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金融業界のイノベーションを 
推進し続ける人工知能
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トレンド編

長年に渡る進化を遂げてきた人工知能（Artificial	Intelligence、AI） は、新しい段階に入りつつ
あります。ますます多くの企業が、経済活動や社会生活を一変するような影響を与える技術を採
用し、デジタル・トランスフォーメーションの新たな一章を開いておりますが、これは、特に金融
業界にも当てはまりました。その金融業界のトップに目を向けると、過去10年間、多くの資金を
ビッグデータ、ロボット工学、クラウド・コンピューティング・サービスの分野に投入することが
当然のこととなっています。これら取り組みは、投資家にも格別な支持を得ています。中国の大
手金融ニュースポータルの1つであるシーナファイナンスは以下のように報道しています。

時間を2000年に戻すと、ウォール街にある米国の大手投資銀行であるゴールドマンサックス
のニューヨーク本社では、投資銀行の主要顧客からの注文に基づいて株式を売買するために
600人のトレーダーを抱えていましたが、今ではトレーダーが3人になりました。

米国のビジネス・ニュースサイトのBusiness	Insiderの統計によると、ゴールドマンサックスの
33,000人の常勤社員のうち9,000人以上がプログラマーおよびエンジニアとなっています。
近年ゴールドマンサックスのCEOは、公の場においてゴールドマンサックスの位置付けが昔
のものから変わったことを繰り返し強調しています。

…

ウォール街の別のトップであるJPモルガン・チェースも類似のアプローチを取りました。 JPモ
ルガン・チェースは、早期の段階において技術センターを設立し、ビッグデータ、ロボットおよ
びクラウド・インフラストラクチャーを研究するため約40,000人の技術者を雇用し、この技術
予算が96億ドルに達し、総収益の9%を占めています。昨年、JPモルガン・チェースは、またグ
ローバルな株式アルゴリズム取引に世界初のロボットを使用すると発表しました。これに先立ち、
JPモルガン・チェースは、ヨーロッパで開発された人工知能プロジェクトLOXMで、取引にお
いても利を得ました。

	

それでは、なぜAIが金融業界において新しく活用されるようになったのでしょうか？その原因を
考察すると、実際にAIと金融業界が多くの点において非常にマッチすることが容易に理解でき
ます。まず金融機関は、膨大なデータを維持しており、AIモデルのトレーニングおよび予測・推論
のために膨大なデータ環境を提供することができます。次いでAIは、従来の金融業界が顧客関
係を維持するための膨大なサービスコストを効果的に削減できます。同時にAIは、金融系企業
がより多くのターゲットを探し始めることでより多くのデータを集め、業務品質をさらに向上させ
るサポートをすることもできます。さらに重要なことは、多くのイノベーションの可能性を秘めて
いる金融業務とAIを結び付けることで、金融業界がより大きく発展するための多くの新しい可
能性も生み出すことができます。

銀行を例にすると、AIとの融合により、膨大な業務データを活用したデータ分析と予測方法の
イノベーションをインテリジェンスに推進することで、新しい洞察を得ることができ、よりフット
ワークよく効果的なビジネスモデルを展開し、延滞ローン、脱法行為・不正利用などのリスクも
回避し、将来の競争において主導権を握ることができます。

1	 メディアの関連報道は、http://finance.sina.com.cn/world/2018-05-22/doc-ihawmaua4464623.shtml	をご覧ください。

http://finance.sina.com.cn/world/2018-05-22/doc-ihawmaua4464623.shtml
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トレンド編

ただしAIを活用したデータ分析への進化は、
簡単に成し遂げられるようなことではありま
せん。上図に示すように、企業のデータ分析
技術の進化には、一般的に規模および成熟
度が上がる5つの段階を経過する必要があ
ります。この5つの段階は、それぞれ記述的
段階、診断的段階、予測的段階、処方的段階、
認知的段階となります。成熟したAI能力は、
上記のデータ分析の各段階に適用でき、デー
タ分析をより高い成熟度および大きな規模
に押し上げる重要な原動力となります。

近年金融業界が保有するデータ量、計算能
力およびアルゴリズムは、飛躍的な進歩を
遂げており、それに伴い金融系企業が高品
質のデータ分析および業務予測を展開する
ためにAIが有力な手段となっていることは
疑う余地のない事実となっています。金融業
界でのコンピューティング技術の応用は、大
きな価値を生み出します。

• あふれる大量データへの対応： IoTの幅
広い応用およびスマート・インターネット・
デバイスの急速な普及により、構造化およ
び非構造化のデータがますます生成され、
大量のデータが世界中に溢れる傾向を見
せています。 2020年までにIoTのスマー
トデバイスやインターネット・デバイスの
数は、 2,000億に達すると見込まれ、 こ
れにより生成されるデータ量が2年ごと
に倍増し40ZB（1ZB=10の9乗テラバ
イト）2になると予想されます。このような

ビックデータは、人工知能アルゴリズムを
トレーニングし、新しい洞察を見出すため
の基盤を築きます。

• 計算能力の飛躍的向上：ムーアの法則の
推進において、チッププロセス技術およ
びアーキテクチャーの革新により、計算能
力が飛躍的向上を続けており、計算集約
型アルゴリズムの機械知能（MI） のニーズ
に応えています。例えば人工ニューラル・
ネットワークを介したディープラーニング
概念は、少なくとも20年前から存在して
いましたが、ここ数年でコンピューティン
グ技術がAIに必要とされる高精度で高
速の計算能力を満たすことができるよう
に高度化されてきたため、これらの計算
集約型アルゴリズムを実用に移すること
により、その概念が実現可能になってきま
した。

• イノベーションの推進：AIの発展は計算
能力およびデータのみに依存して推進す
るのでは、十分ではありません。このアプ
リケーションへ開発を加速化させる重要
な原動力は、間違いなくイノベーションの
波であり、それはAIが研究から主流の使
用検討までクリティカル・ポイントをクリ
アさせる力になります。実践により、AIア
ルゴリズムをイノベーションするたびに、
より多くの応用の可能性を見付け出せ、
そのことにより、より多くの革新者がアプ
リケーション開発の仲間入りをしたいと

惹きつけられることが証明されています。
例えば20世紀1990年代のニューラル・
ネットワークのイノベーションは、AIに対
する再解釈と研究を推進し、 2009年と
2012年に音声認識および画像認識のそ
れぞれの分野で画期的な進歩を遂げま
した。これも現在AIイノベーションの波の
触媒となっています。

現在AI技術の継続的発展が進むにつれ、金
融業界のフロントエンド、ミッドエンドおよ
びバックエンドにおいて比較的成熟したア
プリケーションのソリューションが出てきま
した。

フロントエンドでは、知覚技術（コンピュー
ター ・ビジョン、 音声認識、自然言語処理
など） が成熟し続けており、代表的な応用
には、顧客サポート向けのチャットボット、
自動身元識別などがあります。

顧客サポート向けのチャットボットは、顧客
とやり取りするための標準的な経路をたど
ることができます。機械学習アルゴリズムに
より、 会話を観察しながら顧客の意図を理
解し、問題が発生すると、問題を手動処理に
送信し、手動応答も学習することで顧客サー
ビスの品質を継続的に向上させ、サービスコ
ストを削減しました。自動身元認識は、音声
認識、顔認識などの方法を通じてユーザー
の音声、目、および顔の特徴を分析してクラ
イアントの身元を確認します。これらのAI検
証方法は、従来のセキュリティー課題に対す
るパスワード検証より効果的で、ユーザーも
パスワードを記憶しておく必要もないため、
顧客体験が大幅に改善しています。

ミッドエンドでは、 AIにより情報に基づい
た分析および意思決定の効率を向上させ、
より迅速にクライアントがビジネスチャンス
を得るために役立ちます。既存のビジネス・
インテリジェンス （BI） および従来のデータ
分析方法は、往々にして動向分析、原因究
明、データマイニングおよび予測の側面にと
どまるだけです。しかしAIの導入は、分析の
幅を広げるだけでなく、分析の深さも深めま
した。継続的な学習および改善を通じて、AI
は、推奨事項の関連性および特異性を高め、
「パーソナライズされた分析」 を達成し、リス
ク管理、マーケティングおよびサービスの向
上を実現するためインテリジェンスな分析
および意思決定を提供できます。

2	 メディアの関連報道は、https://cloud.tencent.com/info/5a0335164080e583fd6a2d4a735e7def.htmlをご覧ください。
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図1-1	 企業データ分析技術の進化
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図1-2	 金融業界におけるAI応用のシナリオ

次の章「実践編」 では、金融不正対策、リスク予測、顧客マーケティング、インテリジェントな保険加入承認などのシナリオを中心に、
中国銀聯*、中国人寿上海データセンター*、マスターカード*および中国平安*などの提携パートナーの代表的な事例を組み合わ
せて、実践中のデプロイメント状況を詳細に説明し、使用されたAI技術、特にこれらの実際のシナリオでのインテルの関連技術およ
び製品のアプリケーションと最適化ソリューション、並びにハードウェアとソフトウェアの構成のベスト・プラクティスを開示してい
きます。

例えばAIは、 ソーシャル・ネットワークの
クレジットスコアに基づいて既存のスコア
を最適化することとか、 クレジット履歴の
ない人をスコアリングすることができます。
また自然言語処理（Natural	 Language	
Processing、 NLP）メソッドを利用して分析
レポートも生成でき、さらに財務データを分
析および評価することもできます。 同時に
AIは、動的な不正検知を実行するため、複雑
なトランザクションからもリアルタイムでリ
スクを検出および回避させることもでき、ま
た顧客の行動調査を通じて、個人に合わせ
た金融の有益なアドバイスを提供すること
もできます。さらに金融系企業は、AIにより
顧客と製品のDNAに基づいてパーソナライ
ズされたマーケティングを実現させ、唯一無
二のパーソナライズされたサービスを提供
することもできます。

業界のコンプライアンス、 IT、財務などのサ
ポート職能などのバックエンドには、反復
的な作業が数多くありますが、 AIの重要な
応用の1つがこれら反復的な作業を徐々に
引き継ぐことです。 そのためバックエンド・
サポート・プロセスにおいて、AIに多くの応
用の機会および潜在力があります。

つまりフロントエンド、ミドルエンド、バック
エンドのAI活用を中心とし、金融業界にお
けるAI応用のシナリオとして、現在リスク&
コンプライアンス、顧客体験、マーケティン
グ意思決定およびインテリジェンス・オペレー
ションの4つの方向に焦点を当てています。

下図に示すように、リスクとコンプライアン
スには、主に不正リスク、信用リスク、マクロ
リスク、アンチマネー ・ロンダリング、コンプ
ライアンス・ポリシー文書の分析への対応
が含まれます。 AI技術の応用には、主に機
械学習、ディープラーニング・ベースに基づ

いた顔認識、音声認識、ナレッジグラフに及
びます。顧客体験には、主にインテリジェン
トな投資コンサルティング、インテリジェン
トな保険金請求、インテリジェントなカスタ
マーサービス、身元認識、家畜個体識別など
が含まれます。AI技術の応用は、主にディー
プラーニング・ベースに基づいた顔認識と
音声認識、行動パターン認識、NLPおよびロ
ボット工学が含まれます。マーケティング意
思決定には、主に顧客の肖像、正確なマー
ケティング、資金の行き先監視および定量分
析などが含まれ、AI技術の応用が主にディー
プラーニング、機械学習に及びます。インテ
リジェンス・オペレーションには、主に拠点
のインテリジェント・レイアウト、書類識別、
インテリジェント・オペレーション&メンテ
ナンスが含まれ、 AI技術が、 主にディープ
ラーニングに基づいた画像認識、ナレッジグ
ラフに及びます。
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ビックデータ +AI に基づいた 
高効率なリアルタイムの 
金融不正対策ソリューション
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実践編

インテルが金融のお客様と連携して、 
RNN モデルによりユーザー行動特性を模索

不正対策用モデルの進化

金融のお客様との連携の実践において、既存の金融業界の不正対策アプリケーション・モデル
の設計には、往々にして次の問題が存在していることに気づきました。

•	 ユーザー行動を学習するためのアルゴリズムには、十分なアプリケーション実践が不足。

•	 データ量に対する従来のディープラーニング・メソッドの要求が高いが、金融系企業は、アル
ゴリズムについて各ユーザー行動パターンの取引履歴データを提供できない。

•	 データのインバランス性（Imbalance	ratio） が深刻。すなわち、トレーニング・データのほとん
どは、正常の取引行動から得られており、正常/異常データの比率は約10万～100万対1。

従来において金融系企業および金融機関は、往々にしてルールベース手法を採用して、リスク
管理および不正対策用モデルを構築しています。ユーザー行動特性に基づいたルールベースを
絶えず確立および更新することを特徴としています。取引が発生するとシステムは、ルールエン
ジンを通じて当該取引の潜在的なリスクを監視します。

例えば海外に頻繁に出張するビジネスマンは、取引のルールベースで大規模な海外取引をする
のが普通です。居住地を離れてクレジットカードを使用することがめったにない高齢者の場合、
正常の取引行動は、少額、ローカルおよび数件の特性があり、この高齢者に巨額の取引が発生
すると、この異常な取引の特性がルールエンジンによってヒットされることで警告を発せられます。
その口座が遠隔地において、異常な巨額取引記録がしばしば発生している場合、この口座はリ
スク管理システムの監視対象範囲となり、その後チェック作業を実施します。

図1-1-1	 従来の不正対策用モデル・ソリューション

専門家

データ

データ
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ルールに基づいたリスク管理システムは、
効果的ですが、リバースシステムとしてルー
ルベースが既存のビジネスケースを通じて
継続的にサマリーする必要があります。これ
はクライアントが、たびたび多くのリソース
を費やして業務をサマリーし、ルールを更新
する必要があることを意味します。ビジネス
シナリオの増加に伴い、トランザクション・
ルールの複雑さも増加し続けており、リスク
管理システムのリソース消費および監視の
遅延が継続的に増えています。このため金
融機関は、AI能力を利用してより効率的に
金融不正対策用モデルを構築し始めており、
このAI能力の構築が機械学習、ディープラー
ニングなどのさまざまな手法に依存してい
ます。

ルールベース手法と比較すると、 AI不正対
策ソリューションは、 より高い客観性およ
び精度を備えており、 注目を集める点とし
て「ルールの自己学習」 を実施できることで
す。一般的にルールベース手法は、方法Aと
方法Bが間違っていることを事前にシステ
ムに通知し、間違っている場合、アラームが
発せられます。機械学習およびディープラー
ニング手法は、大量の履歴データを学習サン
プルとし、多数のコンピューティング・ユニッ
トでトレーニングすることで、評価モデルを

得ます。新しいトランザクションがこのモデ
ルに入ると、システムがトランザクションの
適法性を自己判断できます。

図1-1-2に示されるように、 ロジスティッ
ク回帰（Logistic	Regression、 LR）、 ランダ
ムフォレスト （Random	Forest、 RF）、 勾配
ブースティング決定木（Gradient	Boosting	
Decision	Tree、GBDT） などの機械学習にお
ける優れた分類アルゴリズムは、不正対策
用モデルにより幅広く採用されています。

RNN に基づいた 
ディープラーニング手法

ディープラーニング手法は、不正対策AIの
応用での常用ソリューションとなっており、
再帰型ニューラル・ネットワーク （Recurrent	
Neural	Networks、RNN） は、金融不正対策
用モデルの一般的なディープラーニング・
モデルの1つです。典型的なRNN構造を下
図1-1-3に示します。 RNNは、各時間の入
力について現在のモデルの状態と結び付け
て出力します。図から分かるように、RNNの
メイン構造Aの入力は入力層からのXに加
えて、現在時刻の状態を提供するループも
あり、Aの状態も現在のステップから次のス
テップに伝達されます。

	

	

	

		

		

						

	
					

X A Y

図1-1-3	 典型的なRNN構造

 
実践においてRNNは、長・短期記憶（Long	
Short-Term	Memory、 LSTM） およびゲー
ト付き回帰型ユニット （Gated	Recurrent	
Unit、 GRU） の2つの重要な変異型があり
ます。 LSTMは、 3つの特別な「ゲート」構造
設計を通じて古典的なRNNネットワーク構
造での長期間の依存性の問題を避けること
で、記憶期間の長さが大幅に改善されます。
LSTMの「ゲート」は、 Sigmodニューラル・
ネットワークとビット乗算の組み合わせです。
Sigmodを活性化関数とする全結合ニュー
ラル・ネットワーク層は、その構造を通過で
きる現在入力情報量を示す0～1の値を出
力します。 Sigmodの出力が1の場合、すべ

ての情報を通過することができます。 逆に
Sigmodの出力が0の場合、情報を通過する
ことはできません。GRUは、LSTMの改良版
であり、LSTMの3つの「ゲート」構造を2つ
にするもので、現在の新しい情報を計算する
方法がLSTMと異なります。

RNNに基づいたディープラーニング手法は、
シーケンスに基づいた分析で常にうまく機
能させています。シーケンスマーキング技術
の助けを借りたRNNディープラーニング手
法は、さまざまな口座のリアルタイム行動の
状態を分析できます。

ただし単一のディープラーニング手法では、
大量のトランザクション・データについて不
正検知をモデリングする時、理想的な効果
になりません。原因を究明したところ、RNN
などのニューラル・ネットワークがトランザ
クション・シーケンス間の特徴の関連付けを
学習できますが、単一のトランザクション内
の特徴への学習能力が不足し、期待される
ような目標を達成できなかったためです。

例えば不正対策の不正検知では、「深夜に
発生する市場外巨額取引」 という特徴の組
み合わせが非常に疑わしい取引行為であ
る可能性もありますが、 個別な「市場外」、
「巨額」、 「深夜」 がよく見られる特徴です。
これらの特徴の組み合わせは、単一のディー
プラーニング手法を介して良好なトレー
ニング結果を得ることができない場合があ
ります。

モデルの実現および 
最適化

RNNディープラーニング手法は、 Keras*、
TensorFlow*などのディープラーニング・
フレームワークにより実現することができ
ます。Kerasのバックエンドは、TensorFlow、
Theano*、CNTK*などのさまざまなフレーム
ワークであってもよしとします。アルゴリズム・
モデルの開発は、 TensorFlowをKerasの
バックエンドの例として選択して以下に説
明していきます。$HOME/.keras/keras.json
内の関連部分を修正することによってセット
できます。

図1-1-2	 現在不正対策用モデル内の一般的な 
アルゴリズム

金融業界における AI のシナリオ
取引特徴に基づいて、 偽造カード、 キャッシング
および虚偽クライアントなどの詐欺を識別できます

決定木 ランダム
フォレスト

ロジスティック回帰 ニューラル・
ネットワーク

GBDT XGBoost*

サポート・ベクター ・
マシン 単純ベイズ

トランザクション・シーケンス分析に 
基づいたアルゴリズム （口座区分）

口座の異常なトランザクション動作に従って、第三
者による不正利用などの詐欺の不正なトランザ
クションを見つけることができ、また顧客のポート
レート・モデリングを実行することもできます

隠れマルコフ Apriori

FP-Growth BLAST-SSAHA
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 ■ インテル®	アーキテクチャー 
向けに最適化された 
TensorFlowのインストール
TensorFlowは、ディープラーニング分野に
おける現在主流のフレームワークの1つで
あり、ディープラーニング開発者がコンピュー
ティング・リソースをより効率的に利用して
ディープラーニング・モデルを構築するのに
役立てています。インテル®	アーキテクチャー
を最大限に利用するとともにより高いパ
フォーマンスを実現するためTensorFlowフ
レームワークは、現在ディープ・ニューラル・
ネットワーク向けインテル®	マス・カーネル・
ライブラリー（Intel®Math	Kernel	Library	
for	Deep	Neural	Networks、 インテル®	
MKL-DNN） を使用して全面的に最適化さ
れました。

Anaconda*は、 クライアントがインテル® 
MKL -DNN を使用して Ten so r F l ow
（TensorFlow	v1.9以降をサポート）を構築し、
インテル®	アーキテクチャー ・ベースのプロ
セッサーの性能を向上させるためのオープン
ソースPython*のディストリビューション
です。クライアントが現在Conda*パッケージ・
マネージャーを使用して環境およびソフト
パッケージを管理している場合、Anaconda.
org内のTensorFlowパッケージを仮想環境
にインストールするだけとなります。

TensorFlowをAnacondaにインストールす
るコマンドは、次のとおりです。

クライアントのAnacondaチャネルがデフォ
ルトの最高優先度チャネルではない場合、
次のコマンドを使用してインテル®	フレーム
ワーク向けに最適化されたTensorFlowを
得ることもできます。

上記のインストール方法に加えて、インテル®	
アーキテクチャー向けに最適化された
TensorFlowは、wheelおよびdocker映像、
またはCondaパッケージとして配布するこ
ともできます。

さらにクライアントは、 次のコマンドのよ
うに PIP を介して既存の Python 環境に
インテル®	アーキテクチャー向けに最適化さ
れたTensorFlowをインストールすることも
できます。

またはクライアントは、既存のPython環境にwheelをインストールでき、インテル®	Pythonの
ディストリビューションの使用を推奨します。Python2.7およびPython3.6にバージョン1.13.1
をインストールするコマンドは、それぞれ次のとおりです。

 

 ■ インテル®	アーキテクチャー向けのTensorFlowの最適化手法
インテル®	アーキテクチャー向けのプラットフォームは、TensorFlowに対し一連の最適化を行
うと、モデルの作業効率を効果的に向上できます。最適化手法には、プロセッサーのコア数の調整、
不均一メモリー ・アクセス・アーキテクチャー（Non-Uniform	Memory	Access	Architecture、
NUMA）技術およびインテル®	MKL-DNNの導入が含まれます。最適化手順は次のとおりです。

 ■ 環境変数の設定

まず環境変数を設定し、コマンドには、システムのキャッシュ（cache） のクリア、プロセッサーの
パフォーマンスを優先するモードへの設定、つまり最高頻度での実行、プロセッサーのターボブー
ストの有効化が含まれます。設定コマンドは、次のとおりです。

