CNN） です。 このシステムはフィードフォワード型の
ニューラル・ネットワークを使用して画像識別や画像認識を実行します。 学習には後方伝搬を
使用し、一連の重みを生成することで実行システムのキャリブレーションを行います。 CNN は
複数の層で構成されます。 これらの層の中に、入力から下位レベルの特徴を抽出して画像内の
線やエッジを識別する畳み込み層が含まれています。

プーリング層は、最大値や値の平均化により変動を抑制し、画像の特定領域の共通の特徴を
プーリングします。 そして、 その結果はさらに畳み込み層やプーリング層に渡されます。 CNN
の層数は画像認識の精度と相関がありますが、 この層が多いほど、 より高度なシステム性能
が必要になります。 これらの層は、互いに独立して動作させることができるため、データを層か
ら別の層へと渡すことができるデータ・パイプライン方式の採用により、層は最も効率的に実
装されます。 マルチコア・プロセシング・システムでは外部メモリーを使用して各層間のデー
タをバッファリングするので、大量のメモリー帯域幅が必要になります。

ニューラル・ネットワークにおいて圧倒的に高い性能を必要とする機能は、畳み込みそのもの
です。 この複雑な関数は、一般に、画像分類では単精度浮動小数点演算として実装するのが最
適です。 従来のプロセッサー ・コアでは各畳み込みに対して大量の命令セットを実行する必要
があり、膨大な処理帯域幅が必要になります。

 
CNN の効率的な実装を実現するには主に 2 つの課題があります。 第 1 は、 データを層から次
の層へ渡すパイプラインで関数を実行できることです。 第 2 は、畳み込み関数を効率的に実行
することです。 さらに、これらの関数は、種類の異なる他のハードウェアや次世代の高性能ハー
ドウェアへの移植のための再プログラミングが容易となるような方法で構築する必要があり
ます。 そうでないと、新しい実装を行うたびに、広範囲の最適化が再度必要になります。

図 1. 2D 畳み込み層



デザイン

コンピューティング、ロジック、メモリーの各リソースを 1 つのデバイ
スに組み合わせた FPGA（Field-Programmable Gate Array） は、
ニューラル・ネットワークの実装用として極めて適切な選択肢です。
しかし、 FPGA を複雑なアルゴリズム・ベースのシステムに幅広く使
用することは、 従来の低レイヤーのハードウェア・プログラミング環
境においては非現実的でした。 インテル® FPGA SDK for OpenCL* 
はこうした問題を解決して、 複雑なアルゴリズムを使用する幅広い
アクセラレーション・アプリケーションでの FPGA の活用を可能にし
ます。 ソフトウェア開発者は、 ハードウェア・レベルの設計に取り組
む必要がなく、OpenCL* C レベルのプログラミング標準を使用して、
標準 CPU に対するアクセラレーターとして FPGA を対象にすること
ができます。 さらに、 インテルはディープ・ラーニング・システム向け
の拡張性に優れた畳み込みニューラル・ネットワークのリファレンス・
デザインを開発しました。 これは OpenCL* プログラミング言語
を使用して、 インテル® FPGA SDK for OpenCL* で構築されてい
ます。 このデザインは、 当初 Stratix® V デバイスに実装され、 現在は
インテル® Arria® 10デバイスで利用できます。 このデザインの性能は、
CIFAR-10 および ImageNet の 2 つの一般的な CNN ベンチマークで
測定されています。

このデザインでは、 OpenCL* カーネルを使用して各 CNN 層を実装
しています。 データは、 OpenCL* Channel または OpenCL* Pipe と
呼ばれるメカニズムによって、 現在の層から次の層へと渡されます。
これにより、データを外部メモリーに送信することなく、カーネル間だ
けでデータを移動できます。 この FPGA 実装は、カーネルに隣接する
内部メモリー構造を使用するデータバッファーなので、 ニューラル・
ネットワーク全体で非常に効率的なデータ移動を実現できます。 さら
に、 FPGA に直接接続したカメラ、 センサー、 その他の入出力デバイ
スを使用する場合は、そのシステムに合わせてデザインを適応させる
ことができます。 CNN システムは、同じチャネルメカニズムによって、
データを外部メモリーに出力することなく、 これらのデバイスと直接
やり取りできます。 一般的なグラフィックス・プロセシング・ユニット
（GPU） の実装では画像をバッチ処理するので、膨大な外部メモリー

帯域幅が必要です。 一方、FPGA はチップ上で何度もデータの再利用
を行うことにより、少ない画像メモリー帯域幅で 1 つの画像を 1 度に
処理することができます。

畳み込みは、 FPGA 内の DSP ブロックとロジックを使用して実装さ
れています。 以前は、 乗算については FPGA の DSP ブロックが効率
的でしたが、 浮動小数点の加算には大量の FPGA ロジックが必要
でした。 インテル® Arria® 10 FPGA およびインテル® Stratix® 10 
FPGA には革新的な DSP ブロックが搭載されており、 IEEE-754 の
浮動小数点加算も実現できます。 その結果、より少ない FPGA ロジッ
クとより高い動作周波数で、 性能向上と消費電力削減を実現してい
ます。 インテル・デベロッパー ・フォーラム 2015 において、 インテル
は Arria® 10 FPGA の AlexNet 推定値を発表しました（表 1）。 1 週
間後、 Hot Chips カンファレンスにおいて Microsoft* ホワイトペー
パーが同様の性能効率を見積もり、 Arria® 10 GX1150 のピーク
TFLOPS は、 Titan X GPU と比較して、 性能対消費電力比で 2 倍で
した。 インテル® Stratix® 10 FPGA は、 3 倍以上の DSP ブロック数
と最大 2 倍の動作周波数により、 インテル® Arria® 10 FPGA に比べ
て 5 倍以上の性能向上を実現できると予測されています。 性能対消
費電力比は引き続き向上します。 †

表 1. 性能および消費電力の推定値 †

システム スループット 
（画像 / 秒）

消費電力 
（W）

スループット /W 
（画像 / 秒 /W）

Arria® 10 FPGA -115
（FP32、フルサイズ画像、306 
MHz のスピード）

575 31 18.5

Arria® 10 FPGA -115
（FP16、フルサイズ画像、
297 MHz のスピード）

1,020 40 以下 25.5

Arria® 10 FPGA -115
（固定 P8、345 MHz のスピード）1 2,500 42 以下 60

注 意： 
1. 推定性能

  OpenCL および OpenCL ロゴは Apple Inc. の商標であり、Khronos の許可を得て使用しています。

†  テストは、特定システムでの特定テストにおけるコンポーネントのパフォーマンスを測定しています。 ハードウェア、ソフトウェア、システム構成などの違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評
価とは異なる場合があります。 購入を検討される場合は、ほかの情報も参考にして、パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。 性能やベンチマーク結果について、さらに詳しい情報をお知り
になりたい場合は、http://www.intel.com/benchmarks/（英語） を参照してください。
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