
インサイト。インテル® ディープラーニング・ 
ブースト対応のオンデマンドはこちら。 
AI を収益化しようとしている企業には、タイムリーで正確なインサイトを提供するパワフルな
ハードウェア・ インフラストラクチャーが必要です。新しいインテル® ディープラーニング・ 
ブースト (インテル® DL ブースト) を搭載した第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・ 
プロセッサー・ファミリーは、高い性能を必要とする AI アプリケーションを既存のクラウドや
データセンターのワークロードと平行して実行できるよう特別に強化されました。 

キーワード: 推論, ディープラーニング, 画像認識, 物体検出, 推奨システム, 音声認識, ディ
ープ・ニューラル・ネットワーク, 畳み込みニューラル・ネットワーク

推奨のタイミング 
低メモリー要件に対応した圧倒的な AI パフォーマンスを
必要とするお客様に、インテル® DL ブーストを搭載した 
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー
について説明することで、ハードウェアのフットプリントを
より有効に活用することが可能です。 

お客様が解決を要する課題 
• データセンターのボトルネックがリアルタイム推論を 

妨害しています

• 畳み込みニューラル・ネットワーク (CNN) および 
ディープ・ニューラル・ネットワーク (DNN) などにおける
計算能力が問題である場合 

• 大規模な推論を推進するために、低レイテンシーで 
省電力のハードウェア・ソリューションが必要である 
場合

最適な分野 
• 画像認識 

• 物体検出 

• 推奨システム 

• 音声認識

アップグレードをする理由

高速化したインサイト 
• 新しい INT8 命令により、前世代¹ のプロセッ

サーと比較して最大 2 倍にまで推論の高速
化を実現

• 前世代¹ のプロセッサーと比較して 最大 
30 倍向上したディープラーニング・パフォー
マンスを実現

お客様にお伝えいただきたいこと
「インテル® Xeon® スケーラブル・プラッ
トフォームは、推測とトレーニングの両
方で高スループットを実現する AI 向
けの一般的なプラットフォームを提供
し、別のグラフィックス・プロセッサー 
(GPU) を追加する必要もありません。」² 

「デベロッパーと提携して一般的なフレー
ムワークとライブラリーを継続的に最
適化することにより、インテルは推論パ
フォーマンスをさらに高速化できます。」

「インテル® DL ブーストは、効果的な自
動化に向けたシステムを最適化するこ
とにより、インサイトをアンロックします。
必要とするデータを発見するための専
用ハードウェアを購入する必要がなく
なることにより、ビジネスに与える効率
性の向上を想像してみてください。」 

「インテル® DL ブーストは、前世代の 
プロセッサーでは 3 つの命令を必要と
したものを 1 つの命令で実行できる、 
インテル® AVX-512 命令セットを拡張
することにより機能します。効率性の 
飛躍的な向上により、組織が得られるメ
リットとはどのようなものでしょうか。」

最適化されたフレームワークおよびライブラリー

インテル® MKL-DNN
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。



ハードウェアおよびストレージのイノベーション
推論パフォーマンスを高速化

インテル® DL ブーストを搭載した 
第 2 世代インテル® Xeon® Platinum  

9200 プロセッサー

30 倍 14 倍

インテル® DL ブーストを搭載した 
第 2 世代インテル® Xeon® Platinum  

8200 プロセッサー

インテル® Optane™ テクノロジーを採用したディープラーニングの付加価値 
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーとインテル® DL ブーストとの組み合わせにより、 
インテル® Optane™ テクノロジーは、ディープラーニングにおけるトレーニングおよび推論の両方を強化できます。

インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリー 
レイテンシーが低く、CPU に近接するメモリーの容量が多い
ほど、より大規模なインメモリー作業データセットおよびパ
ワーサイクル全体の持続性を可能にします。 

インテル® Optane™ ソリッドステート・ドライブ 
より大規模で、より手頃な価格のデータセットおよびアプリ
ケーションの促進により、企業が次のレベルのインサイトを
活用できるようになります。

利点
トレーニング向け 
より大規模なデータセットおよび最適化された
バッチ・トレーニングは、よりスマートでより高速
な AI ソリューションを実現できることを示して
います。 

推論向け 
より大規模なデータセットにより、推論ワーク 
ロードにおけるリアルタイム推論およびバッチ
推論の展開が可能です。

インテル® ディープラーニング・ブーストを搭載したインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリーにより、 
企業がデータセンター全体で AI の適合性を備えることができるようになります。認定インテル® ディストリビューターにお問い 
合わせいただくか、ai.intel.com にアクセスしてください。

性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、特定のコンピューター・システム、コンポーネント、ソフトウェア、操作、機能に基づいて行ったものです。結果はこれらの要因によって異なります。製品の購入を検討される場合は、 
他の製品と組み合わせた場合の本製品の性能など、ほかの情報や性能テストも参考にして、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。詳細については、intel.co.jp/benchmarks をご覧ください。 
インテル® アドバンスト・ベクトル・エクステンション (インテル® AVX) は、特定のプロセッサー演算に高スループットを提供します。プロセッサーの電力特性の変動により、AVX 命令を利用すると、a) 一部の部品が定格周波数未満で動作する、b) インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 を使用する一部の部品が任意または最大のターボ周波数に達しない可能性がありま
す。パフォーマンスは、ハードウェア、ソフトウェア、システム構成により異なります。詳細については、intel.com/go/turbo を参照してください。 
インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。実際の性能はシステム構成によって異なります。 
1. (1) 「インテル® DL ブースト搭載のインテル® Xeon® Platinum 9282 プロセッサーにおける推論スループットを最大 2 倍に向上」 + (2) 「インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサーと比較して、インテル® DL ブーストによる AI パフォーマンスを最大 30 倍に向上」との構成 (2017年7月)。2019年2月26日に実施したインテル社内テストにより測定。プラットフォーム: 