•	 KMP_BLOCKTIMEを1に設定し、現在のタスクを実行してスリープ状態になるまでスレッド
が待機する時間を設定します。通常は、1ミリ秒に設定されます。

•	 KMP_AFFINITYをCompactに設定し、このモードでは、コンピューティング・コアの計算要
件に従ってスレッドのバインディングが優先され、先に同じコアをバインドしてから同じプロ
セッサーの次のコアを順番にバインドします。このバインディングは、スレッド間でデータが交
換される状況や、共通のデータがあるコンピューティング状況に適し、マルチレベル・キャッシュ
の特性を最大限に活用できるという利点があります。

•	 OMP_NUM_THREADSを20に設定し、同時実行スレッド数を一定の物理コア数に設定し
ます。

 ■ テストコードへのスレッド制御の追加

スレッド制御を追加するコードは、次のとおりです。
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上記コードに示すように、tf.ConfigProto()の
初期化時、 intra_op_parallelism_threads
パラメーターおよびinter_op_parallelism_
threadsパラメーターを設定することにより
各オペレーターのopが並列に計算するス
レッドの数を制御することもできます。2つ
の相違点は、次のとおりです。

•	 intra_op_parallelism_threadsは、 演算
子opの内部並列性を制御します。演算子
opが単一の演算子であり、内部で並列を
実行できる場合、 intra_op_parallelism_
threadsパラメーターを設定することによ
り、行列乗算やreduce_sumなどの操作
を並列化でき、intraは内部を表します。

•	 inter_op_parallelism_threadsは、 複数
の演算子op間の並列計算を制御します。
複数の演算子opがあり、 それらが互い
に独立している場合、演算子と演算子の
間に直接パスPath結合がありません。
TensorFlowは、 inter_op_parallelism_
threadsパラメーターで数量を制御する
スレッドプールを使用して、並列計算を試
みます。

一般的にintra_op_parallelism_threadsは、
単一プロセッサーの物理コア数に設定され、
inter_op_parallelism_threadsが1または
2に設定されます。

 ■ NUMA特性を利用して 
プロセッサー・コンピューティング・ 
リソースの使用を制御

データセンターで使用されるサーバーは、
通常2個以上のプロセッサーで構成されて
いますが、ほとんどがNUMA技術を用いて、
多くのサーバーを単一システムとして動作さ
せています。プロセッサーは、非ローカルメ
モリーよりも高速に自身のローカルメモリー
にアクセスします。このようなシステムで優
れたコンピューティング・パフォーマンスを
得るには、いくつかの特定の命令で制御す
る必要があります。 numactlは、プロセスお
よび共有メモリーを制御するための技術的
なメカニズムであり、Linux*システムでコン
ピューティング・リソースを制御するために
幅広く使用されている方法です。具体的な使
用方法を以下に示します。

図1-1-4	 NUMA特性を利用してプロセッサー ・コンピューティング・リソースの使用を制御

Pythonコマンドを使用して、numactlコマンドを実行するのは、次のとおりです。

コマンドでは、test.pyの実行時にプロセッサー#CPU0内の0-19および40-59コアのみを使
用し、使用されるメモリーもプロセッサー#CPU0に対応する近端メモリーのみを使用すること
を示しています。

 ■ Keras/TensorFlowにより多層LSTM/GRUを実現
Kerasで多層LSTM/GRUを実現するためのコードは、次のとおりです。

 

*	インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたTensorFlowの技術的詳細については、この
ガイドブックの技術編の関連紹介をご覧ください。

「サンドイッチ」多層不正対策用モデル

 ■ モデルの紹介
「GBDT—>GRU—>RF」 の3層のアーキテクチャーを図1-1-5に示します。まずこのフレームワー
クは、単一のディープラーニング手法（例えばRNN） を対象とし、単一のトランザクション内の
特徴表現学習能力が不足する場合に対して、インテルが提供するAnalytics	Zooツールを介して、
フレームワークのフロントエンドにGBDTモデルを導入して特徴を最適化し、最適化された特
徴をGRUネットワークの入力として人工機能と組み合わせることで、シーケンス間の特徴表現
を学習し、かつ単一のトランザクション内の特徴を時系列化します。このプロセスは、データを
効果的にフィルタリングして、後続のGRUモデルに本当に有用なデータを提供できます。
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3	 サンドイッチ構造の不正対策用モデルの技術的詳細は、Transaction	Fraud	Detection	Using	GRU-centered	Sandwich-structured	Modelをご覧ください。

図1-1-6	 「サンドイッチ」多層不正対策用モデル・ソフトウェア・スタック

不正検出アプリケーション
インテル®	MKL-DNN向けに 
最適化されたTensorFlow

Python向け 
インテル®	ディストリビューション

インテル®	MKL/インテル®	MKL-DNN

仮想マシン

オペレーティング・システム：Linux

インテル®	Xeon®	Goldプロセッサー（6000シリーズ）

n-次元 nop-次元

単一トランザクション・ベクトルの最適化単一トランザクション・ベクトル

マッチするモデルを選択 変	換
ランダム 
フォレスト

「Within	&	Between」 
アーキテクチャー1

「Within	&	Between」 
アーキテクチャー2

「Within	&	Between」 
アーキテクチャーk

中間層では、フレームワークがGRUネットワークの出力を直接不正検知判断として使用せず、
代わりにシーケンス間の特徴表現学習の一環として使用し、習得したシーケンス間の特徴を元
のトランザクション内の特徴と組み合わせることで、最終的なトランザクションの特徴ベクトル
を形成します。

最後にこれを踏まえ、さらに時系列特徴を融合して学習するために、フレームワークの最後にこ
のアーキテクチャーは、最終的な不正判別分析分類器として最上層のRFモデルをオーバーレイ
します。

 ■ ソフトウェア・スタック
「サンドイッチ」多層不正対策検知モデルのソフトウェア・スタックを図1-1-6に示し、最下層は、
インテル®	Xeon®	Goldプロセッサー（6000シリーズ） に基づいて構築されたハードウェア・
インフラストラクチャーです。その上にRed	Hat*	Linuxオペレーティング・システム （CentOS*	
7.4	Kernel	3.10.0-957.12.1.el7.x86_64） があり、仮想化ソフトウェアによって仮想マシン
を作成します。仮想マシンにインテル®	MKL-DNNまたはインテル®	MKLをデプロイし、かつ
インテル®	MKL-DNN向けに最適化されたTensorFlow1.10およびPython向けインテル®	
ディストリビューションがインストールされます。最上層に不正検知アプリケーションがデプ
ロイされます。

 ■ Python向け 
インテル®	ディストリビューションの 
インストール
次の異なるコマンドを実行することにより
python3/python2の環境にPython向け
インテル®	ディストリビューションのコアパッ
ケージをインストールできます。

またはPython向けインテル®	ディストリ
ビューションのフルパッケージをインストー
ルします。

アプリケーション環境を活性化します。

Linux/macOS*の場合

Windows*の場合

Condaコマンドを使用してsympyなどの
追加ソフトパッケージをインストールします。

上記のプロセスの詳細は、次をご覧ください。

https://software.intel.com/zh-cn/articles/
using-intel-distribution-for-python-
withanaconda

*	Python向けインテル®	ディストリビュー
ションの技術的な詳細については、このガイ
ドブックの技術編の関連説明をご覧ください。

図1-1-5	 GBDT—>GRU—>RF「サンドイッチ」構造の不正対策用モデル3
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 ■ データのインバランス性への対策
データのインバランス性は、不正対策アプ
リケーションでよくある問題です。一部のシ
ナリオでは、不正サンプルと正常サンプルの
比率が10万～100万対1以上に達してい
ます。このデータのインバランス性によれば、
サンプリングおよびトレーニングの際に次
の原則に基づくことができます。

1.	 正常サンプルのデータ量は、非常に大
きいため、正常サンプリングが正常サン
プルに対するトレーニングのニーズを
満たすことができます。

2.	 トレーニングの時、我々は不正サンプル
データの重み付けを増やします。

3.      class_weights[1]= 20 #Fraud sample weight

1.        class_weights=dict()

2.      class_weights[0]= 1 #Normal sample weight

4.      classifier.fit(X_train,

5.          y_train,

6.          batch_size+BS,

7.          epochs=runEpoch,

8.          class_weight+class+weights)

3.	 画像や音声などのデータのラベル付け
が簡単な状況とは異なり、不正データの
生成およびラベル付けは困難です。した
がって、ランダム・スクランブルを使用し、
不正サンプルを複数回トレーニングし
ますが、インバランス性の問題をさらに
解決するために、正常サンプルを1回の
み使用することにしています。

 ■ アルゴリズムの精度を向上させるメソッド

 ■ 異なるメソッドの組み合わせの順序は、精度につながる。

特徴内の特性抽出アルゴリズムおよび特徴間の特性抽出アルゴリズムを組み合わせると、順序
が異なると精度も異なります。テストでは、2つの特徴内の特性抽出方法のうち、特徴間の特性
抽出を追加した方法で得られた精度は、一番高いことを示しています。

 ■ サンドイッチ構造がバイパスを使用して特徴の再利用を強化。

「サンドイッチ」構造はDensenet*アルゴリズムと同様に、異なる方法間の連結関係を確立します。
このバイパスを使用する方法により特徴の再利用を強化することで全体的なトレーニング効果
を向上できます。

ソフトウェア構成の推奨事項

トレーニング・データフロー ・モデリングおよび多層不正対策用モデル構築の検証作業につい
ては、以下のインテル®	アーキテクチャー ・ベースのプラットフォームに基づいたソフトウェア
構成を参照してください。

 

名 称 仕 様

オペレーティング・システム CentOS	7.4

Linuxカーネル 3.10.0-957.12.1.el7.x86_64

ワークロード GRU

コンパイラー GCC5.4

ライブラリー インテル®	MKL-DNN最新バージョン

フレームワーク インテル®	アーキテクチャー向けに最適化された 
TensorFlowリリースバージョン*

Hadoopディストリビューション・ 
バージョン

Cloudera*	CDH-5.9.0.またはそれ以上

Spark*	バージョン Apache	Spark*	2.1.0	またはそれ以上

その他のソフトウェア構成
Anylitics	Zoo

Python*向けインテル®	ディストリビューション
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実践編

中国銀聯の応用事例

背 景

金融業務の急速な成長に伴い、そのリスク
指数も上昇し続けています。特に銀行カー
ドやクレジットカードの分野では、不正利用
被害額が増加するにつれ不正利用被害率が
年々上昇しています。したがって不正対策は、
金融業界におけるリスク管理を実施する重
要な方向性になりつつあります。

リスクに関しては、従来のリスクと新しいリ
スクも絡み合ってきます。信用を悪用した詐
欺、第三者によるクレジットカード不正利用、
悪意のあるキャッシング、保険詐欺などの果
てしない従来の金融詐欺手法に加え、個人
情報の漏洩、フィッシング・サイトおよび詐
欺のブラック企業化などの問題もインター
ネット時代の出現により高い頻度、精密な金
融詐欺犯罪をもたらしています。

この問題に対応するため、さまざまな金融系
企業も綿密な不正対策をいくつか策定して
これに対処します。情報技術の進歩、特にAI
技術の継続的な限界打破により、ますます多
くのAI能力が金融リスク管理システムと組
み合わされ、より効果的な不正対策用モデ
ルが形成されています。

決済サービスをも提供する専門銀行であり、
カード発行量および取引量が世界最大の市
場シェアを誇る金融機構として、中国銀聯は、
全力でAI技術能力を導入して効率的な金融
不正対策用モデルの構築を展開します。こ
の事例では、中国銀聯とインテルは、ディー
プラーニングに基づいた不正対策技術に関
する共同研究を展開しました。

ルールベース、機械学習などの不正対策用
モデルで得た経験を結び付けることにより、
中国銀聯は、「サンドイッチ」構造の多層モ
デルおよびインテル®	アーキテクチャーの多
方面にわたる最適化に基づいて高効率の不
正検知ソリューションを構築します。 現在、
このソリューションは、偽造カード/キャッ
シング詐欺の検出などのシナリオで実測さ
れており、良好な結果を達成しました。

ソリューション

中国銀聯は、 GBDT—>GRU—>RF「サンド
イッチ」構造を採用して、 高効率の不正対
策用モデルを構築しています。 まず中国銀
聯は、Analytics	ZooおよびSpark	pipeline
に基づいてデータについてプロセスモデリン
グを行いました。 一般にAIトレーニング・
モデルは、各トランザクションおよび顧客
の行動を分析する必要があり、つまりアルゴ
リズムを介して各カード所有者の消費行動
パターンを学習し、異常かどうかを分析し、
トランザクション異常行動が発覚したとき
にインターセプト・アクションを実行するが、
これはシステムに大量のトランザクション・
データを導入する必要があります。 また、
モデルをトレーニングして顧客の過去の取
引行動を学習するには、顧客ごとに少なくと
も数百の異常なトランザクション・データを
必要とします。

そのため中国銀聯はHadoopに基づいて大
規模なデータ・ストレージ・プラットフォーム
を構築し、 Analytics	Zooなどを導入してト
レーニング・データに対しプロセスモデリン
グを行いました。過去のトランザクション・
データの不足問題について、モデリングプ
ロセスを利用し、 プラットフォームは少数
の元のフィールドから数百の特徴要因を派
生し、現在または前のトランザクション、長
短期統計および信頼できる特徴変数など、

6つの主要なディメンションに帰納し、これ
らの特徴量エンジニアリングを通じて、モデ
ルの学習改善を支援します。その後中国銀
聯は、 「GBDT->GRU->RF」 の3層アーキテ
クチャー ・モデルに基づいて、数百のノード
から成るトレーニング・クラスターで不正対
策用検知モデルを構築し、良好な結果を達
成しました。

多面的な評価により新しい多層不正対策用
モデルは、リコール率と精度率の両方で期
待される結果を達成し、従来の機械学習手
法や単一のRNN手法と比較して、F1スコア
（F1	Score、検知モデルのパフォーマンスを
測定するために使用される精度率とリコー
ル率の加重平均です）は、質的な向上があり、
業務デプロイメントの臨界点を超えました。

図1-2-1に示すように、左図では他の機械
学習、ディープラーニング・モデル、または
多層モデルと比較して、 GBDT—>GRU—
>RF「サンドイッチ」構造の不正対策用モデ
ルは、 最高の精度-リコール （Precision	–	
Recall、 PR）曲線があります（一番上の曲線
はGBDT—>GRU—>RF「サンドイッチ」構造
の不正対策用モデルのテスト値です）。右図
では、データのインバランス率（Imbalance	
ratio） が増加するにつれてGBDT->GRU-
>RF「サンドイッチ」構造の不正対策用モデ
ルのF1スコアが最もゆっくりと低下するこ
とが分かります。

図1-2-1	 GBDT—>GRU—>RF「サンドイッチ」構造の不正対策用モデルの評価効果

精
	度 F1

GBDT→GRU→RF
GRU→GBDT+RF
GBDT+RF→GRU
GRU
GBDT+RF
GBDT
RF
SVM
LR

GBDT→GRU→RF
RF
GRU

0.2

(a) (b)

0.4 0.6 0.8 1609 1610 1611 1612

リコール率 インバランス率
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実践編

	図1-2-2	 中国銀聯電子決済研究院のインテリジェント分析サービス・プラットフォーム・	アーキテクチャー図

プロセスモデリングおよび多層不正対策
用検知モデルの構築が完了した後、中国銀
聯は、それをカプセル化および統合し、API
インターフェイスの形でエンドツーエンドの
インテリジェントな分析ソリューションを提
供することで、ビジネススタッフにより良い
サービスを提供しています。 図1-2-2に示
すようにクライアントは、 APIインターフェ
イスなどの方法により入力パラメーターを
提供すると、インテリジェントなモデル計算
分析後の結果インジケーターを得ることが
できます。サンドイッチ構造の不正検知モデ
ルを例にとると、偽造カードやキャッシング
など詐欺の不正検知シナリオの基礎となる

モデルサポートを提供できますが、ビジネス
スタッフは、これらの複雑なモデルを掘り下
げる必要がなく、データ規定に従って上層の
APIを呼び出すだけで済みます。

中国銀聯のトレーニング・クラスターでは、
インテル®	Xeon®	プロセッサーに基づいた
プラットフォームをすべて採用しています。
このプラットフォームは、コア、高速なキャッ
シュなどに優れているだけでなく、多くのハー
ドウェア拡張技術によってフレームワークの
性能を向上させるのにも役立ちます。プラッ
トフォームは、基本的な計算能力のサポート
に加えて、中国銀聯AIの不正対策用モデル
の構築のために次の能力も提供します。

•	 ツリーの構築、エントロピーの計算、木の
巡回、削減などの非常に不規則な計算の
サポート。

•	 GRU、非線形アクティベーション、バッチ
正規化などのルーチン計算のサポート。

同時にインテル®	Xeon®	プロセッサー /
インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッ
サーで統合したインテル®	アドバンスト ・
ベクトル・エクステンション512（インテル®	
AVX-512）テクノロジーは、中国銀聯の「サン
ドイッチ」構造の不正対策用モデルのために
優れた並列計算能力を提供します。

ビジネス 
シナリオ 
API サービス

アルゴリズム・ 
モデル・レイヤー

データ 
プール

基本的な 
技術サポート

インテリジェント・リスク・コントロール分析モデル API

偽造カードの
不正利用

悪意のある
キャッシング

マネー ・ロンダリング 
のリスク評価

顧客の
信用スコア

インテリジェント・ 
マーケティング分析モデルAPI

アルゴリズム・
ライブラリー

取引データ

ビッグデータ 人工知能 ブロックチェーン IoT TEE クラウド・
コンピューティング

機器データ
情報セキュリティーおよび

リスク情報
カード所持者の
関連データ

特徴量エンジニアリング・
ライブラリー

ビジネスモデル・
ライブラリー

インテリジェント運営 
分析モデルAPIMCCネスティング

違法な
マシン移動

スキャルパー ・
リスト照会

公安取引調査
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実践編

中間のまとめ

シリアル化されたトランザクションの特徴表現学習能力に対する機械学習に基づいた手法の
欠如、および単一トランザクション内の特徴表現学習能力に対する単一のディープラーニング・
モデルの制限について、中国銀聯がインテルと連携して多層機械学習+ディープラーニング・
モデルを提案し、技術イノベーションにより不正対策用モデルのパフォーマンスを大幅に向上し
ました。

このイノベーション過程では、インテルがこの新しい不正対策用モデルのためにコンピュー
ティング・エンジンとして高性能プロセッサー製品を提供しただけでなく、多様かつスケーラブ
ルで包括的な技術サポートも提供し、サンドイッチ構造の不正検知モデル内の各層に使用され
る方法のために、ターゲットを絞った最適化の手法およびツールを提供することで、不正対策用
モデル全体の効率をさらに向上させるために役立ちました。

インテル®	Xeon®	プロセッサー/インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサーのハードウェア・
プラットフォームは、中国銀聯の不正対策用モデル構築の成功、応用のために提供する強力
な計算能力およびインテルが提供する複数の最適化手段に基づき、クライアントは将来でも
より強力なパフォーマンスおよびAI分野でより多くの最適化手法を備えた第2世代インテル®	
Xeon®	スケーラブル・プロセッサーなどのより新たなハードウェア製品を選択して、パフォーマン
スのより優れたソリューションを構築できます。
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AI に基づいた高効率の 
無担保ローン返済延滞 
リスク予測ソリューション
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実践編

インテルが金融のお客様と協力して、 
AI モデルを利用して無担保ローン返済延滞 
リスク予測を展開

無担保ローン返済延滞リスクのチャレンジ

無担保ローンは、金融機関の最も重要な資産事業の1つです。さまざまな商業銀行は無担保
ローン事業の規模を継続的に拡大していくと、増加する不良債権が銀行の利益を徐々に食いつ
ぶすだけでなく、貴重な融資枠を占有し、銀行の貸し出し能力に影響を与えるため、質の良いプ
ロジェクトに対して、無担保ローンのサポートを提供することができなくなることがあります。

さらに深刻なのは、不良債権が一定の限度額を超えると、事業の経営と運転に大きな影響を与え、
銀行にリスクをもたらすということです。また不良債権の大量発生は、社会的モラルハザードを
誘発し、不良債権処理の集中度が高すぎると、企業の連鎖倒産や破綻につながり、財政リスク
や社会危機の確率が高まります。

中国銀行保険監督管理委員会（以下、「銀行・保険監督管理会」 といいます） のデータによると
2018年第4四半期末時点で、中国の商業銀行の不良債権残高が2.03兆人民元で、不良債権
比率が1.83%4でした。したがって無担保ローン事業について、高効率の貸付前および貸付後
のリスク管理を実施するのは、銀行のリスク管理システムを構築する重要なパートとなってい
ます。

現在商業銀行には、無担保ローン返済延滞リスク予測について2つの主要な応用シナリオがあ
ります。 1つは、貸付前に実行される貸付前のリスク評価で、予測結果の適時性および解釈可能
性に焦点を当てています。もう1つは、貸付後のリスク予測で、主に予測結果の精度および解釈
可能性に焦点を当てています。

貸付前のリスク予測については、貸し出し前に、商業銀行は、主に貸し出しのリスクレベルを評
価するために企業が置かれている産業の発展特性および企業の実際の運営、資産と負債およ
び信用状態に対し多方面から手動調査を実施します。ただしこのような方法は、通常非効率的
であり、多くの手間や時間がかかるうえ、明らかな主観的な判断の問題が伴います。

貸付後のリスク予測については、商業銀行は、通常手動方法で借入企業が属する産業および経
営特性に応じて定期的または不定期にオンサイトまたはオフサイトの検査を実施し、貸し先と
のコミュニケーションを通じて借入企業の財務情報、経営状況の分析および貸付金の行き先の
監視によりデフォルトのリスクと信用リスクを引き起こす可能性のある要因を把握します。

4	 データソースは銀行・保険監督管理会公式サイトから引用されています。 
http://www.cbrc.gov.cn/chinese/newShouDoc/CDF5FDDEDAE14EFEB351CD93140E6554.html

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/newShouDoc/CDF5FDDEDAE14EFEB351CD93140E6554.html
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実践編

人手とコストの問題により、この手動方法は
月に1回または四半期に1回しか実施でき
ません。問題が発生した場合は、経験によっ
てのみ段階を踏んで上申し、リスク管理部門
が意思決定してからアクションをとるため、
次のいくつかの主要な問題に直面しました。

•	 労働力投入が大きく、 予測時間が長い。
毎月銀行のスタッフは、今月と次の3カ月
から半年に返済期限が到来する無担保
ローン返済延滞リスクを予測し、段階を
踏んで上申するとともに意思決定処理を
待つ必要があり、全過程には1カ月近く
かかり、ローン管理内のリスク管理の貴
重な処理時間を取りました。

•	 手動予測の品質は、玉石混淆となってい
ます。経験豊富なスタッフの予測が正しく、
経験の浅いスタッフがリスクを正しく予測
できません。

•	 さまざまな要因が予測に影響します。 手
動予測過程では、市場環境の変動性、経
済活動の周期性および銀行と企業両側の
情報の非対称性などの要因の干渉を受け
ることで、リスク予測の適時性と精度に影
響します。

同時に手動予測の精度が保証できないとい
う事実に加えて、この作業には、完全なナレッ
ジシステムが欠けており、経験の蓄積を通じ
て予測の効率と精度を徐々に向上すること
しかできないため、向上のための良性の閉
ループを形成することはできません。

さらに無担保ローン事業の継続的な拡大に
伴い、商業銀行の従来のリスク手動予測方
法もますます困難に直面しています。

上記の問題および銀行・保険監督管理会か
らの毎月の返済期間経過の監視は、間違い
なく銀行に多大なコストと管理上の負担を
発生させました。したがって銀行は、豊富な
ビジネス・データ・リソースを利用して、AIを
介してより効果的な無担保ローン返済延滞
リスク予測システムを構築しようとしてい
ます。 完全な無担保ローン返済延滞リスク
予測AIアーキテクチャーを構築し、高精度、
低遅延および解釈可能なローン返済延滞リ
スク予測ソリューションを実現するには、ビ
ジネスデータと環境データを分析および予
測する必要があります。

前者のビジネスデータは、法人顧客の金融
資産状況、将来のフローおよび資金の使途
に関する金融機関の記録で、 現在業界は、

機械学習またはディープラーニング手法で
予測モデルを構築しています。 後者の環境
データは、自然言語処理（Natural	Language	
Processing、NLP） の方法で研究および予測
できます。

インテルと金融のお客様が協力を模索す
る中、両者が協力してLSTM（Long	Short-
Term	Memory） と従来の機械学習に基づ
いたハイブリッド・モデルを構築して、精度
と解釈可能性の面でお客様のニーズを満た
していました。同時に環境データのNLPモ
デルの構築も模索しました。

無担保ローン 
返済延滞リスク予測モデルの 
アーキテクチャー設計

 ■機械学習手法に基づく
ツリーに基づいた機械学習手法は、無担保
ローン返済延滞リスク予測モデルにおい
て一般的に使用される手法であり、 その予
測結果も通常十分に解釈可能です。 うち、
XGBoostは、重要な機械学習モデルであり、
boostingのアンサンブル学習であり、多数
の分類木および回帰木（Classification	And	
Regression	Tree、 CART） で構成される強
力な分類器です。

CART回帰木は、バイナリーツリーの特徴に
従って連続的に分岐されます。例えば、現在
のツリーノードJは、a個の特徴値に基づい
て分岐される場合、特徴値がbより小さい
サンプルは左側の枝に分割され、yを超える
サンプルが右側の枝に分割されます。

（左側の枝）

（右側の枝）

 
CART回帰木は、実質的にこの特徴次元で
サンプル空間を分割することです。典型的
なCART回帰木によって生成される目的関
数は、

 
XGBoostに戻すと、その核となる考え方は、
特徴分割を継続的に実行することにより新
しい分岐ツリーを生成することであり、ツリー

が追加されるたびに、実際に前回の予測の
残差に適合する新しい関数を学習します。し
たがってXGBoost目的関数は、次のように
定義できます。

 

 
k個のサンプルが存在する場合、nラウンド
のモデルの予測結果は、次のようになります。

 
GBDT などの機械学習手法と比較して、
XGBoostには、次の利点があります。

•	 XGBoostは、並列計算をサポートするた
め、プロセッサーのマルチスレッド能力を
最大限に活用でき、特にインテル®	アーキ
テクチャー ・ベースのプラットフォームで
作業する場合、 インテル®	AXV-512など
の最新の命令セットによってもたらされる
強力な並列計算能力を効果的に利用する
ことができます。

•	 XGBoostは、対価関数に正則化項を導入
することにより、モデルの複雑さを効果的
に制御し、モデルの過剰適合を防ぐことが
できます。

•	 XGBoost は、 列のサブサンプリング
（column	subsampling） をサポートする
ため、過剰適合を防ぐだけでなく、計算の
複雑さも軽減されます。

•	 GBDTは、最適化に1次導関数情報のみ
を使用しますが、XGBoostは対価関数を
2次テイラー展開し、1次および2次導関
数を同時に使用するため、より良い予測
効果が得られます。

そのため、XGBoost機械学習モデルは、無担
保ローン返済延滞リスク予測のソリュー
ションで広く活用されます。XGBoostを使用
した無担保ローン返済延滞リスクを予測す
るための古典的なステップは、図2-1-1に示
されており、データのインポート、データのク
リーニングと準備、モデルの確立、モデルの
評価、モデルの効果の比較など、いくつかの
主要なステップに分かれています。
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実践編

 ■ RNN/LSTMに基づいた 
ディープラーニング手法
ディープラーニング手法も、無担保ローン
返済延滞リスク予測においてますます広
く使用されているソリューションです。うち
RNNは、古典的なディープラーニング・モデ
ルです。典型的なRNN構造は、各入力が現
在のモデルの状態と組み合わされてから出
力されます。RNNのメイン構造Aの入力は、
入力層からのXに加えて現在の状態を提供
するループを持っています。同時にAの状態
も、現在のステップから次のステップに伝達
されます。

LSTMは、RNNの重要な派生モデルであり、
特別な「ゲート」構造設計を介して古典的な
RNN構造での長期的な依存性の問題を回避
することで、記憶期間の長さを大幅に改善す
ることができます。 LSTMに基づいたディー
プラーニング手法は、シーケンスベースの分
析での使用に非常に適しています。つまり銀
行は、過去のある期間内の貸し出し後の企業
の経営状況、口座フローなどの一連の特徴を
中心に将来のある期間内の貸付に直面する
可能性のある返済延滞リスクを予測できます。

しかし純粋なディープラーニング手法には、
プロセスの解釈可能性の欠如という欠点
があり、銀行などの金融機関は、しばしば推
論によって得られた結果（つまりモデルが
どれらの情報および条件により特定の予測

出力結果を得たか） を説明する必要があり
ます。このような解釈は、業務プロセスおよ
び顧客体験改善などの面において金融のお
客様にガイダンスを提供することができます。
ディープラーニング手法は、往々にしてクラ
イアントに対しブラックボックスの状態であ
り、これにより解釈可能なディープラーニン
グ手法は、ディープラーニング手法の将来の
最適化の重要な方向性になります。

 ■機械学習とディープラーニングを 
統合したソリューション
解釈の可能性および精度を向上するため
には、他のアプローチを考慮する必要があり
ます。モデルの融合は、ほとんどの機械学習
タスクで回帰または分類の精度を向上させ
ることができる非常に効果的な技術であり、
異なるモデルの結果の文書を直接融合に使
用したり、あるモデルの予測結果を別のモデ
ルの特徴としてに使用したりしてトレーニン
グすることで、新しい予測結果を得ることも
できます。モデルの種類によって学習とトレー
ニングの原理が異なり、モデルが習得するナ
レッジも異なるため、モデルを融合すること
でトレーニング効果が向上します。例えばツ
リーモデルXGBoostとLSTMディープラー
ニング・モデルを融合することにより、予測
能力をさらに高めるとともにモデルに解釈
の可能性をもたせることができます。モデル
融合の全体構造を以下に示します。

無担保ローン 
返済延滞リスク予測モデルの 
アルゴリズムの実現

無担保ローン 
返済延滞リスク予測モデルの 
トレーニング・データ

無担保ローン返済延滞リスク予測モデルの
トレーニング・データには、通常数年以内に
顧客が銀行で行ったローン取引データおよ
び、その月の顧客自身の経営状況の量的デー
タが含まれます。さらに手動評価のビジネス
ロジックも高レベルの特徴としてトレーニン
グ用のデータセットに追加されます。

 ■無担保ローン 
返済延滞リスク予測モデルの 
ソフトウェア・プラットフォーム
分散型機械学習コミュニティー（Distributed	
Machine	Learning	Community、 DMLC）
は、Python向けインテル®	ディストリビュー
ションおよびインテル®	アーキテクチャー
向けに最適化されたTensorFlowディープ
ラーニング・フレームワーク上に基づいて
構築されたXGBoostオープンソース・パッ
ケージがリリースされました。XGBoostオー
プンソース・パッケージは、モデルがScikit-
Learn*フレームワークの他の分類器または
リグレッサーと共用できるwrapperクラスを
提供します。

XGBoostは、Python向けインテル®	ディスト
リビューションを介して、トレーニングと推論
のプロセスを高速化できます。 Python向け
インテル®	ディストリビューションは、データ分
析および機械学習に向けたインテル®	データ・
アナリティクス・アクセラレーション・ライブ
ラリー（Intel®	Data	Analytics	Acceleration	
Library、 インテル®	DAAL） が内蔵されてい
ます。このアクセラレーション・ライブラリーは、
機械学習プロセスを高速化し、インテル®	アー
キテクチャー・ベースのハードウェア・リソー
スを最大限に活用できます。

図2-1-1	 XGboostによる無担保ローン返済延滞リスク予測

...

図2-1-2	 モデル融合の全体構造

第三者の 
信用データ 
セット

機械学習とディープラーニングの融合

XGBOOST

多層
LSTM

多層
LSTM

統	合ローン・ 
ビジネス・ 
データセット

取引データ 
セット

リスク予測

データの
インポート

データの 
クリーニング & 

準備
モデルの確立 モデル評価 モデル効果の比較
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実践編

 ■ インテル®	アーキテクチャー向けに最適化された
TensorFlow

主なディープラーニング・フレームワークとしてTensorFlowは、さま
ざまな業界のAI応用で広く使用されています。インテル®	アーキテク
チャーに基づいたプラットフォームでTensorFlowフレームワークの
最高のパフォーマンスをいかに発揮するかは、インテル®	アーキテク
チャー向けに最適化されたTensorFlowを活用し最適化を進めること
が必要となります。その最適化は、主に3つの側面からアクセスします。

1）	 インテル®	MKL-DNNの統合。

2）	 計算グラフの最適化。

3）	 Kernelの最適化。

上記の3つの項目の最適化を通じて、最適化されたMKL-DNNプリミ
ティブで最も一般的に使用される演算を実行でき、演算子の融合によ
り計算グラフを最適化することもできます。またプロセッサー ・リソー
スを奪い合うのではなく、複数のスレッド・ライブラリーが共存できる
ように最適化することもできます。これらのソフトウェア側の最適化に
よりニューラル・ネットワーク・モデルを変更することなく、トレーニン
グと推論の全体的なパフォーマンスを大幅に向上させました。詳細に
ついては、以下の「XGBoostモデルおよびトレーニング」の紹介を参
照してください。

*	インテル®	MKL-DNNの技術的詳細については、このガイドブックの
技術編の関連紹介をご覧ください。

 ■ データの前処理および特徴量エンジニアリング
データの前処理および特徴量エンジニアリングは、One-hotコーディン
グやデータの標準化など、具体的なタスクとデータに応じて異なる方
法で処理されます。One-hotコーディングは、カテゴリー変数を数値
変数に変換できます。データの標準化は、主にモデルのトレーニング
と収束を高速化することです。

 

 
カテゴリー変数が数値変数に変換された後、元のカテゴリー変数は、
削除されてデータセット全体が標準化されます。

 

 ■ XGBoostモデルおよびトレーニング

 ■ XGBoostモデルの実現

XGBoostモデルは、XGBoost オープンソース・パッケージを使用
して直接デプロイすることやネイティブXGBoost のラッパークラ
スによって実現されこともできます。 この方法では、よりシンプル
で使いやすいSKlearn*スタイルのプログラミングを利用できます。

 

 

 ■ XGBoostパラメーターの最適化調整

XGBoostには、多くのハイパーパラメーターがあり、すべてのパラメー
ターを次の3つのカテゴリーに分類できます。

1)		 一般的なパラメーター：マクロ関数制御で、この部分のパラメー
ターは、基本的に調整する必要がありません。

2)		 Boosterパラメーター：各ステップでBooster（tree/regression）
の関連パラメーターを制御します。これらのパラメーターは、入念
に調整する必要があり、最終的なパフォーマンスに影響を与えます。

3)		 学習目標パラメーター：トレーニング目標のパフォーマンスを制
御します。これは通常タスクによって決定され、調整する必要はあ
りません。

したがって調整する必要があるパラメーターは、主にBoosterに関連
しています。下表を参照してください。
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実践編

パラメーター 説 明

max_depth
ツリーの最大の深さ。ツリーが深いほど、モデルは通常
より複雑になり、過剰適合しやすくなります

learning_rate 学習率または収縮係数

n_estimators 弱い分類器の数

gamma ノード分割に必要な最小損失関数のドロップ値

min_child_weight
リーフノードに必要な最小サンプルの重み付き
（hessian）和

subsample 各ツリーの構築に使用されるサンプルの割合

colsample_bytree 各ツリーの構築に使用される特徴量の割合

colsample_
bylevel

各分割の各層でツリーが使用する特徴量の割合

reg_alpha L1/L0の正則化ペナルティー係数

reg_lambda L2正則化ペナルティー係数

グリッド検索方法を通じて上表にリストアップされているBoosterパ
ラメーターを徐々に調整できます。グリッド検索は、最適なパラメーター
を選択するために相互に検証が必要となるため、複数のパラメーター
を同時に最適化すると時間がかかります。したがって1つまたは関連
するパラメーターのグループごとに最適化する必要があります。調整
では、XGBoostに付属のcv関数を使用してツリーの数を調整できます。
XGBRegressorまたはXGBClassifier（XGBoostのSklearnパッケー
ジは、回帰および分類の問題に対して同じ調整戦略があります）およ
びGridSearchCVを使用して、他のパラメーターを調整します。

ステップ１：まず最適なツリーの数を調整するための関数を定義し
ます。

 
 

ステップ2：基本的なXGBRegressor（後で調整するために調整する
必要があるすべてのパラメーターをリストアップできます） を定義し、
上記で定義した関数を呼び出してツリーの数が得られます。

 
 
 

 

下記の結果が得られます。

ステップ3：各パラメーターの意味に応じて調整をグループ化し、
最初は、パラメーター調整のステップサイズを拡大して粗調整を行い、
結果が表示された後、ステップサイズを縮小して微調整することがで
きます。

 

下記の結果が得られます。

 
 

下記の結果が得られます。
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実践編

最適化する必要があるパラメーターを1つずつ調整して、最後の最適
なパラメーターであるgammaを得ました。

 

 

 

下記の結果が得られます。

subsample 各ツリーの構築に使用されるサンプルの割合

colsample_bytree 各ツリーの構築に使用される特徴量の割合

colsample_bylevel 各分割の各層でツリーが使用する特徴量の割合

 

下記の結果が得られます。

次の2つのパラメーターは、一緒に調整できます。

reg_alpha L1/L0の正則化ペナルティー係数

reg_lambda L2正則化ペナルティー係数

 

下記の結果が得られます。

最後に最適化されたすべてのパラメーターで、ツリーの数を調整します。

 

 

 ■ モデルのトレーニングおよび推論

モデルのすべてのハイパーパラメーターが決定された後、XGBooster
のパラメーターを指定することによってBoosterを生成してモデルを
トレーニングし、さまざまなタスクの対応する評価基準を通じてモデル
のトレーニング効果を評価できます。
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実践編

 ■ インテル®	アーキテクチャー向けに最適化された
TensorFlowによるLSTMの実現

実現方法

インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたTensorFlowは、
インテル®	MKL-DNNを統合し、インテル®	アーキテクチャー ・ベース
のハードウェアにおいてハードウェア・リソースを最大限活用でき、ベ
クトル化、並列化およびインテル®	ディープラーニング・ブースト技術
（VNNI命令セット）利用などの手段を通じてLSTMなどのネットワーク・
モデルへの高速化を実現します。

 ■ モデル・アーキテクチャーの定義

2層のLSTMネットワークを使用してネットワーク構造を構築できる
1つの層のLSTMネットワークは、基本的なLSTM層とDropoutで構
成され、LSTMの出力の後に、3層の完全結合ネットワークに接続し
ます。

損失関数およびオプティマイザーを定義し、損失関数を最小化します。

 

 ■ モデルのトレーニング

トレーニング・サーバーの構成に従って、 トレーニング・システムの
構成パラメーターを設定します。

モデルのトレーニングと検証（Tensorboardを介して、観察する必要
がある複数のパラメーターを監視） で、同時にトレーニングされたモ
デルを保存します。
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実践編

 ■ モデル推論

モデルの推論段階では、テスト・セット・デー
タを通じてモデルの最終的な推論効果が得
られます。まず、以前に保存したモデルをロー
ドする必要があります。

 

 

 

無担保ローン返済延滞リスク・ハイブリッド予測モデル

 ■ モデルの紹介
LSTMと従来の機械学習に基づいた無担保ローン返済延滞リスク・ハイブリッド予測モデルは、
機械学習とディープラーニングの2つの手法の利点が融合されており、ディープラーニングによ
る予測の精度を保証するだけでなく、機械学習手法による予測の解釈可能性も提供します。同時
にこのハイブリッド・モデルは、インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたTensorFlowや
Python向けインテル®	ディストリビューションなどの高度なツールや製品を使用して最適化す
ることもできます。したがって商業銀行など金融機関に高効率の予測サービスを提供できます。

このモデルの基本構造およびワークフローを図2-1-3に示しますが、まずは特徴分析およびデー
タの前処理となります。このステップでは、金融機関のローカル・ビッグデータ・プラットフォー
ムからのデータまたは第三者が提供するデータ （信用調査会社からのデータなど）がシステム
で処理されます。これには、欠落データの処理やデータスコープの処理、データのインバランス
性の処理およびデータの重要特徴の分析が含まれます。同時にデータセット容量の増加および
複雑さにより、モデルが異なる前処理ツールキットおよび新しいモデルを使用して、さまざまな
タイプのデータ入力に対処することもできます。

 

 

 

 

 

1.	 特徴分析と
前処理

2.	 LSTMとMLの
組み合わせ

3.	 重みを更新して予測

モデル
結果の
統合

ランダムフォレスト

1

2

3

4

...

ローン・ビ
ジネス・デー
タセット

第三者の
信用データ

...

4.	 予測効果を監視し、特徴と重みを更新

欠損値の 
処理

データ拡張の 
処理

不均衡 
データの 
処理

特徴量 
重要度の 
分析

カスタマイズされたLSTM

図2-1-3	 LSTMと従来の機械学習に基づいたハイブリッド・モデル

ステップ2は、ディープラーニング・モデル （LSTM） および従来の機械学習モデル （XGBoost/
RF） を使用して、サンプルデータのトレーニングおよび推論を行い、関連する結果が得られます。
その後、ハイブリッド・モデルは結果に対して個別に重み付けし、重みを更新し、予測を行います。

ソリューションの最終ステップは、このラウンドの予測結果をモデルヘッドに再インポートし、
予測効果に基づいて固有値および重みを更新し、次のラウンドの予測を実行することです。
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 ■ ソフトウェア・スタック
無担保ローン返済延滞リスク・ハイブリッ
ド予測モデルのソフトウェア・スタックは
図2-1-4に示されており、左側の最下層が
インテル®	Xeon® Gold	6130プロセッサー
とインテル®	イーサネット・コンバージド・
ネットワーク・アダプターX710-DA2によっ
て構築されたハードウェア・インフラストラ
クチャーです。その上は、VMware*	ESXi*に
よって仮想化環境を提供し、Red	Hat	Linux
オペレーティング・システム （CentOS	Linux	
release	7.4.1708） がインストールされた
AI能力層であり、インテル®	MKL-DNNまた
インテル®	MKL、インテル®	アーキテクチャー
向けに最適化されたTensorFlow1.10およ
びPython向けインテル®	ディストリビュー
ションがデプロイされています。右側の最下
層は、インテル®	Xeon®	Gold	6130プロセッ
サーとインテル®	イーサネット・コンバージド・
ネットワーク・アダプターX710-DA2によっ
て構築されたハードウェア・インフラストラ
クチャーであり、その上はRed	Hat	Linuxオ
ペレーティング・システム （CentOS	Linux	
release	7.4.1708） がインストールされた
データ層となり、 Apache	HBase*分散デー
タベースおよびHadoop分散ファイルシス
テム （Hadoop	Distributed	File	System、
HDFS） がデプロイされ、分散データストレー
ジの読み取りおよび書き込み能力を提供し
ます。AI能力層およびデータ層の上に、無担

保ローン返済延滞リスクのハイブリッド予測
アプリケーションがデプロイされています。

 ■ システム・アーキテクチャー
実際のシステム構築では、図2-1-5に示す
ように、無担保ローン返済延滞リスク・ハイ
ブリッド予測ソリューションが次のように構
築できます。システム全体は、外部データ処
理サブシステム、オンラインシステム、オフ

ラインシステムに左から右に分かれてい
ます。まず、外部データの場合、システムは
統合データ・インターフェイスを介してデー
タ計画および監視プラットフォームへイン
ポートし、次にサービス・インターフェイスを
介してデータの一部をオフラインシステム
に送信します。

次にオフラインシステムは、外部データサブ
システムとオンラインシステムからのデータ
の一部がデータマート （Data	Mart） にイン
ポートされます。その後データがクリーンアッ
プされるとオフライン・モデル・トレーニング
およびアルゴリズムのデプロイプロセスに
進みます。トレーニングされたモデル・アル
ゴリズムは、オンライン・サブシステムの予
測システムに導入されます。

オンライン・サブシステムは、フロントエンド・
システムにおいて、まずモデル・トレーニン
グのためにデータマートにデータを送り、予
測とスケジューリングなどのステップを実施
するために他のデータがデータ・プッシュ ・
システムを通じて、Stormクラスターによっ
て構築された分散リアルタイム・コンピュー
ティング・システムに入ります。 その後デー
タは、推論および予測のために予測システ
ムに入力され、得られた結果が検証のため
にテスト・プラットフォームに送信され、最
終結果がリスト管理モジュールおよびリス
クラベル生成モジュールを介してオフライン・
サブシステムのアルゴリズムのデプロイおよ
びモデル・トレーニング・モジュールに返され、
アルゴリズムの反復を実行します。