Dragon rock 2 ソケットインテル® Xeon® Platinum 9282 プロセッサー (ソケット当たり 56 コア)、HT 有効、ターボ有効、メモリー総容量 768GB (24 スロット / 32GB / 2933MHz)、BIOS: SE5C620.86B.0D.01.0241.112020180249、Centos* 7 カーネル 3.10.0-957.5.1.el7. x86_64、ディープラーニング・フレームワーク: インテル® Optimization for Caffe* バー
ジョン: github.com/intel/caffee d554cbf1、ICC 2019.2.187、MKL DNN バージョン: v0.17 (コミットハッシュ: 830a10059a018cd-2634d94195140cf2d8790a75a)、モデル: github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt、BS=64、データレイヤーなし合成データ: 3x224x224、56 インスタ
ンス / 2 ソケット、データタイプ: INT8 vs. インテルによるテスト結果 (2017年7月11日時点): 2S インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー CPU@ 2.50GHz (28 コア)、HT 無効、ターボ無効、スケーリング・ガバナーは intel_pstate ドライバーから「performance」に設定、384GB DDR4-2666 ECC RAM 搭載。CentOS Linux* リリース 7.3.1611 (コア)、Linux*  
カーネル 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64。SSD: インテル® SSD DC S3700 シリーズ (800GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、25nm、MLC)。パフォーマンス測定に使用した環境変数：KMP_AFFINITY=’granularity=fine, compact‘, OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq は cpupower frequency-set -d 2.5G -u 3.8G -g performance。Caffe：(github.com/intel/caffe)、 
リビジョン f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c。推論は「caffe time --forward_only」コマンドで、学習は「caffe time」コマンドで測定。「ConvNet」トポロジーには、合成データセットを使用。その他のトポロジーについては、データをローカルストレージに保存し、学習前にメモリーにキャッシュ。トポロジーの仕様の詳細については、次のサイトを参照。
github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models       (ResNet-50)。インテル® C++ コンパイラー (バージョン17.0.2 20170213)、インテル® MKL スモール・ライブラリー (バージョン 2018.0.20170425)。Caffe は「numactl -l」で実行。 

2. 「製品概要: 第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー。」インテル、2019 年。 intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/xeon/2nd-gen-xeon-scalable-processors-brief. 
3. 「インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサーと比較してインテル® DL ブーストによる AI パフォーマンスを最大 14 倍に向上」の構成 (2017年7月)。2019年2月20日に実施したインテル社内テストにより測定。2 ソケットインテル® Xeon® Platinum 8280 プロセッサー、28 コア HT 有効、ターボ有効、メモリー総容量 384GB (12 スロット / 32GB / 2933MHz)、 

BIOS: SE5C620.86B.0D.01.0271.120720180605 (ucode: 0x200004d)、Ubuntu* 18.04.1 LTS、カーネル 4.15.0-45-generic、SSD 1 x sda インテル® SSDSC2BA80 SSD 745.2GB、nvme1n1 インテル® SSDPE2KX040T7 SSD 3.7TB、ディープラーニング・フレームワーク: インテル® Optimization for Caffe* バージョン: 1.1.3 (コミットハッシュ: 
7010334f159da247db3fe3a9d96a3116ca06b09a)、ICC バージョン 18.0.1、MKL DNN バージョン: v0.17 (コミットハッシュ: 830a10059a018cd2634d94195140cf2d8790a75a、モデル:　github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt、BS=64、ダミーデータ、4 インスタンス / 2 ソ
ケット、データタイプ: INT8 vs. インテルによるテスト結果 (2017年7月11日時点): 2S インテル® Xeon® Platinum 8180 プロセッサー CPU @ 2.50GHz (28 コア)、HT 無効、ターボ無効、スケーリング・ガバナーは intel_pstate ドライバーから「performance」に設定、384GB DDR4-2666 ECC RAM 搭載。CentOS Linux* リリース 7.3.1611 (コア)、Linux* カーネル 
3.10.0-514.10.2.el7.x86_64。SSD: インテル® SSD DC S3700 シリーズ (800GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、25nm、MLC)。パフォーマンス測定に使用した環境変数：KMP_AFFINITY=’granularity=fine, compact‘, OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq は cpupower frequency-set -d 2.5G -u 3.8G -g performance。Caffe：(github.com/intel/caffe)、リビジョ
ン f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c。推論は「caffe time --forward_only」コマンドで、学習は「caffe time」コマンドで測定。「ConvNet」トポロジーには、ダミーのデータセットを使用。その他のトポロジーについては、データをローカルストレージに保存し、学習前にメモリーにキャッシュ。トポロジーの仕様の詳細については、次のサイトを参照。
github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models (ResNet-50)。インテル® C++ コンパイラー (バージョン17.0.2 20170213)、インテル® MKL スモール・ライブラリー (バージョン 2018.0.20170425)。Caffe は「numactl -l」で実行。 

© 2019 Intel Corporation.Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴ、Intel Optane、Intel Xeon は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 

最大 最大 優れた推論パフォーマンスを 
画像分類において実現 
競合製品のプロセッサー¹ と比較

優れた推論スループットを実現 

前世代のテクノロジー³ と比較

http://ai.intel.com
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/benchmarks/benchmark.html
http://intel.com/go/turbo
https://github.com/intel/caffe
https://github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt
http://github.com/intel/caffe
https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/xeon/2nd-gen-xeon-scalable-processors-brief.html
https://github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt
http://github.com/intel/caffe
https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models