図2-1-4	 無担保ローン返済延滞リスク・ハイブリッド予測モデルのソフトウェア・スタック

無担保ローンの予想されるリスク予測の応用

インテル® MKL-DNN 向けに 
最適化された 

TensorFlow の使用

インテル® Xeon® Gold  
6130プロセッサー

インテル® Xeon®  
Gold 6130 

プロセッサー

インテル® MKL-DNN/MKL

オペレーティング・システム：Red Hat

VMware ESXi

人工知能（AI）プラットフォーム

Python 向け 
インテル® ディストリ 

ビューション ストレージ：HBase、HDFS

オペレーティング・システム：Red Hat

データ・プラットフォーム

インテル® イーサネット・ 
コンバージド・ネットワーク・ 

アダプター X710-DA2

インテル® イーサネット・
コンバージド・ネット 
ワーク・アダプター 

X710-DA2

図2-1-5	 無担保ローン返済延滞リスク・ハイブリッド予測ソリューションのシステム・アーキテクチャー

サービス・
インターフェイス

リスクラベルの生成

テスト・プラットフォーム

Stormクラスター モデルのトレーニング

名簿管理

予測システム アルゴリズムのデプロイ

データプッシュ データ・クリーニング

フロントシステム

オンライン

データマート

オフライン

データ・
インターフェイス

外部データ インフラストラクチャー

データ計画
データ監視



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

32

実践編

ソフトウェアとハードウェア構成の推奨事項

上記の無担保ローン返済延滞リスク予測モデルの構築は、 次の
インテル®	アーキテクチャー ・ベースの環境を参照して構成できます。

ハードウェア：

名 称 仕 様

プロセッサー 2チャネルインテル®	Xeon®	Gold	6230プロセッサー 
またはそれ以上

基本周波数 2.10GHz

コア/スレッド 16/32

HT On

Turbo On

メモリー 16GB	DDR4	2666MHz*	12

ハードディスク インテル®	DC	S3320データセンター ・クラスSSD	
480GB

BIOS SE5C620.86B.00.01.0013.030920180427

ソフトウェア：

名 称 仕 様

オペレーティング・ 
システム

CentOS	Linux	release	7.4.1708（Core）

Linuxカーネル 3.10.0-957.12.1.el7.x86_64

ワークロード LSTM/XGBoost

コンパイラー GCC	5.4

ライブラリー インテル®	MKL最新バージョン

フレームワーク インテル®	アーキテクチャー向けに最適化された
TensorFlowリリースバージョン

その他のソフトウェア
構成

Python向けインテル®	ディストリビューション

ある大手商業銀行の応用例

成 果

このお客様の実際のデプロイ検証では、最終的なハイブリッド・ソリュー
ションが予測の精度を効果的に高め、予測遅延を大幅に低下できる
ことを示しています。データは、手動予測ソリューションと比較して、
LSTMメソッドの精度が2倍になり、ハイブリッド・モデル・ソリュー
ションの予測精度が2倍以上向上し、予測遅延が2日間に短縮される
ことを示しています（予測効率は10倍以上向上します）。さらにオンラ
イン予測ソリューション （貸し出し可能なリスク予測）は、各予測時間
が1秒未満であるため、顧客満足度が大幅に向上します。

 

 
准确率 召回率 时延

	

	

精度 リコール率 遅延

手動予測 RNN（LSTM）モデル RNN（LSTM） と従来の機械学習モデルの 
ハイブリッド・モデル

図2-2-1	 異なる予測ソリューションの結果比較

 
この商業銀行のお客様がハイブリッド・モデルに基づいて構築したト
レーニングおよび推論クラスターは、すべてのインテル®	アーキテク
チャー ・ベースのプラットフォームに基づきます。インテル®	アーキテ
クチャー ・ベースのプロセッサー ・プラットフォームは、コア、高速な
キャッシュなどに優れているだけでなく、多くのハードウェア拡張技術
によってフレームワークのパフォーマンスを向上させることにも役立
ちます。例えばインテル®	Xeon®	プロセッサーおよびインテル®	AVX-
512が搭載されたインテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサーは、
XGBoostモデルのために優れた並列計算能力を提供できます。
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中間のまとめ

さまざまなAI手法を使用して金融のお客様に適切なソリューションを提供することは、インテル
が独自の技術的能力と組み合わせて、業界向け特化型ソリューションを発表するための有用な
試みとなります。 LSTMと従来の機械学習に基づいたハイブリッド予測モデルは、予測精度で満
足のいく結果を達成しただけでなく、予測プロセスの解釈可能性に関するお客様の要求事項も
完全に満たしました。

インテルは、この新型ハイブリッド予測のために高性能プロセッサー製品を提供するだけでなく、
インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたTensorFlowおよびインテル®	Pythonディス
トリビューションなど、さまざまなソフトウェア最適化能力も提供することで、その作業効率を大
幅に向上させました。現在このハイブリッド予測モデルは、ある商業銀行のお客様で実践やデプ
ロイされており、クライアントに高効率、正確な無担保ローン返済延滞リスク予測能力を持たせ
られるようになりました。将来NLPモデルによる大規模な環境データ向け分析および予測の展
開を模索し、予測の効果をより包括的かつ正確にさせていきます。

既存の事例ソリューションでは、インテル®	Xeon®	プロセッサー/インテル®	Xeon®	スケーラブ
ル・プロセッサー ・ベースのサーバーが使用されていますが、将来お客様は、ソリューションを
構築するためAI分野でより強力なパフォーマンスと、より多くの最適化手段を備えた第2世代
インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサーを選択することもできます。
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AI に基づいた金融業界向けの 
より精細なマーケティング戦略の模索

背景の紹介

金融業界は、常にAI能力を積極的に利用して業務発展を加速し、マーケティング効率を向上
させるためのモデルとされました。まずたいていの金融系企業は、しっかりとした情報システ
ムを持ち、ビジネスデータの収集と蓄積を重視することで、大量のデータを蓄積しているので、
AI応用のために強固な基盤を提供することができます。次に銀行、保険、証券などの金融サー
ビスは、データに基づいて展開しているため、大量かつ煩雑なデータ処理作業の効率化をは
かるためAIのサポートを急務としています。さらにディープラーニングの急速な発展により、
AIと金融業界の融合に多くの応用シナリオを持たせています。中でもAIに基づいた金融業界
向けのより精細なマーケティング戦略は、ますます注目されています。

金融業界の高度な情報化と豊富なデータを有効に活用することは、業界の企業によるさまざま
なレコメンダー ・システムの構築を促進し、「数千人に数千の顔」や「すべてのユーザーペルソナ」
などの方法で、正確なマーケティングやパーソナライズ・マーケティングなどの重要な応用の実
施を促進します。金融系企業は、大量の構造化/非構造化データを使用して一連のマーケティン
グ意思決定モデルを構築し、エンドユーザーの行動や好み、ユーザー体験および購入意志の掘
り下げ分析に当たることで、市場見通しを推測し、関連する金融商品または事業取引のために、
パーソナライズされた推奨事項を提供し、金融系企業のマーケティング・イノベーションに新た
な原動力を提供します。

このトレンドに上手く乗っていくため、数社の金融系企業は、インテルとの提携・模索過程にお
いてインテルが提供する「ビッグデータ分析+AI」 のオープンソース・プラットフォームである
Analytics	Zooを採用し、 ニューラル協調フィルタリング （Neural	Collaborative	Filtering、
NCF）モデル、Wide	&	Deep（WAD）モデルなどのディープラーニング・モデルを使用して高効率
のビジネス・レコメンダー ・システムを構築しました。

レコメンダー ・システム

 ■一般的なレコメンダー ・システム
レコメンダー ・システム （Recommender	System、RS） は、多数の可能なオプションから消費
者の好みを発見することで、顧客の消費体験を改善し、企業のマーケティング効果を向上させ
るために企業ごとに個別化された方法で導くことができる情報フィルタリング・ツールであり、
またターゲット・マーケティング商品/計画の精度向上面において重要な役割を果たしています。
例えば商店が購入の潜在力が最も高い消費者に割引を提供する場合、この手段は間違いなく
より効果的となります。

現在のレコメンダー ・システムは、多くの業界で販売とサービスを拡大するための重要なツール
となっています。例えばユーザーの80%は、Netflix*のレコメンド機能を介して次のおすすめの
視聴映画 5を選択します。YouTube*の場合は60%6です｡また、ディープラーニングに基づい
たレコメンダー ・システムがレコメンドの品質においてますます好評7を得ていることを示すデー
タもあります。

5	 Carlos	A	Gomez-Uribe	and	Neil	Hunt.	2016.	Netflixレコメンダー ・システム：アルゴリズム、ビジネス価値お
よびイノベーション。管理情報システムのACM事務（TMIS）6,	4（2016）,	13.

6	 James	Davidson,	Benjamin	Liebald、Junning	Liu、Palash	Nandy、Taylor	Van	Vleet、Ullas	Gargi、
Sujoy	Gupta、Yu	He、Mike	Lambert、Blake	LivingstonおよびDasarathi	Sampath.	2010.	The	YouTube	

Video	Recommendation	System.第四期ACMレコメンダー ・システム会議の議事録29ページ～29ページ
（RecSys	‘10）.

7	 Shuai	Zhang,	Lina	Yao,	and	Aixin	Sun.	Deep	learning-based	Recommender	System:	A	Survey	and	New	
Perspectives.	arXiv	preprint	arXiv:	1707.07435,	2017.
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レコメンドモデルは、一般に協調フィルタリング、コンテンツベースお
よびハイブリッド・システムの3つのカテゴリーに分類できます。協調
フィルタリング・ベースのレコメンド・アルゴリズムは、 ユーザーが
購入した製品に類似する製品を選択する可能性が高いことに基づい
ています。ユーザーと製品との過去の相互作用を学習し、明示的な（ユー
ザーの以前の評価など） または暗黙的なフィードバック （ユーザーの
レビュー） を提案します。この方法は固有値のスクリーニングを必要と
せず、初期モデルとしてより適しています。

コンテンツベースのレコメンド・アルゴリズムは、ユーザーが通常フォ
ローしている製品に類似したコンテンツを持つ製品を好むという仮
定に基づいています。例えばある金融商品Aを購入し、コンテンツベー
スのレコメンド・アルゴリズムは金融商品Bが以前購入した金融商品
Aと同様の収益率または年数を持っていることを検出した場合、ユー
ザーに推奨します。この方法は、レコメンダー ・システムのコールドス
タート問題を防止できます。その欠点は、推薦を繰り返す可能性があ
ることです。またこのアルゴリズムは、多数の固有値分析にも依存し
ます。

現在、高効率レコメンドモデルを構築するためにディープラーニング
がますます使用されています。従来の機械学習アルゴリズムは以前の
ソリューションで重要な役割を果たしてきましたが、モデルと特徴量
エンジニアリングの複雑さが増すにつれて、近年、マーケティング活
動の有効性をさらに向上させるために、多くのディープラーニングに
基づいたニューラル・レコメンド・モデルも提案されています。

 ■ レコメンダー ・システムの構築プロセス
図3-1-1に示すように、 レコメンダー ・システムの構築プロセスは、
データ・クリーニング、特徴量エンジニアリング、モデリング、評価・
チューニングの主なステップで構成されます。

 

データ・
クリーニング

データ分布検査 特徴選択

評価

配信

トレーニング・データ/	 
データ・パーティション 

の検証

ヌル値の処理 特徴変換

ハイパーパラメーター
の最適化

モデル構造の微調整

モデル選択

外れ値の処理 次元増減

ハイパーパラメーター
の最適化

モデル融合

アルゴリズムの
実現

特徴量
エンジニアリング モデリング

評価・
チューニング

図3-1-1	 レコメンダー ・システムの構築プロセス

•	 一般的に生データには、さまざまなダーティーデータが含まれてい
ることが多く、モデルのトレーニングおよび予測の精度に大きく影
響します。データ・クリーニング・プロセスでは、データを再検査し
て検証し、データの一貫性を確保します。データ・クリーニングには、
主にデータ分布検査、外れ値処理、ヌル値処理などの機能が含ま
れます。

•	 特徴量エンジニアリング・プロセスは、結果の予測に役立つ情報を
データから抽出し、ディメンション変換を実行して、特徴選択、特徴
変換および次元増減の主な機能を含む特徴ベクトルを最終的に形
成します。

•	 モデリングプロセスには、モデルの選択、モデルのトレーニング、
アルゴリズムの実現が含まれます。

•	 評価・チューニングは、ハイパーパラメーターの最適化、モデル構
造のチューニング、相互検証とモデル融合などのタスクが含まれて
います。チューニング後、チューニング結果に基づいて判断を下し、
初期のデータ・クリーニングと特徴量エンジニアリングの部分に戻
す必要があります。

Analytics Zoo

Analytics	Zooは、インテルが提供するオープンソースの「ビッグデー
タ分析+AI」統合プラットフォームです。TensorFlow、Keras、PyTorch、
BigDL、Ray、SparkおよびFlink*	などのソフトウェアとフレームワークを
統合システムにシームレスに統合できます。大規模なApache	Hadoop/
Sparkクラスターまで拡張してディープラーニングに必要な分散トレー
ニングまたは予測のために使用されています。

Analytic	Zooは、インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサー ・ベー
スのクラスターで実行して企業のディープラーニングのニーズを満た
すことができます。ユーザーは、Apache	Hadoop/Sparkなどの既存
のビッグデータ・インフラストラクチャーでディープラーニング・アプ
リケーション・プログラムを直接開発および実行できます。Plain	Old	
Java	Object（POJO）、 ネイティブJava*	APIまたはScala*/Python
モデルロードAPIを使用することにより、Analytic	Zooは、ウェブサー
ビス （Spark	Streaming*、Kafka*など） にシームレスに統合できます。

Analytics	Zooを介して、ユーザーは次のことができます。

•	 Sparkを使用してデータ処理および分析を行います。

•	 TensorFlow、 Keras、 またはPyTorchを使用してディープラー
ニング・モデルを開発します。

•	 SparkおよびBigDLにおいて分散トレーニング/推論を行います。

 Analytics Zoo
エンドツーエンドの統合ビッグデータ分析 +AI プラットフォーム

https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo

バックエンド /
ライブラリー

インテル®	
MKL-DNN

OpenVINO™ 

ツールキット
インテル®	Optane™ 

パーシステント・メモリー
インテル®	ディープラーニング・

ブーストRay

TensorFlow Keras PyTorch BigDL NLP	Architect Apache	Spark Apache	Flink

高レベルの
パイプライン・
プラット
フォーム

tfpark: Spark 上の分散式 TF Spark 上の分散式自動求解勾配付き Keras

nnframes: ディープラーニング用の
Spark データフレームと

機械学習パイプライン・プラットフォーム

分散モデルサービス
（バッチ、ストリーム、オンライン）

特徴量
エンジニアリング

モデル

ユースケース

画像 3D 画像 テキスト 時系列

画像分類 物体検出 シーケンス間 コンバーター BERT

レコメンド 異常検出 テキスト分類 テキストマッチ

図3-1-2	 Analytics	Zooは、豊富なエンドツーエンド分析能力および 
AIサポートを提供
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同時に、Analytics	Zooは、次のような豊富なエンドツーエンド分析能
力およびAIサポートも提供します。

•	 使いやすい高度な分析パイプラインAPI（転移学習サポート、自動
プログラミング操作、Spark	DataFrame、MLPipelines、オンライン・
モデル・サービスAPIなど）

•	 画像、テキスト、3D画像などの一般的な特徴量エンジニアリング
操作

•	 多数の組込みのディープラーニング・モデル （オブジェクト検出、
画像分類、テキスト分類、推薦、異常検出、テキストマッチング、シー
ケンス間など）

•	 豊富な参照ユースケース （異常検出、センチメント分析、不正検出、
画像の類似性など）

Analytics	Zooを使用すると企業ユーザーは、次の利点を得ることが
できます。

•	 データを移動またはコピーする代わりに、同じビッグデータ・クラ
スターに格納されている大量のデータ （HDFS、 Apache	HBase、
Apache	Hiveなど） を分析します。

•	 再構築するのではなく、既存の分析アプリケーション・プログラムお
よび機械学習パイプラインにディープラーニング機能を追加します。

•	 既存のビッグデータ・クラスターとインフラストラクチャーを活用
（リソースの割り当て、負荷管理、エンタープライズ・レベルの監視）
します。

•	 トレーニング段階での相互検証において、 ディープラーニング・
アルゴリズムは、指数関数的に増加する非表示の組込み特徴を生
成し、内部特徴の選択および最適化を自動的に実行するため、特徴
量エンジニアリングのタスク量が大幅に削減されます。モデルを構
築するとき、アルゴリズムはいくつかの事前定義されたスライド特
徴およびカスタム・オーバーラップ特徴のみに焦点を当てて、大部
分のLong	Time	Variable（LTV）事前計算作業を取り除き、多くの
時間とリソースを節約できます。

•	 従来の機械学習（ML）手法は、人間機械学習の専門家に大きく依存
してモデルを最適化し、Analytics	Zooがより優れた堅牢な実行構
成を見つけるためのオプションを提供し、自動モデル最適化の能力
を大幅に向上させます。

•	 Analytic	Zooは、インテル®	Xeon®	プロセッサー上で標準のSpark
プログラムとして実行できるためデプロイまたは運用のコストがゼ
ロとなります。

 
*	Analytic	Zooの技術的詳細については、このガイドブックの技術編
をご覧ください。

いくつかの典型的な AI 推薦の 
ディープラーニング・モデル

 ■ ニューラル協調フィルタリング （NCF）モデル
NCF8モデルは、現在よく見られるディープラーニング・ベースのレコ
メンド・アルゴリズムの1つ9です。前述のように協調フィルタリング・
アルゴリズムは、明示的と暗黙的なフィードバックに依存しています。
ただし実践では、明示的なフィードバックがしばしば明らかにならず、
より暗黙的なフィードバックが得られます。暗黙的なフィードバック・
データの場合、行列分解（MF） を使用して推薦問題に抽象化できます。
ただし従来のMFモデルは、潜在因子（latent	factor） の線形モデル
であり、ユーザーと製品間の相互作用を反映させることができますが、
ユーザーが製品を気に入っているかどうかを正確に反映させることは
できません。

集約：予測

集約

マージ：オブジェクトの積み重ね

集約：有効化

ランダムな無効化

集約

ランダムな無効化

集約

マージ：オブジェクトの積み重ね

フラット化 フラット化

選択 選択 選択 選択 縮小化

埋め込み
（行列分解
アイテム）

埋め込み
（行列分解
アイテム）

埋め込み
（多層ニューラル・
ネットワーク・
ユーザー）

埋め込み
（多層ニューラル・
ネットワーク・
ユーザー）

マージ：サンプル 
テンソル積の計算

一般化行列分解

多層
ニューラル・
ネット
ワーク

埋め込み層

ユーザー・
インデックス

ユーザー ・
インデックス

アイテム・
インデックス

アイテム・
インデックス

ユーザーのペアリングと統計機能

ランダムな無効化 ランダムな無効化 ランダムな無効化 ランダムな無効化

フラット化 フラット化

図3-1-3	 ニューラル協調フィルタリング （NCF）モデルの例

NCFは、ディープ・ニューラル・ネットワーク （DNN） を使用してデー
タから相互作用関数を学習できるディープ・ニューラル・ネットワーク
を導入することでこの問題を解決し、MFモデルの制限を解消します。
図3-1-3に示すようにEmbedding	Layerを使用して入力層のスパー
ス表現を新しい潜在ベクトルにマッピングし、ユーザー入力と製品入
力を多層ニューラル・ネットワーク構造に送信します。左側では、モデ
ルは線形相互作用の処理に一般化行列分解（GMF）構造を使用し、右
側では、非線形相互作用に多層ニューラル・ネットワーク （MLP） を使
用します。最後に2つを相互に融合して、より良い推薦結果が得られ
ます。Analytics	Zooにより、ユーザーは、NCFモデルを簡単に構築で
きるようになりました。

8	 NCFの技術的な説明については、次をご覧ください。 https://www.comp.nus.edu.sg/~xiangnan/papers/ncf.pdf
9	 Xiangnan	He,	Lizi	Liao,	Hanwang	Zhang,	Liqiang	Nie,	Xia	Hu,	and	Tat-Seng	Chua.	2017.	Neural	Collaborative	Filtering.	In	Proceedings	of	the	26th	International	

Conference	on	World	Wide	Web.	International	World	Wide	Web	Conferences	Steering	Committee,	173–182.
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 ■ Wide	&	Deepモデル
Wide	&	Deep学習モデルは、2016年に提案されたDNN-Linearハ
イブリッド・モデルで、図3-1-4のモデルの右側に示されるように、ワ
イド・コンポーネント・モデルとディープ・コンポーネント・モデルの2
つの部分に分かれ、ワイド・コンポーネント・モデルが単層パーセプ
トロンは、一般化線形モデルです。離散的な特徴に基づた線形アルゴ
リズムを介して推薦される従来のレコメンダー・システムと比較すると、
ワイド・コンポーネント・モデルは、クリックされたページ、購入された
製品などのユーザーの過去の行動データを取得し、エンコードによっ
て離散的な特徴を形成するとともに計算します。

ワイド・コンポーネント・モデルの推薦方法は、大規模なスパースデー
タに良い影響を与え、モデルの解釈能力が高くなります。ロジスティッ
ク回帰（LF） を例にとると、各離散的な特徴はモデルの重みに対応す
ることができ、特徴の重みは結果に対する特徴の効果と密接に関連し
ています。ただしワイド・コンポーネント・モデルの特徴の派生には多
くの人間の介入と専門家の経験が必要であり、その予測効果は、不十
分です。

ディープ・コンポーネント・モデルは、ニューラル協調フィルタリング・
モデルに似た多層パーセプトロンであり、ディープラーニングを通じ
て一連のベクトルを得、これらのベクトルを特徴の一部として使用し
てトレーニングに参加します。ディープ・コンポーネント・モデルによっ
て生成される特徴には、次の利点があります。まず人為的に抽出され
た特徴によって引き起こされるディメンション制限を補い、予測精度
を向上させることができます。またその特徴として、人間の介入なしで、
ディープラーニング・フレームワークによって自動的に生成され、ト
レーニング効率を向上させることができます。しかしディープ・コンポー
ネント・モデルによって生成されたベクトルは隠された特徴であるため、
これにより予測プロセスに明確な解釈が欠けることがよくあります。

 

	

	
図3-1-4	 Wide	&	Deepモデル図

したがってWADモデルは、 より効率的なレコメンダー ・システム
を得るためにワイド・コンポーネント・モデルとディープ・コンポー
ネント・モデルを組み合わせます。WADモデルは、 SparseTensorと
SparseLinear、SparseJoinTableなど、スパースデータ計算用に明示
的に設計されたいくつかのレイヤーを使用します。

Analytics	Zooは、データの準備とトレーニング用のDataFrameと弾
性分散データセット （Resilient	Distributed	Datasets、 RDD） の2つ
のインターフェイスを備えており、WADモデルを適切にサポートし、
ユーザーのさまざまなシナリオに応用する柔軟性を提供します。また
Analytics	ZooのWADモデルによりSpark	1.5は、最新バージョンと
互換性があります。

Analytics Zoo ベースのモデルの実現

 ■ ニューラル協調フィルタリング・モデルシステムの実現
以下では、 SparkベースのAnalytics	ZooおよびBigDLで明示的な
フィードバック・ベースのNCFを構築する方法について説明します。

必要なシステム環境は次のとおりです。

•	 Python	2.7/3.5/3.6

•	 JDK	8

•	 Spark	1.6.0/2.1.1/2.1.2/2.2.0（Analytics	Zooによってコンパイル
されたSparkのバージョンと一致）

•	 Analytics	Zoo	0.5.0

•	 Jupyter*	Notebook	4.1

 ■ Analytics	Zooのダウンロードまたはインストール

pipを介してanalytics-zooをインストールするか、 ビルド済みパッ
ケージをダウンロードするかは、 https://analytics-zoo.github.io/
master/#PythonUserGuide/install/ をご覧ください。 （https://
analytics-zoo.github.ioホームページの左側のインデックスで、User	
Guide	->	Python	->	Installを選択しても可）

PIPを介したインストール後に実行

ユーザーは、簡単に次のコマンドを使用して例を実行できます。

PIPのインストール後の詳細な操作ガイドについては、次のアドレスを
ご覧ください。

https://analytics-zoo.github.io/master/#PythonUserGuide/
run/#run-after-pip-install

https://analytics-zoo.github.io/master/#PythonUserGuide/install/
https://analytics-zoo.github.io/master/#PythonUserGuide/install/
https://analytics-zoo.github.io
https://analytics-zoo.github.io
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ビルド済みパッケージを介してインストールした後、
ローカルモード （master	=	local	[*]） またはクラスターモードでの
Sparkで次のコマンドを実行します。

 

非PIPのインストール後の詳細な操作ガイドについては、次のアドレ
スをご覧ください。

https://analytics-zoo.github.io/master/#PythonUserGuide/
run/#run-without-pip-install

 ■ 明示的なフィードバックに基づいたNCFの実現

以下にニューラル・ネットワーク・レコメンダー ・システムおよび明示
的なフィードバックに基づいたNCFを構築する方法について説明し
ます。モデルは、レコメンダー ・システムのAPIを使用してAnalytics	
Zooで構築し、適切なオプティマイザーを使用してトレーニングでき
ます。

システム （レコメンダー ・システム：原則、方法および評価10） は、通
常モデルを構築および改善するため、システム・インターフェイスを介
してアイテムの評価を提供するようユーザーに促します。推薦事項の
精度は、ユーザーが提供するレーティングの数によって決定します。

NCFは、多層パーセプトロンを使用してユーザーとアイテムの相互作
用機能を学習しますが、NCFはフレームワーク内で行列分解を表現お
よび促進できます。 includeMF（ブーリアン型）は、行列分解の有無に
かかわらずNCFを構築するためにユーザーに提供されます。

この事例に使用されるデータセットは、movieens-1M11で、4,000本
の映画に対する6,000人のユーザーの100万の評価を含み、 5つの
ランクがあります。各ペア （ユーザー、映画） を5つのクラスに分割し、
平均絶対誤差を使用してアルゴリズムの効果を評価しようとします。

参考文献：

•	 映画の推薦のためのKerasの実現方法は、 https://github.com/
ririw/ririw.github.io/blob/master/assets/Recommendingmovies.
ipynbおよびhttp://blog.richardweiss.org/2016/09/25/movie-
embeddings.htmlをご覧ください。

•	 NCF関連論文は、 https://www.comp.nus.edu.sg/~xiangnan/
papers/ncf.pdfをご覧ください。

必要なライブラリーを導入します。

NNコンテキストを初期化して、BigDLパフォーマンス構成を最適化す
るためのSparkContextが得られます。

 ■ データの準備：1Mサイズのmovielensデータをダウンロー
ドして読み込みます。

データ内の各レコードの形式は、（userid、movieid、rating_score） で
す。ユーザーIDの範囲は、 1～6,040、 映画 IDの範囲が1～3,952、
レーティングが5つ星単位（オールスターのみ） で、将来の使用のため
にユーザーと映画の数を記録します。

生データをRDD12形式のサンプルに変換します。この例では、BigDL
のオプティマイザーを直接使用してモデルをトレーニングします。これ
には、RDD形式でデータを提供する必要があります。次の例では、そ
れぞれ2つのnumpy配列、featureおよびlabelで構築できるBigDL
データ構造です。 ここのAPI インターフェイスは、 Sample.from_
ndarray(feature,	label)でありラベルを1からゼロに変換するために
使用されます。

 

10	 詳細については、次をご覧ください。 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110866515000341
11	 データセットは、https://grouplens.org/datasets/movielens/1m/を参照してください。

12	 RDDサンプルの具体的説明については、次をご覧ください。 https://bigdl-project.github.io/master/#APIGuide/Data/#sample

https://github.com/ririw/ririw.github.io/blob/master/assets/Recommendingmovies.ipynb
https://github.com/ririw/ririw.github.io/blob/master/assets/Recommendingmovies.ipynb
https://github.com/ririw/ririw.github.io/blob/master/assets/Recommendingmovies.ipynb
http://blog.richardweiss.org/2016/09/25/movie-embeddings.html
http://blog.richardweiss.org/2016/09/25/movie-embeddings.html
https://www.comp.nus.edu.sg/~xiangnan/papers/ncf.pdf
https://www.comp.nus.edu.sg/~xiangnan/papers/ncf.pdf
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データをランダムにシーケンス （80%） と検証（20%） に分けます。

 ■ モデルの構築

Analytics	Zooでは、Neuracf	APIを簡単に呼び出してNCFモデルを
構築できます。データに基づいてユーザーカウント、アイテムカウント、
クラス番号を指定し、必要に応じて隠れ層を追加するだけでよく、ネッ
トワークに行列分解を含めることも選択できます。 このモデルは、
BigDLオプティマイザーまたはAnalytics	Zoo内のNNClassifierに入
力できます。次の例では、BigDLオプティマイザーの使用方法を示し
ます。

 ■ モデルのコンパイル

特定のオプティマイザー、損失および評価指標に基づいてモデルをコン
パイルし、オプティマイザーは、トレーニング・セットの重み/バイアス
に対するニューラル・ネットワークの損失を最小限に抑えます。BigDL
でオプティマイザーを作成するには、少なくともmodel（ニューラル・
ネットワーク・モデル）、criteria（欠損値関数）、traing_dd（トレーニング・
データセット）、batch	sizeなどのパラメーターを指定する必要があり
ます。

高効率のオプティマイザーの作成の詳細情報については、次のプロ
グラミング・ガイドおよびオプティマイザー ・マニュアルを参照してく
ださい。 プログラミング・ガイド：https://bigdl-project.github.io/
master/#ProgrammingGuide/optimization/
オプティマイザー ： https://bigdl-project.github.io/master/ 
#APIGuide/Optimizers/Optimizer/

 
 

 ■ ログの収集

tensorboardを介して要約を見ることができます。

 ■ モデルのトレーニング

 ■ 予測

Analytics	Zooモデルは、 model.predict（val-rdd）APIを使用して、
指定されたデータを推測します。RDDの結果を返し、Predict_classを
介して予測ラベルを返します。

 

https://bigdl-project.github.io/master/#ProgrammingGuide/optimization/
https://bigdl-project.github.io/master/#ProgrammingGuide/optimization/
https://bigdl-project.github.io/master/#APIGuide/Optimizers/Optimizer/
https://bigdl-project.github.io/master/#APIGuide/Optimizers/Optimizer/
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Analytics	Zooに3つの独自のAPIを提供して、ユーザーアイテムのペ
アを予測し、ユーザーまたは指定された候補アイテムのために推薦し
ます。

 

各ユーザーに3つの項目を推薦し、RDD特性において候補アイテムを
提供します。

 

各アイテムに3人のユーザーを推薦し、RDD特性において候補アイテ
ムを提供します。

 

 ■ 評価

トレーニングおよび検証の損失グラフをプロットします。

精度をプロットします。

Wide	&	Deepネットワーク実施例

以下では、Analytics	Zooの推薦APIを使用して、ワイド線形モデルと
ディープ・ニューラル・ネットワーク、つまりWide	&	Deepネットワー
クを構築し、BigDLオプティマイザーでネットワークをトレーニングし
ます。Wide	&	Deepモデルは、メモリーの強度と一般化を組み合わせ
ており、突然の入力特徴（例えば、多数の可能な固有値を持つカテゴ
リー特徴） を含む、大規模な回帰および分類の問題に使用されること
ができます。

必要なシステム環境は次のとおりです。

•	 Python	2.7/3.5/3.6

•	 DK	8

•	 Spark	1.6.0/2.1.1/2.1.2/2.2.0（Analytics	Zooによってコンパイル
されたSparkのバージョンと一致すること）

•	 Analytics	Zoo	0.5.0

•	 Jupyter	Notebook	4.1

Analytics	Zooをダウンロードまたはインストールするには、38ペー
ジの操作ガイドをご覧ください。

 ■ 初期化

必要なライブラリーをインポートします。

 

NNコンテキストを初期化して、BigDLパフォーマンス構成を最適化す
るためのSparkContextが得られます。
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 ■ データの準備

movielens	1Mレーティング・データをダウンロードして読み取ると 
ともにディメンションを理解します。

レーティング・データをデータフレームに変換し、ユーザーデータとア
イテムデータをデータフレームに読み込みます。ラベルを1からゼロ
に変換します。

 

 

データをリンクして変換します。例えば性別は分類特徴として使用され、
職業と性別が相互特徴として使用されます。

 

 
 

Wide	&	Deepモデルは、特別なデータ特徴情報およびその特徴生成
を共有します。ここでは、職業や性別を広い基盤部分とし、年齢と性別
を広い交差部分とし、ジャンルと性別を指標とし、ユーザーIDとアイテ
ムIDを組み込むために使用しています。

 
 

データをサンプルRDDに変換すると、 BigDLのオプティマイザーで
モデルを直接トレーニングできます。 これには、 RDD（sample）形
式でデータを提供する必要があります。 1つの例は、 それぞれ2つ
のnumpy配列、 feature、 および labelで構築できるBigDLデータ
構造です。 APIインターフェイスは、 sample.from	ndarray（feature、
label）。Wide	&	Deepモデルには、2つの入力テンソルが必要です。1
つはワイドモデルのスパーステンソルで、もう1つがディープモデルの
密なテンソルです。

 

 ■ Wide	&	Deepモデルの作成

AnalyticsZooでは、 Wide	&	Deep	API を呼び出すことでWide	&	
Deepモデルを簡単に構築できます。データに基づいてモデルタイプ、
クラス番号および特性の列情報を指定するだけで済みます。また隠
れ層など、ネットワーク内の他のデフォルト・パラメーターを変更す
ることもできます。このモデルは、BigDLのオプティマイザーまたは
AnalyticsZooのNNClassifierに入力できます。次の例は、BigDLの
オプティマイザーの使用方法を示しています。
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 ■ トレーニング・モデルの作成および最適化：

完成するまでネットワークをトレーニングし、トレーニングされたモデ
ルを得ます。

 
 

 ■ 予測および推薦

Analytics	Zooモデルは、 model.predict（val-rdd）APIを使用して、
特定のデータに基づいて推論を行います。 RDDの結果を返します。
Predict_classは、予測ラベルを返します。

 

Analytics	Zooに3つの独自のAPIを提供して、ユーザーアイテムのペ
アを予測し、ユーザーまたは指定された候補アイテムのために推薦し
ます。

各ユーザーに3つの項目を推薦し、RDD特性において候補アイテムを
提供します。

 

各アイテムに3人のユーザーを推薦し、RDD特性において候補アイテ
ムを提供します。

 

 ■ 収束グラフのプロット：
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プロット精度：

ソフトウェアとハードウェア構成
の推奨事項

上記のAIに基づいた正確なマーケティング
戦略モデルの構築は、次のインテル®	アーキ
テクチャー ・ベースのプラットフォームを参
照でき、環境構成は次のとおりです。

ハードウェア構成

名 称 仕 様

プロセッサー
2チャネルインテル®	Xeon® 

プロセッサーE5-2650	v4 
またはそれ以上

基本周波数 2.20GHz

基本周波数 12/24

HT
BIOSデフォルト設定
（enabledまたはdisabledの 
いずれか）

Turbo
BIOSデフォルト設定
（enabledまたはdisabledの 
いずれか）

メモリー 384GB

ハードディスク 21TB

BIOS
工場設定、またはその後の 
アップグレード

その他のハード 
ウェア構成

10GbEネットワーク帯域幅

ソフトウェア構成

名 称 仕 様

オペレーティング・
システム

Ubuntu*	14.04	LTS

*	サポートされている最新の 
オペレーティング・システム
のバージョンについては、
https://analytics-zoo.github.
io/を参照してください。

Linuxカーネル 3.14

ワークロード

Analytics	Zoo	based	
NCF,WAD,	ALS	model	
training	&	model	
inference.

コンパイラー gcc	4.8

ライブラリー

Analytics	Zoo-	
bigdl_0.6.0-spark_2.2.0
（インテル®	MKLが含まれます）

•	 Spark	MLlib	2.2.0

フレームワーク Analytics	Zoo、BigDL

その他の 
ソフトウェア構成

•	 Hadoopディストリ 
ビューション・バージョン：
Cloudera	Distributed	
Hadoop（CDH）5.12.1

•	 Sparkバージョン：2.2

•	 Javaプラットフォーム、 
標準バージョン開発
キット （JDK	*）1.8

応用事例

中国人寿上海データセンターが
生命保険事業の再発見を実現

背	景

保険料収入が4,000億人民元以上の超大手
保険会社の傘下の一員として、中国人寿上
海データセンターは、営業マンがパーソナラ
イズされた保険カテゴリーをさまざまな顧客
に効率的に推薦することに役立て、保険業務
および保険カテゴリーの規模の継続的な拡
大によりもたらされた問題を解決するため、
高度なAI機能の構築に努めています。

以前営業マンは、個人的な経験と現在の会
社の主力商品の保険カテゴリーに基づいて
のみ顧客に推薦でき、顧客のニーズを考慮す
ることはほとんどありませんでした。これは、
顧客のニーズが真に満たされていないこと
およびキャンセルまたは脱退が生じ、会社の
売上高に損失をもたらす可能性があるとい
う2つの問題につながります。

この問題の主な原因は、保険カテゴリーを推
薦する際の営業マンにとって優れた方法論の
欠如です。特に、経験の浅い若い営業マンに
とっては、誤解を招く押し売りを生み出しやす
くなります。 したがって中国人寿上海データ
センターは、データを活用してAIベースのレ
コメンドモデルを構築し、営業マンの保険カ
テゴリーの推薦をより効率的にサポートし、
顧客満足度を向上させる予定です。

 ■ ソリューションおよび有効性
中国人寿上海データセンターの業務レコメン
ダー・システム・プラットフォームのアーキテ
クチャーは、図3-2-1に示されます。 このプ
ラットフォームは、Analytics	Zooに基づいて
構築されます。うち、ビッグデータ・プラット
フォームは、 CDH	5.10バージョンを使用し
ます。 Sqoopを介して業務システムのデー
タをHDFSにインポートし、 データ・クリー
ニングと前処理をHive/Impalaを使用して
実行します。必要に応じてデータの前処理を
PythonとScalaを使用してカスタムロジック
にて実行することもできます。次に、処理され
たデータをIMPALAまたはHIVEに保存しま
す。その後、Spark	On	Hiveを使用して、構造
化された形式でデータを読み取り、モデルの
トレーニングのためにBigDLを呼び出します。

https://analytics-zoo.github.io/
https://analytics-zoo.github.io/
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BIGDL

SPARK

データ保存

データの前処理

IMPALA

HDFS

HIVE

SQOOP

業務システム

モデルのトレーニング

 図3-2-1	 中国人寿上海データセンターの業務レ
コメンダー ・システム・プラットフォームのアーキ
テクチャー

ディープラーニングに基づいた中国人寿上
海データセンターの業務レコメンダー ・シス
テムは、主にNCFモデルを使用します。前述
のNCFモデルの紹介のように、モデルは2
つの部分に分けられ、左側が一般化行列分
解で、入力ベクトルを乗算します。右側のモ
デルは、入力のuserおよびitem特徴をつな
ぎ合わせ、マルチレイヤー変換を実行し、上
位レイヤーで2つのモデルの結果を統合し、
sigmoid法によりこれらの特徴を最終的な
ユーザー傾向値に変換する多層ニューラル・
ネットワークです。この事例では、NCFパラ
メーターを次のとおり設定します。

•	 Embeddingは、平均値が0、分散が0.01
の正規分布に初期化されます。

•	 Batch	Sizeは、2800に設定されます。

•	 チューニング方法は、Adamとなります。

モデルの出力は、各保険カテゴリーの各ユー
ザーのスコアであり、これらのスコアを逆順
にランク付けすることにより、ユーザーにス
コアの高い上位のいくつかの保険カテゴリー
を推薦します。

図3-2-2	 中国人寿上海データセンターのコメンドモデルの基本的な処理フロー

図3-2-2に示すように、レコメンドモデルの基本的な処理フローは、次のステップに分かれます。

1.	 データの前処理プロセス：HiveContextを使用して、SQLでHiveからデータを直接読み取
ります。

2.	 データは、読み取られた後、SparkのDataFrameオブジェクトとして保存されます。データ
をニューラル・ネットワークに適したものにするために、SparkのPipeLineインターフェイ
スを介してString	indexerでデータを離散的なデータにマッピングします。

3.	 （user、productWithAmnt） などのデータグループを得た後、重複排除操作を実行し、各デー
タにユーザー購入の好みの評価を追加します。例えば、購入した評価rateを1に設定します。

4.	 トレーニング・セットとテストセットを分割し、Spark	APIを介して負のデータをトレーニング・
データに追加します。

5.	 最後に、トレーニング・セットはデータ・トレーニングに使用され、テストセットがモデル・
トレーニング結果の検証に使用されます。

これらのステップは、Analytics	Zooでプラットフォームを構築し、多数の高度な分析パイプライン
APIおよび特性を活用してSpark	DataFrame、MLPipelinesなどに強力なサポートを提供する
ことで、プロセス全体のタスク効率を効果的にアップさせます。

中国人寿上海データセンターは、 ヒット率（Hit	Rate） と正規化された割引累積ゲイン
（Normalized	Distributed	Cumulative	Gain、 NDCG） の2つの主要な指標を通じて、レコメン
ダー ・システムの有効性を評価しました。この事例において図3-2-3に示すように、中国人寿上
海データセンターのレコメンダー ・システムのHit	Rateは、99.8%であり、NDCGが0.66に達
しました。この結果は、期待値を超えていたためレコメンダー ・システムに良い効果があると考
えることができます。

 
 

ヒット率とEpochの比較

Epoch

ヒ
ッ
ト
率

正
規
化
さ
れ
た
割
引
累
積
ゲ
イ
ン

正規化された割引累積ゲインとEpochの比較

Epoch

図3-2-3	 中国人寿上海データセンターのレコメンダー ・システム有効性の評価結果
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マスターカード・レコメンド・ 
サービスの最適化

 ■背景および課題
決済ソリューションの世界的なリーディン
グ ・プロバイダーとして、 マスターカード
（MasterCard*） は、 26億のクレジット
カード、 560億の年間トランザクションを
持ち、AIをプラットフォームに統合すること
で顧客により良いサービスを提供しています。
しかしその過程で、マスターカードは、次の
課題にも直面しました。

•	 デプロイに時間がかかり、既存のマスター
カード・システムで多数のディープラー
ニング・モジュールを再構築する必要が
ある。

•	 既存のETL、データ・ウェアハウス、その他
の分析関連のデータ・テクノロジーやツー
ルを活用できないなど、マスターカードそ
の他のエンタープライズ情報モジュール
との互換性が低い。

•	 異なるモジュール間でデータを頻繁にコ
ピーする必要があり、 I/Oパフォーマンス
がボトルネックになる。

これらの課題に対処するため、マスターカー
ドは、 インテルと協力してAnalytics	Zoo
「ビッグデータ分析+AI」プラットフォームを
導入し、ディープラーニング・ベースのレコ
メンド・アルゴリズムを構築しました。 最新
のリサーチと業界の実績に基づき、ソリュー
ションは、候補として推奨される2つのNCF
モデルとワイド&ディープWADモデルを選
択し、Analytics	ZooのKerasスタイルAPIも
PythonとScalaに基づいてディープラーニン
グ・モデルを構築するために使用されました。

モデルの構築が完了した後、マスターカー
ドは、 Analytic	ZooのサービスAPIを使用
して、Apache	NiFi*で構築されたエンタープ
ライズ・データ・パイプラインにディープラー
ニングおよびモデル・サービス・プロセスを
組み込ました。

Analytics	Zooで構築されたディープラー
ニング・レコメンド・アルゴリズムを検証する
ためマスターカードは、Spark機械学習およ
びAnalytics	ZooのBigDLモデルのベンチ
マーク・テストを行い、前者はSpark	MLlib
手法の交互最小二乗（Alternating	Least	
Squares、ALS）モデルを選択しました。ディー
プラーニング・モデルとALSモデル手法の
比較のブロック図を図3-2-4に示します。

 

 

	 	

	 	

	

特徴量エンジニアリング+機械学習
（MLlib） データの準備

ALSモデル

ディープラーニング：Anylatics	Zoo	
Keras

ビッグデータ・アーキテクチャー（Spark	クラスター）

ディープラーニングNCF
モデル

ディープラーニングWAD
モデル

図3-2-4	 ディープラーニング・モデルおよびALSモデルの比較

 ■ ソリューションの構成および有効性
比較ソリューションでは、マスターカードが過去3年間に特定のチャネルから収集したデータ
セットが使用されます。

•	 さまざまな適格消費者：675,000

•	 ベンチマークのターゲットショップ （オファーまたはキャンペーン）：2,000

•	 既知のトランザクション：14億（生データ53GB）

•	 消費時間：トレーニングとして12～24カ月、検証として1～2カ月

 
マスターカード・レコメンダー ・システムのディープラーニング・モデルとALSモデルの比較効
果は、主に次の4つの指標に基づいています。

1.	 ROC曲線の下の領域（ROC	AUG）

2.	 精度-リコール曲線下の領域（PR	AUC）

3.	 精度とリコール率

4.	 顧客ごとの上位20%の精度

 
検証結果から、次の表に示すように、ディープラーニング・モデルはALSモデルに比べて大幅に
改善されていることが分かります。

NCF モデル WAD モデル

ALSに比べてリコール率の改善 29%	 26%	

ALSに比べて精度の向上 18%	 21%	

ALSに比べて上位20%の精度の向上 14%	 16%	

表3-2-1	 ALSモデルと比較したディープラーニング・モデルによる改善結果
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中間のまとめ

金融業は、データおよびプロセスを重視した伝統的な産業として、長年の運用を通じて大量のデー
タを蓄積してきました。そのデータを活用することでAIの応用を通じてより多くの価値を発見し、
さまざまな業務展開を支援し、エンドユーザーにより多くのパーソナライズされたサービスを提
供し、ユーザー体験を向上させることができます。

Analytics	Zooが提供するエンドツーエンドのAIとビッグデータ分析能力、および多数のモデ
ルとAPIを利用して、金融系企業は、独自のデータリソースをもとにHadoopやSparkなどの既
存のビッグデータ・プラットフォームにおいてNCF、WADなどのディープラーニング・モデル・ベー
スのレコメンダー ・システムを迅速に構築できるため、ゼロから構築する必要がなく、これにより
金融系会社が業務レコメンダー ・システムを構築するためのコストと時間を大幅に削減できます。

中国人寿上海データセンターやマスターカードなどの事例において、ソリューションは、インテル®	
Xeon®	プロセッサー/インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサー ・ベースのハードウェア・
プラットフォームを採用しています。お客様は、将来でもより強力なパフォーマンスおよびAI分
野でより多くの最適化手法を備えた第2世代インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサーなど
のより新しいハードウェア製品を選択し、より優れたパフォーマンス、より優れたAIトレーニング/
推論能力を備えた強力なソリューションを構築することができます。
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エンパワーメントを 
推進するための 
AI 画像分析能力の高速化



	

	

	

	

	

49

実践編

AI による保険業界の画像分析の高速化

保険業界内の画像分析

保険業界のあらゆる保険カテゴリーには、画像分析に対する大きな需要があります。例えば自
動車保険の加入および保険事故には、被保険者がID、運転免許証、車両登録証を保険システム
にアップロードし、バックオフィスのスタッフが審査することが必要です。一般的に使用される証
明書と署名には、さまざま種類がありますが、すべて手作業による審査が時間と労力を要するだ
けでなく、間違いを起こしやすいものとなります。別の例として注目を集めている医療保険は、被
保険者の短期および長期の健康状態を正確に評価するため、被保険者のX線画像とCT画像を
判読できる保険引受人も求められています。

AI 能力を強化し、ユーザー体験を向上

現在顔の検出・認識、画像のセグメンテーションなど画像分析に基づいた一連のAIアプリケー
ションは、保険業界でますます広く活用されています。AI画像分析アプリケーションを保険事業
運営、リスク管理、インテリジェントな顧客サービスおよび内部統制のプロセス全体に組み込む
ことにより、リスクを効果的に捕捉し、業務プロセスを最適化し、保険業界でAIのエンパワーメン
トを実現できます。例えば前述の自動車保険および医療保険の処理は、AI画像分析とNLP技術
を使用して必要な保険金請求データを素早く絞り込み、審査情報を自動的に抽出して補償ルー
ルおよびリスク管理モデルを通じて保険金を支払い、自動的かつ、高効率に保険金請求手続き
を完了します。

この分野のAIアプリケーション・ニーズを満たすためインテルは、参考として顔検出、比較、
認識、生検などのさまざまなモジュールに対応するアルゴリズムおよびモデルを用意しています。
例えば、インテルが発表したOpenVINO™	ツールキットは、事前にトレーニングされた多数の
AIモデルを提供しており、ユーザーもゼロから開始することなく顔検出や認識などのAIアプリケー
ションを構築できます。

*	OpenVINO™	ツールキットの技術的詳細については、このガイドブックの技術編の関連紹介
をご覧ください。

顔生体を例にとると、 FeatherNet*は、 インテルが華中科技大学*と提携して顔認識不正対
策応用向けに開発した軽量の畳み込みニューラル・ネットワーク （Convolutional	Neural	
Networks、CNN） です。従来のCNNと比較すると2つの主な特長があります。 1つ目は、全体平
均プーリング （Global	Average	Pooling、GAP） をストリーミング・モデル （Streaming	Model）
に置き換えます。GAPは、多くのディープ・ニューラル・ネットワークで次元の削減と過剰適合
の防止に使用できますが、地域の重みを区別する能力がないため、顔認識シナリオの精度が低
下しがちです。またFeatherNetはGAPの代わりにDWConvレイヤーを備えたストリーミング・
モデルを追加することで、精度が大幅に向上しました。2つ目は、FeatherNetがマルチモーダル・
データの融合のための新しい融合分類器を構築しました。これは、マルチモーダル・データから
学習したモデルを結合およびカスケードしてモデルの精度13	向上を支援できます。

13	 FeatherNet技術およびパフォーマンス説明については、https://arxiv.org/pdf/1904.09290.pdfをご覧ください。

https://arxiv.org/pdf/1904.09290.pdf
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ResNet に基づいたディープラーニング手法

 ■ ResNetの紹介
現在、ディープ・ニューラル・ネットワークは、AI画像解析で最も広く
使用されているネットワーク・モデルの1つです。古典的なディープ・
ニューラル・ネットワークでは、レイヤーが多いほど、抽出できるさま
ざまなレベルの特徴が豊富になります。同時に、より深いネットワーク
は、抽出された特徴をより抽象化し、セマンティック情報をより豊かに
することができます。

ただし深度が増加し続けると、劣化（Degradation） の問題も発生し
ます。つまり精度が先に飽和状態に上昇し、深度を増加し続けますが、
精度は徐々に低下します。残差ネット （Residual	Net、ResNet） は、こ
の問題を効果的に解決できます。図4-1-1に示すように、ResNetで複
数の残差ブロック構造を形成できます。入力は、期待される出力と等
しくアイデンティティー ・マッピング関係を形成します。

 
 

　　　　　

ウェイト層

ウェイト層

同じx

x

relu

F(x)

F(x)+x

relu

図4-1-1	 ResNet残差ブロック構造

このような構造によりディープ・ニューラル・ネットワークは、精度を
維持しながらその深さを継続的に増加させることができます。 現在
ResNetは、画像認識などのAIアプリケーションのシナリオで広く使用
されています。

 ■ モデルの実現
インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたCaffe*は、RESNET50
ネットワークに最適化されたバージョンのcaffe	prototxtファイルを
提供し、次の場所にあります。

dummyデータを使用するprototxtファイルは、次の場所にあります。

 ■ インテル®	Xeon®	プロセッサー搭載 
プラットフォームでのコード実行効率を最適化

 ■ インテル®	アーキテクチャー向けに最適化された 
Caffeのインストール

インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたCaffe	1.1.6のインス
トール方法は、次のとおりです。

 
 

インテル®アーキテクチャー向けに最適化されたCaffeのpythonディ
レクトリーをPythonpath環境変数に追加します。

 ■ インテル®	アーキテクチャー向けに最適化された 
Caffeのメモリーの最適化14

デフォルトの場合において、インテル®	アーキテクチャー向けに最適化
されたCaffeは、各レイヤーに個別の出力バッファーを割り当てます。
出力バッファーは、ローカル・メモリー ・キャッシュではなく異なるメモ
リーアドレスを使用するためレイヤー転送での多くのメモリー検索が、
潜在的なキャッシュミスを引き起こす可能性があります。したがって
循環バッファー共有メカニズム、つまり事前に割り当てられたメモリー
バッファーをレイヤー間で多重化する方法を使用して、インテル®	アー
キテクチャー向けに最適化されたCaffeのキャッシュミス率を減らす
ことができます。コンパイル段階において出力バッファーの最大サイ
ズは、グラフ・トラバーサルによって識別されます。実行段階において
レイヤーの実行が完了すると、レイヤーのメモリーバッファーが解放
され、再利用のために循環キューに戻されます。

同時に複数インスタンスの実行中に、ウェイト・シェアリング・テクノロ
ジーを使用してシステムのパフォーマンスを向上させることもできます。
ウェイト・シェアリングのメカニズムは、同じNUMAノード内の複数の
プロセス間でウェイトバッファーを共有することによりプロセッサーの
L3キャッシュ（L3	Cache） とメモリー間のキャッシュヒット率を改善す
ることです。

 ■ NUMA特性を利用して 
プロセッサー ・コンピューティング・リソースの使用を制御

データセンターでは、多くのサーバーを単一システムとして動作させる
ためにNUMA技術が導入されることがよくあります。プロセッサーは、
非ローカルメモリーよりも高速に独自のローカルメモリーにアクセ
スするためです。このようなシステムで優れたコンピューティング・パ
フォーマンスを得るには、いくつかの特定の命令で制御する必要があ
ります。 numactlは、プロセスおよび共有メモリーを制御するための技
術的なメカニズムであり、Linuxシステムでコンピューティング・リソー
スを制御するために幅広く使用されている方法です。インテル®	アー
キテクチャー向けに最適化されたCaffeは、numactlコマンドを使用
して、推論の実行時の計算効率とスループットを向上させることもで
きます。

14	 技術的な説明については、次をご覧ください。 https://arxiv.org/abs/1805.08691
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具体的な使用方法を以下に示します。

実行時にプロセッサー#CPU0内の0-19および40-59コアのみを使
用し、使用されるメモリーもプロセッサー#CPU0に対応する近端メ
モリーのみを使用します。それに応じて、プロセッサー#CPU1で類似
のコマンドを実行することもできます。

さらに多くのコードを使用して並列度を大幅に向上させることは、
困難です。これらのタスクをより少ないプロセッサー ・コアで実行す
ると、効率が向上します。そのためnumactlを使用してプロセッサー ・
コアをバインドし、より多くのインスタンスを実行すると多くの場合、
より高いスループットが得られます。遅延は増加する可能性があり
ますが、通常はアプリケーションの許容範囲内です。

3D V-Net セグメンテーション・ネットワークに 
基づいたディープラーニング手法

V-Netは、3D画像データを処理して画像セグメンテーション・タスク
を完了させるためエンドツーエンドでトレーニングされた完全畳み
込みネットワークを使用します。データをスライスする代わりにネット
ワーク・モデルは、3D畳み込みネットワーク・レイヤーを使用して3次
元データを直接処理します。さらに類似度係数に基づいて、カスタマイ
ズされた目的関数を使用してネットワーク・トレーニングをガイドし、
トレーニングを最適化して速度を向上させることもできます。

 

「ダウン」畳み込み

「ダウン」畳み込み

「ダウン」畳み込み

「ダウン」畳み込み

「アップ」畳み込み

「アップ」畳み込み

「アップ」畳み込み

「アップ」畳み込み

「ダウン」畳み込み

「アップ」畳み込み

畳み込み層
2x2フィルター、ステップサイズ：2

逆畳み込み層
2x2フィルター、ステップサイズ：2

きめ細かな特徴の転送

5x5x5フィルターを使用、
ステップサイズ：1

要素の合計

非線形PReLu

図4-1-2	 V-Net畳み込みニューラル・ネットワークの略図

データサイズを128×128×64の3次元データに制限し、 Batch_
Size=1に設定して、畳み込みネットワークのメモリー負荷を推定し
ます。パラメーターが占有するメモリーを計算するときは、biasに留意
する必要があるため、データに必要なメモリー負荷は313.7864M×
4Bytes=1255.1456MB≈1.23GBです（これは前方計算プロセスの
みであり、後方計算プロセスには約2倍のメモリーが必要です）。

•	 重みに必要なメモリー負荷：77.44695M	×	4Bytes=309.7878MB	
≈	0.303GB

•	 ネットワーク・モデル全体に必要なメモリー負荷は約：1.23+0.303	
≈	1.53GB

•	 一時ストレージの量を2倍にする場合、3.06GBが必要です。

Layer(batch-size=1) Data(M) Weight(M)
Input 1.048576 0

Conv1
Conv3D11 16.77722 0.002016
Conv3D12 16.77722 0.032016
Conv3D13 16.77722 0.032016

Pool1 Conv3D 4.194304 0.004128

Conv2
Conv3D21 4.194304 0.128032
Conv3D22 4.194304 0.128032
Conv3D23 4.194304 0.128032

Pool2 Conv3D 1.048576 0.016448

Conv3
Conv3D31 1.048576 0.512064
Conv3D32 1.048576 0.512064
Conv3D33 1.048576 0.512064

Pool3 Conv3D 0.262144 0.065664

Conv4
Conv3D41 0.262144 2.048128
Conv3D42 0.262144 2.048128
Conv3D43 0.262144 2.048128

Pool4 Conv3D 0.065536 0.2624

Bottom
Conv3D51 0.065536 8.192256
Conv3D52 0.065536 8.192256
Conv3D53 0.065536 8.192256

Deconv4

Deconv3D41 0.524288 0.524544
rConv3D41 0.524288 8.192256
rConv3D42 0.524288 8.192256
rConv3D43 0.524288 8.192256
rConv3D44 0.524288 8.192256

Deconv3

Deconv3D31 2.097152 0.262272
rConv3D31 2.097152 2.048128
rConv3D32 2.097152 2.048128
rConv3D33 2.097152 2.048128
rConv3D34 2.097152 2.048128

Deconv2

Deconv3D21 11.01005 0.0656
rConv3D21 11.01005 0.512064
rConv3D22 11.01005 0.512064
rConv3D23 11.01005 0.512064
rConv3D24 11.01005 0.512064

Deconv1

Deconv3D11 33.55443 0.016416
rConv3D11 33.55443 0.128032
rConv3D12 33.55443 0.128032
rConv3D13 33.55443 0.128032
rConv3D14 33.55443 0.128032

Softmax Conv3D 2.097152 0.000066
Output 2.097152 0

合計 313.7864 77.44695
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インテル® アーキテクチャーに 
よるパフォーマンスの向上

 ■ AIの特性強化向け 
インテル®	Xeon®	スケーラブル・ 
プロセッサー
革新的なマイクロアーキテクチャーを備え
た新世代のインテル®	Xeon®	スケーラブル・
プロセッサーは、より多くのコア、より多くの
同時実行スレッドおよびより多くの高速キャッ
シュを備えています。同時に多数のハードウェ
ア拡張テクノロジー、特にインテル®	AVX-
512およびその他のテクノロジーを統合し
ます。これらの技術は、AI推論プロセスに強
力な並列計算能力を提供し、ユーザーがより
良いディープラーニング結果を取得できる
ようにします。

同時にインテル®	アーキテクチャー・ベースの
プロセッサーは、BVLC	Caffe、TensorFlow、
Apache	MXNet*など多くの一般的なAIフ
レームワークを対象として多くの最適化作
業を行いました。 BVLC	Caffe と比較して
インテル®	アーキテクチャー向けに最適化さ
れたCaffeを例にとるとインテル®	Xeon®	ス
ケーラブル・プロセッサーの利点をさらに引
き出し15、1+1>2の効果を実現します。

 ■ インテル®	アーキテクチャー向け 
に最適化されたCaffe手法および 
コード
インテル®	アーキテクチャー向けに最適化さ
れたCaffeは、レイヤー内でインテル®	MKL-
DNN	APIを呼び出して最適化された命令
セットを呼び出します。これにより、プログラ
ムの命令並列化効果が大幅に向上します。
インテル®	MKL-DNNは、 インテル®	Xeon®	
スケーラブル・プロセッサーに組み込まれ
たインテル®	AVX-512命令セットおよび第
2世代インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロ
セッサーに組み込まれたディープラーニング・
ブースト技術（VNNI命令セット） を自動的
に呼び出します。

*	第2世代インテル®	Xeon®	スケーラブル・
プロセッサーおよびVNNI命令セットの技術
的詳細については、このガイドブックの技術
編の関連紹介をご覧ください。

レイヤー ・フュージョン

BN+Scale、Conv+Sum、Conv+Relu、BN	InPlace、Sparse	Fusionなどのレイヤー・フュージョン
（Layer	Fusion）テクノロジーは、ディープラーニングのパフォーマンスを向上させるために使用さ
れることができます。レイヤー・フュージョン・テクノロジーは、インテル®	アーキテクチャー向け
に最適化されたCaffeフレームワークと融合されているため、ResNetなどの畳み込みニューラル・
ネットワークが既存のプラットフォームと同等以上のパフォーマンスでインテル®	Xeon®	スケー
ラブル・プロセッサー搭載プラットフォームで2D画像推論を実行できます。同時にVNNI命令
セットから最適化できるINT8精密推論の優れたサポートも提供し、フレームワークが提供する
calibration*などのツールは、ユーザーがニューラル・ネットワークをINT8にシームレスに切り
替えパフォーマンスを大幅に向上させるのに役立ちます。

データの一部は、BVLC	Caffeを使用する場合と比較して、インテル®	アーキテクチャー向けに最
適化されたCaffeがレイヤー・フュージョン・テクノロジーを追加しながらインテル®	Xeon®	スケー
ラブル・プロセッサーで実行され、ResNet50畳み込みニューラル・ネットワークを使用して同
じ環境を評価することを示しています。図4-1-3に示すように、同じ評価環境でAI推論を実行す
ると、単位時間の推論パフォーマンスが前者の51倍向上し、推論時間が前者の4.7%16に短縮
されます。
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図4-1-3	 インテル®アーキテクチャー向けに最適化されたCaffeがインテル®Xeon®スケーラブル・プロセッ
サーに最適化ソリューションを追加した後、推論スループットおよび推論期間パフォーマンスにおいてBLVC	

Caffeとの比較

*	インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたCaffeの技術的詳細については、このガイド
ブックの技術編の関連紹介をご覧ください。

15	 インテル®アーキテクチャー向けに最適化されたCaffe公式サイト：https://github.com/intel/caffe
16	 このデータは、『Highly	Efficient	8-bit	Low	Precision	Inference	of	Convolutional	Neural	Networks	with	IntelCaffe』文章から引用されています。 https://arxiv.org/
pdf/1805.08691.pdf、テスト構成は、次のとおりです。畳み込みモデル：ResNet50、ハードウェア：AWS	single-socket	c5.18xlarge。
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ソフトウェアとハードウェア構成の推奨事項

上記のAIに基づいた画像分析モデルの構築は、次のインテル®	アーキ
テクチャー ・ベースのプラットフォームを参照でき、環境構成は次のと
おりです。

ハードウェア構成

名 称 仕 様

ノード数 1

Socket 2

プロセッサー インテル®	Xeon®	Gold	6148プロセッサーまたは 
それ以上

基本周波数 2.40GHz

コア/スレッド 20/40

HT On

Turbo On

メモリー 12	slots/192G/2666

BIOS 1.46

ソフトウェア構成

名 称 仕 様

オペレーティング・ 
システム

Ubuntu	16.04

Linuxカーネル 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64

ワークロード Resnet50/VNet

基本周波数 Gcc	4.8.5

ディープラーニング・ 
ブースト・ライブラリー

インテル®	MKL-DNN最新バージョン

ディープラーニング・ 
フレームワーク

インテル®	アーキテクチャー向けに最適化された
Caffeリリースバージョン

17	 このデータは銀行・保険監督管理会公式サイトから引用されています。 http://bxjg.circ.gov.cn/web/site0/tab5257/info4132154.htm
18	 このデータは、メディア報道から引用されています。 http://www.chinairn.com/news/20150211/140425992.shtml

中国平安社の応用事例

背 景

医療保険は、商業保険の重要な保険カテゴリーの1つです。人々は、
重篤な病気の治療への関心度が増すにつれて保険カテゴリーの保険
料の規模、商品の種類および保険加入の範囲は徐々に拡大しています。
中国銀行・保険監督管理会の統計によると、2018年末時点で医療保
険事業の原保険の保険料収入は5448.13億人民元に達し、前年比
24.12%増加し、原保険の保険料収入全体の14.33%17を占めている
ことを示しています。
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図4-2-1	 近年の中国国内医療保険事業の割合傾向

より成熟した保険市場と比較すると、この数値には、まだ大きな改善
の余地があります。米国を例にすると商業医療保険は、保険料総額の
約40%18を占めています。このことから中国における医療保険の巨大
な市場の潜在能力も予見できます。しかし医療保険市場の急速な発
展の過程で、いくつかの未整備な事項によっても制約されています。

他の保険カテゴリーと比較して医療保険の対象は、被保険者の健康
です。保険会社は、医療保険事業の経営リスクを軽減し、補償率を管
理するために被保険者の病気と偶発的傷害の状況を正確かつ明確に
評価する必要があります。ただしこの作業の技術的な難しさおよび管
理の難しさは、他の保険カテゴリーのそれよりもはるかに複雑であり、
関連するスタッフには非常に専門的な病理学的知識および実務経験
が必要です。

医用画像は、医療機関で最も一般的に使用される診断・治療の拠り所
であるだけでなく、保険会社が被保険者の健康状態を判断するための
重要な拠り所でもあります。医用画像機器は、各病院で広く使用され
ていますが、医用画像の正確な判読は課題に直面しています。読影医
は臨床医学、医用画像などの専門知識を持っている必要があるだけで
なく、放射線学、CT、核磁気共鳴、超音波などの関連スキルに習熟して
いる必要があります。同時にさまざまな画像診断技術を使用して疾患
を判断する能力も必要です。したがって通常、経験豊富な読影医・画像
診断医のみが正確な判読能力を持っています。
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現在、先進のAI技術を使用して医用画像の判読を支援し、画像を効
果的にセグメント化およびポジショニングするだけでなく、画像を深
く分析することで肉眼では見つけにくい微妙な病理学的特徴を検出
できるため、さまざまな悪性疾患の早期発見の可能性が高まります。
したがってAIに基づいた2D/3D医用画像のトレーニングおよび推論
は、主要な医療機関が診断・治療の効率をアップするのに効果的に役
立ち、同時に保険会社が正確な健康評価を行うための効果的な手段
を提供します。

ソリューション

機械学習またはディープラーニングの概念では、トレーニングされた
AIモデルが新しいデータに適用されるプロセスが推論と呼ばれます。
医用画像の判読では、トレーニングされたモデルを使用して病理学的
特徴を推測および判断します。したがって推論効率の高さは、読影効
率に直接関連しています。

この事例において中国平安社は、前述で紹介された2D画像の分類、
検出、位置決めに優れた特長を備えたResNETおよび最先端の3D画
像セグメンテーション・モデルV-Netセグメンテーション・ネットワー
クおよびインテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたCaffeなど
のディープラーニング・フレームワークを使用して2D/3D医用画像に
対しAI推論を実施しました。

図4-2-2に示すように、中国平安社の医用画像アプリケーションの推
論プロセスは、主に4つの段階に分けられています。前処理段階にお
いてシステムは、医用画像スライス、ROI領域選択、データ強調、正規
化された入力準備などの操作を実行します。推論エンジンにおいてシ
ステムは、ResNetネットワークおよび3D	V-Netセグメンテーション・
ネットワークを使用してインテル®アーキテクチャー向けに最適化さ
れたCaffeフレームワークで実行し、入力された医用画像に対し推論
操作を実行し、処理結果が得られます。後処理段階においてシステ
ムは、要件に応じてさまざまな形態学的処理を行い予測結果をマー
ジします。最後のアプリケーション層の処理段階においてシステムは、
結果をXMLなどの方法で出力および表示できます。

前
処
理

推
論
エ
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ジ
ン

後
処
理

ア
プ
リ
ケ

ー

シ
ョ
ン
層
の
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図4-2-2	 中国平安社の医用画像のAI推論プロセス

ResNetネットワークと3D	V-Netセグメンテーション・ネットワーク
を使用して中国平安社のAIチームは、高効率のAI推論作業を展開し、
満足のいく結果を達成しました。図4-2-3に示すように、これらの先進
技術を使用して加齢黄斑変性症などの眼疾患の光干渉断層（Optical	
Coherence	tomography、OCT）画像で病変をセグメント化した後の
結果は、明らかに患者の網膜内液（黄枠で囲んだ部分）、網膜下液（赤
枠で囲んだ部分）、 および網膜下の高反射物質（紫枠で囲んだ部分）
がすべてAIアプリケーションによって明確にマークされました。以前
は経験豊富な医師にとって時間と労力がかかっていた作業でしたが、
今ではAIアプリケーションを介してわずか数秒で完了できます。

 

図4-2-3	 AIアプリケーションに基づいて実現した
OCT病変セグメンテーション結果

実験室と診療所で繰り返したトレーニングおよび推論を行うことで、
中国平安社のインテリジェントな医用画像分析は、複数のアプリケー
ション・シナリオで素晴らしい成果を得られました。例えば肺結節の検
出において、肺結節の早期発見は肺癌の死亡率を減らす良い方法です。
低線量CT検査によりリスクの高い集団をスクリーニングできるため、
リスクを早期に知ることができますが、これに必要な大規模なCT画
像もスクリーニングの効率を大幅に低下させます。AIを使用して肺結
節を検出すると、スクリーニングの効率を大幅に向上できます。2018
年初頭の肺結節分析（LUng	Nodule	Analysis、 LUNA） の評価にお
いて、中国平安社は「肺結節のインテリジェントな読影技術」 で世界
1位を獲得しただけでなく、それぞれ95.1%と96.8%の精度で「肺結
節検出」および「偽陽性スクリーニング」の世界記録19を更新しました。
一方、高効率の医用画像分析は引き受けた保険に不正行為があるか
どうかも正確に分析できるため、中国平安社の保険事業の不正対策
能力は大幅に向上しました。

19	 データは、Luna公式サイトから引用されています。 https://luna16.grand-challenge.org/Results/
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実践編

中間のまとめ

AIに基づいた画像分析は、金融機関の業務処理効率の向上、不正リスクの防止、ユーザー体験
の向上に効果的に役立ちます。CaffeやTensorFlowなどのディープラーニング・フレームワー
クを通じてこのようなアプリケーションは、保険業界のインテリジェントな引き受けプロセスで
医用画像の判読や証票処理などのシナリオにおいて広く使用されています。

これらのインテリジェント・アプリケーションにインテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサーと
インテル®	アーキテクチャー向けに最適化されたディープラーニング・フレームワークを導入す
ると、インテリジェント・アプリケーションの推論効率が効果的に向上するだけでなく、より高く
価格性能比でアプリケーションの普及能力およびデプロイ可能性の向上が可能になり、保険業
界でAIの応用を加速します。

既存の事例ソリューションでは、インテル®	Xeon®	プロセッサー/インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサー搭載プラットフォー
ムが使用されていますが、クライアントは、画像分析効果を得るためAI分野でより強力なパフォーマンスと、より多くの最適化手段
を備えた第2世代インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサーを選択するよう推奨します。
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技術編

データセンターの近代化変革のために設計
された第2世代インテル®	Xeon®	スケーラ
ブル・プロセッサーは、 前世代の製品より
25%～35%高いパフォーマンス1を提供し、
多くの新機能を備え、柔軟性とセキュリティー
を向上させ、メモリー•パフォーマンスを強
化し、クライアントがさまざまなインフラス
トラクチャー、エンタープライズ・アプリケー
ションおよび技術計算の運用効率を向上さ
せ、より強力なアジャイルサービスおよびよ
り価値のある機能をつくることで、総保有コ
スト （Total	Cost	of	Ownership、TCO） を改
善するのに役立ち、生産力を向上させます。

インテル®	Xeon®	Goldプロセッサー6200
シリーズ、特に主流なインテル®	Xeon®	Gold	
6248プロセッサー、インテル®	Xeon®	Gold	
6240プロセッサー、インテル®	Xeon®	Gold	
6230プロセッサーをインテル®	Xeon®	ス
ケーラブル・プロセッサー搭載プラットフォー
ムの主力とし、より高いメモリー速度、強化さ
れたメモリー容量および4チャネルのスケー
ラビリティーをサポートでき、パフォーマンス、
高度な信頼性およびハードウェアで強化さ
れたセキュリティー技術面において大幅に
改善します。かつ要求の厳しい主流のデータ
センター、マルチクラウド、ネットワークおよ
びストレージのワークロードは、より複雑で
多様なアプリケーションのシナリオに対応す
るために最適化されています。また、インテル®	
Xeon®	Gold	6200シリーズは初めてデュア
ルFMAチャネルをサポートし、つまり、FMA
パフォーマンスが2倍になります。

さらに第2世代インテル®	Xeon®	スケーラブ
ル・プロセッサーは、ディープラーニング・ブー
スト技術（ベクトル・ニューラル・ネットワー
ク命令VNNI） を統合し、 インテル®	AVX-
512を拡張して、プラットフォームにさらに
強力なAI機能を提供します。これにより、人
工知能およびディープラーニングの推論を
加速でき、またワークロードを最適化し、AI

アクセラレーション能力を統合したCPUアー
キテクチャーを持たせます。このアーキテク
チャーに基づいて、ほとんどの推論作業が
ワークロードまたはアプリケーション・プロ
グラムに統合されるため、ユーザーは高速化
によってもたらされるパフォーマンスおよび
より高い柔軟性の利点を得られます。データ
を中心とする時代において、マルチクラウド
とインテリジェント・エッジの間で効率的な
バリアフリー ・パフォーマンス・スイッチング
およびAI開発と応用に役に立ちます。

次世代インテル®	Xeon®スケーラブル・プ
ラットフォームの「コア」 として、 第2世代
インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッ
サーは、 インテル®	Optane™	パーシステン
ト・メモリーという新製品カテゴリーをサ
ポートします。 インテル®	Optane™	パーシ
ステント・メモリーは、 第2世代インテル®	
Xeon®	Gold/Platinumプロセッサーと組み
合わせることで、DRAMメモリーを強力に補
完してシステム・パフォーマンスを大幅に向
上し、ワークロード処理およびサービス提供
を加速できます（詳細については、『インテル®	
Optane™	パーシステント・メモリー』 を参照
してください）。

機能や特長：

•	 より高いコア当たりパフォーマンス：最大
56コア （9200シリーズ） および最大
28コア （8200シリーズ） で、コンピュー
ティング、ストレージおよびネットワーク・
アプリケーションにおいて計算集約型
ワークロードのためにより高いパフォー
マンスおよびスケーラビリティーを提供し
ています。

•	 VNNI ベースのインテル®	ディープラー
ニング・ブースト （インテル®	DL	ブース
ト）技術：CPUで人工知能推論を実行す
るパフォーマンスが向上し、前世代の製

品と比較して、パフォーマンスが最大30
倍向上し、データセンターからエッジまで
のAIのデプロイと応用を完全にサポート
します。

•	 業界をリードするメモリーおよびスト
レージのサポート、より大きなメモリー帯
域幅/容量：インテル®	Optane™	パーシ
ステント・メモリーをサポートし、従来の
DRAMと組み合わせて最大36TBのシス
テムレベルのメモリー容量をサポートで
きます。 メモリー帯域幅と容量を50%2

増加し、各チャネルが6つのメモリーチャ
ネルおよび最大4TB	DDR4メモリーをサ
ポートし、速度は最大2933MT/s（1	DPC）
です。またインテル®	Optane™	DC	SSDお
よびインテル®	QLC	3D	NAND	SSDもサ
ポートしています。データ集約型のワーク
ロードにとって画期的なメモリーおよびス
トレージメモリーの革新により、効率とパ
フォーマンスが大幅に向上できます。

•	 インテル®	インフラストラクチャー ・マネ
ジメント・テクノロジー（インテル®	IMT）：
このリソース管理フレームワークは、
インテルの複数の能力を組み合わせて、
プラットフォーム・レベルの検査、レポー
トおよび構成を効果的にサポートします。

•	 データセンター向けインテル®	セキュリ
ティー ・ライブラリー（インテル®	SecL-
DC）：このソフトウェア・ライブラリーお
よびコンポーネントは、インテルのハード
ウェア・ベースのセキュリティー機能を実
現しました。

インテル®	Xeon®	プラットフォームの革新
製品として画期的な設計に基づいた第2世
代インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッ
サーは、プラットフォーム・レイヤーから計算、
メモリー、ストレージ、ネットワークおよびセ
キュリティーなどの機能を融合し、それらを
新しいレベルに引き上げます。

1	 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/technology-provider/products-and-solutions/xeon-scalable-family/2gen-data-centric-computing-article.html
2	 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/xeon/2nd-gen-xeon-scalable-processors-brief.html

第2世代インテル® Xeon®  
スケーラブル・プロセッサー

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/technology-provider/products-and-solutions/xeon-scalable-family/2gen-data-centric-computing-article.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/docs/processors/xeon/2nd-gen-xeon-scalable-processors-brief.html
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AI アプリケーション向けの第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

*	特定のプロセッサーのみでサポート。

インテル®	Xeon®	
Goldプロセッサー
（6200シリーズ）

インテル®	Xeon®	Goldプロセッサー
（6200シリーズ） インテル®	Xeon®	

Goldプロセッサー
（8200シリーズ）

インテル® 

Xeon® Gold
プロセッサー
（9200 
シリーズ）

インテル®	Xeon®	
Gold	6230 
プロセッサー

インテル®	Xeon®	
Gold	6240 
プロセッサー

インテル®	Xeon®	
Gold	6248 
プロセッサー

一般的なパフォーマンスおよび安全性

サポートされている最大コア数 24コア 20コア 18コア 20コア 28コア 56コア

サポートされている最高周波数 4.40GHz 3.90GHz 3.90GHz 4GHz 3.80GHz

サポートされているCPUチャネル数 4チャネルまで 8チャネルまで
2チャネル

まで

インテル®	ウルトラ・パス・インターコネクト （UPI） 3 3 3 3 3 4

インテル®	UPI	Speed 10.4GT/s 10.4GT/s 10.4GT/s

インテル®	アドバンスト・ベクトル・ 
エクステンション512（インテル®	AVX-512）

2FMA 2FMA 2FMA 2FMA 2FMA 2FMA

サポートされている最大メモリー速度（DDR4） 2933MT/s 2933MT/s 2933MT/s 2933MT/s 2933MT/s 2933MT/s

1チャネル当たりのサポートされている 
最大メモリー容量*

1TB、2TB、4.5TB 1TB 1TB 1TB、2TB、4.5TB 3.0TB

16	Gb	DDR4	DIMMサポート ● ● ● ● ● ●

ベクトル・ニューラル・ネットワーク命令（VNNI） 
ベースのインテル®	ディープラーニング・ブースト 
（インテル®	DL	ブースト）

● ● ● ● ● ●

インテル®	Optane™	パーシステント・メモリー ・
モジュール・サポート*

● ● ● ● ●

インテル®	Omni-Pathアーキテクチャー 
（スタンドアロンPCIe*	カード）

● ● ● ● ● ●

インテル®	QuickAssistテクノロジー 
（チップセットに統合）

● ● ● ● ●

インテル®	QuickAssistテクノロジー 
（スタンドアロンPCIe*	カード）

● ● ● ● ● ●

インテル®	Optane™	DC	SSD ● ● ● ● ● ●

インテル®	SSDデータセンター ・ファミリー 
（3D	NAND）

● ● ● ● ● ●

PCIe	3.0	 ● ● ● ● ● ●

インテル®	QuickDataテクノロジー（CBDMA） ● ● ● ● ● ●

非透過ブリッジ （NTB） ● ● ● ● ● ●

インテル®	ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 ● ● ● ● ● ●

インテル®	ハイパースレッディング・テクノロジー 
（インテル®	HTテクノロジー）

● ● ● ● ● ●

ノード・コントローラー ・サポート ● ● ● ● ● ●

*	特定のプロセッサーのみでサポート。

第2世代インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサーの詳細情報については、次をご覧ください。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/xeon/scalable.html
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インテル® Optane™ 
パーシステント・メモリー

インテル®	Optane™	パーシステント・メモリー
は、インテルの革新的な製品となります。新し
いストレージレイヤーを作成してメモリーと
ストレージ間のパフォーマンス・ギャップを埋
めることにより従来のメモリーとストレージ
のアーキテクチャーを覆し、手ごろな価格で
大型パーシステント・メモリー ・レベルを提
供し、メモリー集約型のワークロード、仮想マ
シンの密度、高速ストレージのためにより優
れたパフォーマンスおよびより素晴らしい効
率と経済性をもたらすことができます。した
がって、クライアントがかつてないほど高速
な分析、クラウドサービス、人工知能のトレー
ニングと推論、次世代の通信サービスを通じ
てITの変革を加速するために役立つとともに
データ時代のニーズを満たします。

インテル®	Optane™	パーシステント・メモ
リーは、 コスト、 容量、 不揮発性およびパ
フォーマンスなどの特長を兼ね備え、1つの
モジュールで128/256/512GBの3つのオ
プションを提供し、DDR4メモリースロット
と互換性があります。 従来のDDR4	DRAM
メモリーと一緒に第2世代インテル®	Xeon®	
スケーラブル・プロセッサー搭載プラット
フォームに使用すると8チャネルシステム
で最大24TBの容量（1チャネル当たり最大
構成可能な容量が3TBに達するインテル®	
Optane™	パーシステント・メモリー） を低コ
ストで実現でき、これによりクライアントが
以前よりもはるかに大きいプロセッサーに
近いメモリーシステムにデータセットをロー
ドするのに役立ち、インメモリー ・データベー
ス、大規模なデータセット分析、AIの推論と
反復などの大きなメモリーに厳しく要求する
アプリケーション負荷需要を満たし、より多

くのデータ処理と分析をリアルタイムで実行
させることができます。

メモリーとストレージの特性の融合に基づい
てインテル®	Optane™	パーシステント・メモ
リーには、メモリーモードとApp	Directモー
ドの2つの異なる動作モードがあります。こ
の2つの異なる動作モードによりクライアン
トは複数のワークロードに柔軟に対応し、シ
ステム・パフォーマンスを大幅に向上できま
す。

メモリーモード：メモリーモードは、アプリ
ケーションを変更せずに大量のメモリーを
提供するのに最適です。メモリーモードでは、
CPUメモリー ・コントローラーがインテル®	
Optane™	パーシステント・メモリーをアド
レッシングできるメインメモリーとして使用
され、オペレーティング・システムがサポー
トする利用可能な揮発性メモリー容量を拡
張し、DRAMをキャッシュとして使用します。
これにより仮想化およびコンテナ技術が直
接に利益を得ることができます。 単一の物
理サーバー上の仮想マシンまたはコンテナ
の密度を低コストで向上させるか、各仮想マ
シンおよびコンテナに大きなメモリー容量
を提供できるうえ、ソフトウェアを書き換え
る必要がないからです。

App	Directモード：このモードでは、 オペ
レーティング・システムがDRAMメモリーと
インテル®	Optane™	パーシステント・メモリー
を2つの独立したメモリープールとして扱い、
インテル®	Optane™	パーシステント・メモリー
をメモリーのようにアドレッシングでき、ま
たストレージデバイスと同じデータ耐久性を
持っています。このデータ持続性によりシス
テムがメンテナンスまたは再起動中に持続
性メモリーがデータを保持することもできま
す。したがってシステムのタスクの柔軟性が
向上し、再起動時間が短縮され、これに起因
するコストが削減されます。

デュアルモード：これは、App	Directのサブ
セットに属し、事前構成を介してインテル®	
Optane™	パーシステント・メモリーをメモ
リーモードにし、残りをApp	Directモードに
することで、デュアルモードのワークロード
またはアプリケーション環境の要件を満た
します。

インテル®	Optane™	パーシステント・メモ
リーは、他のインテル®	Xeon®	スケーラブル・
プロセッサー搭載プラットフォーム製品と一
緒に発売され、第2世代インテル®	Xeon®	ス
ケーラブル・プロセッサー向けに最適化され
ています。そのユニークなアプリケーション
の利点は、発売当初から関連ソフトウェア
をチューリングするために多くの ISVパー
トナーを引き付けました。同時にインテル®	
Optane™	パーシステント・メモリーを導入
したクラウド・インフラストラクチャーおよ
びデータ分析クライアントもいます。対応す
るアプリケーションのチューニングとアプ
リケーションの実践においてこれらのパー
トナーおよびクライアントは、 インテル®	
Optane™	パーシステント・メモリーの複数の
モードでのアプリケーション価値を最初に実
感しました。

	 	 	 	 	 	

12W 12W 12W
12W

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

400

300

200

100

0

	

12W 12W
15W 15W 15W

15W 15W 15W
18W 18W 18W

18W 18W 18W

	

	

PRQの目標100%書き込み67%読み出し、
33%書き込み

100%読み出し
128GB

G
B/
s

256GB 512GB

100%書き込み67%読み出し、
33%書き込み

100%読み出し

Lo
ad
-t
o-
U
se
	L
at
en
cy
[n
S]

1	Cache	
Line

4	Cache	
Lines

帯域幅+-256B（4	Cache	Lines）
高いほど良い

帯域幅+-64B（1	Cache	Line）
高いほど良い

典型的なインテル®	Optane™ 
パーシステント・メモリー 
読み出しレイテンシー 

（低いほど良い）

G
B/
s



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

61

技術編

製品ファミリー インテル® Optane™ パーシステント・メモリー

フォームファクター パーシステント・メモリー ・モジュール （PMM）

DCPMM SKU1 128GiB 256GiB 512GiB

ユーザー容量 126.4GiB8 252.4GiB8 502.5GiB8

MOQ 4 50 4 50 4 50

MM# 999AVV 999AVW 999AVX 999AVZ 999AW1 999AW2

製品コード NMA1XXD128GPSU4 NMA1XXD128GPSUF NMA1XXD256GPSU4 NMA1XXD256GPSUF NMA1XXD512GPSU4 NMA1XXD512GPSUF

モデル文字列 NMA1XXD128GPS NMA1XXD256GPS NMA1XXD512GPS

テクノロジー インテル®	Optane™	テクノロジー

限定保証 5年

年間平均故障率（AFR） ≤	0.44

耐久性
100% 書き込み

15W 256B
292PBW 363PBW 300PBW

耐久性
100% 書き込み

15W 256B
91PBW 91PBW 75PBW

耐久性
100% 読み出し

15W 64B
6.8GB/s 6.8GB/s 5.3GB/s

耐久性
100% 書き込み

15W 256B
1.85GB/s 2.3GB/s 1.89GB/s

耐久性
100% 読み出し

15W 64B
1.7GB/s 1.75GB/s 1.4GB/s

耐久性
100% 書き込み

15W 64B
0.45GB/s 0.58GB/s 0.47GB/s

DDR 周波数 2666、2400、2133、1866MT/s

最大熱設計電力（TDP） 15W 18W

温 度
（TJMAX） ≦84°C（85°Cシャットダウン、83°Cデフォルト） のメディア温度

温 度
（周囲温度） 10W:	54°C	@	2.4m/s

温 度
（周囲温度） 12W:	49°C	@	2.4m/s

温 度
（周囲温度） 15W:	44°C	@	2.7m/s

温 度
（周囲温度） N/A 18W:	40°C	@	3.7m/s

注：1GiB = 230、GB = 109

詳細については、次をご覧ください。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/optane-dc-persistent-memory.html

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/optane-dc-persistent-memory.html
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インテル® Optane™ SSD および 
インテル® QLC 3D NAND テクノロジーが 
搭載されたインテル® SSD

インテル®	Optane™	SSDおよびインテル®	
QLC	3D	NANDテクノロジーが搭載された
インテル®	SSDは、革新的なストレージアー
キテクチャーでデータセンターに向けて未
来のため変革を加速させ、前進させるのに役
立ちます。

インテルのSSD製品ラインナップのハイエン
ドの一員としてインテル®	Optane™	SSDは、
革新的な3D	XPoint™	ストレージメディアを
使用し、一連の先進システム・メモリー ・コン
トローラー、インターフェイス・ハードウェア
およびソフトウェア技術を組み合わせて低
レイテンシーや高い安定性など多くの分野
で卓越したパフォーマンスにより、データセン
ターのストレージのボトルネックを解消し、
より大規模で手ごろなデータセットを使用
して、アプリケーション・プログラムの速度
を加速させ、 レイテンシーに敏感なワーク
ロードのトランザクション・コストを削減で
き、またデータセンターのTCOを改善します。
より包括的、より優れた、よりバランスの取
れたITインフラストラクチャー機能である
インテル®	Optane™	SSDは、間違いなくデー
タ集約型のAIモデルのトレーニングと推論
のために高い効率をもたらします。インテル®	
Optane™	SSD	DC	P4800Xを例にとると、
最大55万IOPSのランダムな読み書き能力
と、 10マイクロ秒という短い読み書きレイ
テンシーを備えており、マルチユーザー、同
時実行性の高いシナリオに対応し、 アプリ
ケーション・ソリューションにより強力なパ
フォーマンスを得るように役立ちます。同時

に1日当たりのドライブ書き込み回数（Drive	
Writes	Per	Day、 DWPD） は60回に達し、
NANDソリッドステート・ディスクを大きく
上回ります。これにより、ストレージシステム
のライフサイクルが長くなり、経済性が向上
します。

インテル®	ソリッドステート・ドライブは、
画期的で信頼性の高い3D	NANDテクノロ
ジーを使用してストレージの経済性を改善し、
従来のハードディスク・ドライブ （HDD） に
代わる価格性能比の高い代替手段を提供し、
ユーザー体験を改善し、アプリケーションお
よびサービスのパフォーマンスを向上させ
るとともにTCOを削減することができます。
ソリッドステート・ドライブの「新たなメン
バー」 としてインテル®	ソリッドステート・
ドライブD5-P4320シリーズは、インテルが
リードする64レイヤーの3D	NANDテクノロ
ジーに依存しており、QLCソリッドステート・
ドライブのシングルディスク容量を7.68TB
（TeraByte、 テラバイト）「大容量」ストレー
ジに対するデータセンターなどのインフラ
ストラクチャー ・ユーザーのニーズに効果的
に対応します。 同時にそのランダム読み出
しIOPSは、 42.7万にも達します。第2世代
インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッサー
とのマッチングによりAIトレーニングなどの
応用シナリオでの「1回書き込み、複数読み
取り」のパフォーマンス要件に特に適してい
ます。複雑で多様なワークロードのために、
高効率性、高安定性および低消費電力のス
トレージ・フレームワークを提供します。

詳細については、次をご覧ください。

•	 https://www.intel.co.jp/content/www/
jp/ja/products/memory-storage/
optane-memory/optane-memory-
h10-solid-state-storage.html

•	 https://www.intel.co.jp/content/www/
jp/ja/products/memory-storage/solid-
state-drives/data-center-ssds.html

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/solid-state-drives/data-center-ssds.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/solid-state-drives/data-center-ssds.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/memory-storage/solid-state-drives/data-center-ssds.html
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ディープ・ニューラル・ 
ネットワーク向け 

インテル® マス・カーネル・ライブラリー

ディープ・ニューラル・ネットワーク向けインテル®	マス・カーネル・ラ
イブラリー（Intel®Math	Kernel	Library	for	Deep	Neural	Networks、
インテル®	MKL-DNN）は、ディープラーニング・アプリケーション向
けのパフォーマンスを向上させるオープンソース・ライブラリーであり、
開発者がインテル®	アーキテクチャーを最大限に活用できるようサポー
トし、ディープラーニングの研究と応用を推進するために作成された
基盤ライブラリーです。（ソースコードアドレス：https://github.com/
intel/mkl-dnn）

インテル®	MKL-DNNは、 インテル®	アーキテクチャーでのディープ
ラーニング・フレームワークの実行速度を加速するように設計された
パフォーマンス強化ライブラリーです。高度にベクトル化され、スレッ
ド化されたビルディング・ブロックを含み、CおよびC++インターフェ
イスを使用したディープ・ニューラル・ネットワークの実現をサポー
トし、幅広いディープラーニング研究、開発およびアプリケーション・
エコシステムを備え、Caffe、TensorFlow、PyTorch	Apache、MXNet、
BigDL、CNTK、OpenVINO™	ツールキットなどの豊富なディープラー
ニング・ソフトウェア製品に適しています。

インテル® MKL-DNN

インテル® アーキテクチャー ・ 
ベースのプロセッサー

ディープラーニング・エコロジー

インテル®	アーキテクチャー上でのディープラーニング・モデルの実行
速度とさまざまなニューラル・ネットワークでのパフォーマンスに敏感
な他のアプリケーションの効率を効果的に向上させるためにインテル®	
MKL-DNNは、共通のビルディング・ブロックを効率的に実現するため
多くの最適化されたディープラーニング・プリミティブを提供し、さま
ざまなディープラーニング・フレームワークに適用できます。これらの
モジュールには、行列乗算および畳み込みに加えて次も含まれます。

•	 直接バッチ畳み込み

•	 内積

•	 プーリング：最大、最小、平均

•	 標準化：クロスチャネルの局所応答正規化（LRN）、バッチ正規化

•	 有効化：整流線形ユニット （ReLU）

•	 データ操作：多次元の転置（変換）、分割、マージ、合計、スケール

これらの高効率の関数モジュールは、次のような広範なディープラー
ニング・モデルに適用できます。

応用タイプ トポロジー構造

画像認識
AlexNet、VGG、GoogleNet、ResNet、
MobileNet

画像セグメンテーション FCN、SegNet、MaskRCNN、U-Net

ボリューム・セグメンテーション 3D-Unet

オブジェクト検出 SSD、Faster	R-CNN、Yolo

機械翻訳 GNMT

音声文字認識 DeepSpeech、WaveNet

敵対的生成ネットワーク DCGAN、3DGAN

強化学習 A3C

CPUでのディープラーニングのパフォーマンスを大幅に向上させる
ためにインテルは、多くのオープンソース・コミュニティーと協力して
インテル®	MKL-DNNをさまざまなディープラーニング・フレームワー
クに統合しました。例えば2016年にインテル®	MKL-DNNによって最
適化されたCaffeは、インテル®	Xeon®	プロセッサーE5-2697	v3を
利用して、元のCaffeと比較して最大10のパフォーマンス向上を達成
しました1。最適化されたResNet-50は、インテル®	Xeon®	Platinum	
9282プロセッサーで1秒当たり7736枚の画像という優れたパフォー
マンス2も実現します。

インテル®	MKL-DNNは、CPU上で実行する場合、多くのディープラー
ニング・フレームワークの基本的な構成になりました。開発者は、ディー
プラーニング・フレームワークのインストールとアプリケーションにお
いて、インテル®	MKL-DNNによってもたらされるパフォーマンスの向
上を直接得ることができます。

詳細については、次をご覧ください。

•	 https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/
articles/intel-mkl-dnn-part-1-l ibrar y-overview-and-
installation.html

•	 https://software.intel.com/zh-cn/articles/introducing-
dnnprimitives-in-intelr-mkl

1	 https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/caffe-training-on-multi-node-distributed-memory-systems-based-on-intel-xeon-processor-e5.html
2	 https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/diagrams/rwd/xeon-scalable-max-inference-rwd.png

https://github.com/intel/mkl-dnn
https://github.com/intel/mkl-dnn
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-mkl-dnn-part-1-library-overview-and-installation.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-mkl-dnn-part-1-library-overview-and-installation.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-mkl-dnn-part-1-library-overview-and-installation.html
https://software.intel.com/zh-cn/articles/introducing-dnnprimitives-in-intelr-mkl
https://software.intel.com/zh-cn/articles/introducing-dnnprimitives-in-intelr-mkl
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/caffe-training-on-multi-node-distributed-memory-systems-based-on-intel-xeon-processor-e5.html
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/diagrams/rwd/xeon-scalable-max-inference-rwd.png
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レコメンドユース 
ケース

Analytics Zoo
エンドツーエンドの統合ビッグデータ分析 +AI プラットフォーム

モデル

特徴量エンジ 
ニアリング

高レベルの 
パイプライン・ 
プラット 
フォーム

バックエンド /
ライブラリー

画像分類

画像

tfpark: Spark 上の分散式 TF Spark 上の分散式自動求解勾配付き Keras

nnframes: ディープラーニング用の 
Spark データフレームと機械学習パイプライン・ 

プラットフォーム

TensorFlow

https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo

インテル®	
MKL-DNN

OpenVINO™	
ツールキット

インテル®	Optane™	 
パーシステント・メモリー

インテル®ディープラーニング・
ブーストRay

Keras PyTorch BigDL NLP	Architect Apache	Spark Apache	Flink

分散モデルサービス
（バッチ、ストリーム、オンライン）

3D 画像 テキスト 時系列

物体検出 シーケンス間 コンバーター BERT

異常検出 テキスト分類 テキストマッチ

詳細については、次をご覧ください。

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/blogs/analytics-zoo-unifying-
analytics-ai-for-apache-spark.html

Analytics	Zooは、ビッグデータ分析と人工
知能のための統合されたオープンソース・
プラットフォームであり、ユーザーがビッグ・
データベースのエンドツーエンドのディープ
ラーニング・アプリケーションを開発しやす
くするために提供されました。

Analy tics	 Zoo は、 ユーザーが Spark、
TensorFlow、 Pytorch、 Keras、 BigDLプロ
グラムおよび将来サポートする必要のある
他のフレームワークを1つのパイプラインに
シームレスに統合するのに役立ちます。分散
トレーニングまたは推論のためにこれらの
モデルを数百または数千のノードを持つビッ
グ・データセット・クラスターに透過的に拡
張することで追加の専用インフラストラク
チャーを必要とせずに、 人工知能ソリュー
ションの開発をさらに簡素化します。

コンピューティング・パフォーマンスを向
上するためAnalytics	Zooには、 インテル®	
MKLやインテル®	MKL-DNNなどの複数の
ソフトウェア・ライブラリーが組み込まれて
います。ハードウェアに関しては、インテル®	
Xeon®	プロセッサー搭載プラットフォーム
に基づいており、第2世代インテル®	Xeon®	
スケーラブル・プロセッサーによって統合さ
れたベクターとディープラーニング命令を完
全に放出し、トレーニングと推論の速度を大
幅に向上させることができます。

データを移動せずにデータストレージと
処理パイプラインを統合インフラストラク
チャーに統合することの利点は、明らかです。
開発・デプロイの効率とスケーラビリティー
を向上させるだけでなくハードウェア管理
と開発者の新しい言語習得時間を短縮し、
開発・デプロイ効率、リソース使用率および
柔軟性を高め、コンピューティングの効率と
パフォーマンスを犠牲にすることなく総保
有コストを削減します。開発者が必要とする
のは、人工知能ソリューションを拡張する際
にAnalytics	Zooが提供する豊富な特性や
機能とさまざまな分析および人工知能ツー
ルを最大限に活用することでビッグデータ
分析と人工知能の高効率な融合およびデプ
ロイ、アプリケーションを実現することです。

Analytics	Zooプラットフォームでサポー
トされる多くのAI フレームワークの中で
BigDL は、 インテルによって開発されて
オープンソース化されています。 BigDLは、
Apache	Sparkに基づく分散型ディープラー
ニング・フレームワークであり、 クラスター
を変更することなく、既存のApache	Spark
およびHadoopクラスターでシームレスか
つ直接実行できます。BigDLに基づくと開発
者は、ScalaまたはPython言語を使用して
ディープラーニング・アプリケーション・プロ
グラムを作成でき、またスケーラビリティー
面におけるSparkクラスターの強い能力を
十分発揮してビッグデータ分析と人工知能
の融合を推進できます。過去数年にわたって
BigDLに精通し、使用してきたユーザーは、
Analytics	ZooからBigDLを直接呼び出し
てシームレスな切り替えを実現できます。

Analytics Zoo の技術特性：

•	 モデルのトレーニングとサービスのため
の使いやすい抽象化およびAPI（転移学
習サポート、 署名操作、 Sparkデータフ
レームとMLパイプライン・サポート、オン
ライン・モデル・サービスAPIなど）

•	 一般的な特徴量エンジニアリング操作
（画像、テキスト、3D画像など）

•	 組込みのディープラーニング ・モデル
（オブジェクト検出、画像分類、 テキスト
分類、提案、異常検出、テキストマッチング、
シーケンス間など）

•	 参照ユースケース （異常検出、センチメン
ト分析、不正検出、画像の類似性など）

オープンソースの 
統合ビッグデータ分析 +AI プラットフォーム
Analytics Zoo

https://github.com/intel-analytics/analytics-zoo
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/blogs/analytics-zoo-unifying-analytics-ai-for-apache-spark.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/blogs/analytics-zoo-unifying-analytics-ai-for-apache-spark.html
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インテル®	アーキテクチャー向けに最適化
されたCaffeは、 初期バージョンから当時
インテル®	MKLの最新バージョンをすでに統
合し、その時点ですでにインテル®	Xeon®	プ
ロセッサー製品に統合されていたインテル®	
AVX	2およびインテル®	AVX-512向けに
最適化されています。BVLC	Caffeと完全に
互換性があり、 BVLC	Caffeのすべての利点
が含まれ、プロセッサー最適化機能を備え、
インテル®	アーキテクチャー ・ベースのプロ
セッサーで素晴らしいパフォーマンスを示し、
マルチノード分散プログラム・トレーニング
をサポートします。

インテル®	アーキテクチャー向けに最適化
されたCaffeは、 Post-trainingの完備な量

子化スキームをサポートし、多数のCNNモ
デルに実践されています。 特に、 第2世代
インテル®	Xeon®	スケーラブル・プロセッ
サー搭載プラットフォーム （プロセッサーの
紹介セクションを参照）で、統合され、 INT8
の最適化をサポートするインテル®	ディープ
ラーニング・ブースト技術（VNNI命令セッ
ト） を利用することで、予測の精度に影響を
与えることなく、 INT8を使用する場合の複
数のディープラーニング・モデルの推論速度
は、FP32を使用する場合の2～4倍（下図を
参照）1に加速できるため、ユーザーのディー
プラーニング・アプリケーションの作業効率
が大幅に向上できます。

詳細については、次をご覧ください。

•	 https://software.intel.com/content/www/
us/en/develop/articles/caffe-optimized-
for-intel-architecture-applying-modern-
code-techniques.html

•	 https://software.intel.com/content/
www/us/en/develop/videos/what-is-
intel-optimization-for-caffe.html

インテル® アーキテクチャー向けに 
最適化された Caffe

1	 構成情報については、次をご覧ください。 https://www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/server/xeon-scalable/xeon-scalable-artificial-intelligence.html

	
	 	

	
	 	

	 	

3.7x 3.9x 4.0x 3.9x3.0x

2.1x 1.8x 2.3x 1.9x1.8x

最適化されたディープラーニング・フレームワークおよびツールキット
インテル®	ディープラーニング・ブースト技術によるResNet-50のゲイン

第2世代インテル®	Xeon®	Platinum	8280プロセッサーvsインテル®	Xeon®	Platinum	8180プロセッサー

インテル®	Xeon®
スケーラブル・ 
プロセッサー

第2世代インテル®	
Xeon®スケーラブル・ 

プロセッサー

FP32
INT8	W/

インテル®	DL	 
ブースト

INT8
INT8	W/

インテル®	DL	 
ブースト

https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/caffe-optimized-for-intel-architecture-applying-modern-code-techniques.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/caffe-optimized-for-intel-architecture-applying-modern-code-techniques.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/caffe-optimized-for-intel-architecture-applying-modern-code-techniques.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/caffe-optimized-for-intel-architecture-applying-modern-code-techniques.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/videos/what-is-intel-optimization-for-caffe.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/videos/what-is-intel-optimization-for-caffe.html
https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/videos/what-is-intel-optimization-for-caffe.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/server/xeon-scalable/xeon-scalable-artificial-intelligence.html
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インテル®	アーキテクチャー向けに最適
化されたTensorFlowは、 CPUでディープ
ラーニング・モデルを実行することで直面
するパフォーマンスの課題に対応するため
にインテルが打ち出した最適化されたバー
ジョンで、ディープラーニング・ワークロード
がすべての状況でインテル®	MKL-DNN基本
コンピューティング・ユニットで効率的に実
行できるようにします。

パフォーマンスを大幅に向上するために、
インテルは引き続き他の措置でTensorFlow
を最適化します。

計算グラフの最適化

インテルは、CPU上で実行するときにデフォ
ルトのTensorFlow操作をインテル最適化
バージョンに置き換えるために多数の計
算グラフ最適化チャネルを打ち出し、 ユー
ザーが既存のPythonプログラムを実行し、
ニューラル・ネットワーク・モデルを変更せ
ずにパフォーマンスを向上できるようにしま
した。同時に不必要で高価なデータレイア
ウト変換を排除し、複数の操作を融合するこ
とでキャッシュがCPUで効率的に再利用さ
れるようにし、高速逆伝播をサポートする中

間状態を処理します。

これらの計算グラフの最適化措置は、
TensorFlowプログラマーに追加の負担
をかけることなく、パフォーマンスをさらに
向上させます。 またデータレイアウトの最
適化は、重要なパフォーマンス最適化措置
です。 以前は、 TensorFlowのネイティブ形
式から内部形式にデータレイアウト変換操
作を挿入し、 CPUで操作し、 操作の出力を
TensorFlow形式に変換すると変換による
パフォーマンス・オーバーヘッドが発生し
ていました。現在インテル®	MKL最適化操
作を使用してサブグラフを完全に実行する
ことでサブグラフ操作変更を排除できます。
自動的に挿入された変換ノードは、サブグ
ラフ境界でデータレイアウト変換を実行
でき、別の重要な最適化であるフュージョン・
チャネルを通じて複数の操作を効率的に実
行する単一のインテル®	MKL操作に自動的
にマージします。

その他の最適化

複数のディープラーニング・モデルで最高の
CPUパフォーマンス実現を確保するために、
インテルは多くの TensorFlow フレーム

ワーク・コンポーネントを調整しました。例え
ばTensorFlowの既製のメモリー ・プール・
アロケーターを使用してカスタムメモリー ・
プール ・アロケータを開発し、 インテル®	
MKLと同じメモリープール （インテル®	MKL	
imalloc機能を使用）を共有するよう確保し、
早めにメモリーをオペレーティング・システ
ムに返す必要がなく、高価なページの欠落や
ページのクリーニングを防止します。さらに
複数のスレッド・ライブラリー（TensorFlow
で使用されるpthreadおよびインテル®	MKL
で使用されるOpenMP） のページは、 CPU
リソースの競合を回避し、リソースの包括的
な利用を改善するために共存できるように
深く最適化されています。

詳細については、次をご覧ください。

•	 https://www.intel.ai/tensorflow/

•	 https://www.intel.com/content/www/us/
en/artificial-intelligence/posts/improving-
tensorflow-inference-performance-on-
intel-xeon-processors.html

インテル® アーキテクチャー向けに 
最適化された TensorFlow

1	 システム構成：インテル®Xeon®Platinum	8180プロセッサー@2.50GHz、OS：CentOS	Linux	7（Core）、TensorFlowソースコード：https://github.com/tensorflow/
tensorflow、TensorFlowバージョン番号：355cc566efd2d86fe71fa9d755ceabe546d577a
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レイテンシーの結果（インテル® MKL-DNN/Eigen ライブラリー） — 低いほど良い

Inception	V3

インテル®	MKL-DNNベースのTensorFlowレイテンシー ・パフォーマンス1

Resnet50 NCF Tansformer-LT Mask	R-CNN SSD-Mobilenet

https://www.intel.ai/tensorflow/
https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/posts/improving-tensorflow-inference-performance-on-intel-xeon-processors.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/posts/improving-tensorflow-inference-performance-on-intel-xeon-processors.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/posts/improving-tensorflow-inference-performance-on-intel-xeon-processors.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/posts/improving-tensorflow-inference-performance-on-intel-xeon-processors.html
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インテル®	アーキテクチャー向けに最適化
されたPythonディストリビューションは、
インテルが開発した強力なソフトウェア開
発ツールキットであり、Pythonネイティブ拡
張の作成に必要なCおよびFortranコンパ
イラー、数学ライブラリーおよびアナライザー
などを含むすべてを提供し、 かつNumPy、
SciPy、 Scikit-learn、 Pandas、 Jupyter、
matplotlib、 mpi4pyなどの複数の高性能
データ分析および数学ライブラリーを統合
しました。

Python向けインテル®	ディストリビュー
ションは、 インテル®	Parallel	Studio	XEの
重要なツールセットの1つであり、多くの特
性および高効率を持っています。

•	 すぐに使えるuMath、 NumPy、 SciPy、
Scikit-learnなどのツールの提供を通じて、
デジタル、科学、データ分析、機械学習な
どの計算集約型アプリケーションを高速
化します。

•	 インテル®	パフォーマンス・ライブラリー
（インテル®	MKLなど）、 インテル®	AVX-
512およびマルチスレッド命令などの
組込み最新ベクトル化命令、 Numbaお
よびCythonを統合しマルチスレッド ・
ビルディング・ブロック・ライブラリー ・

インテル®	TBBに合成可能な並列処理を
使用してPythonのマルチコア・プロセッ
サー ・ベースの並列アプリケーション機能
のロックを解除することでインテル®	アー
キテクチャー ・ベースのプラットフォーム
でPythonプログラム実行のパフォーマン
スを向上させてコードを変更することなく
良好なシステムの互換性を確保します。

•	 Python2.7、 Python3.6および最新世代
のインテル®	アーキテクチャー ・ベースの
プロセッサーをサポートし、サポート・ベ
クター ・マシン （SVM） やK-means予測、
ランダムフォレスト、 XGBoostアルゴリ
ズムなどの最適化されたTensorFlow、
Caffeなどディープラーニング・ライブラ
リーおよび機械学習ライブラリーを提供
し、科学計算や機械学習などのワークロー
ド向けの生産準備の整ったアルゴリズム
の構築と拡張を容易にします。

Python向けインテル®	ディストリビュー
ションの効率を他のオープンソースPython
内のScikit-learnツールキット （数値計算、
科学計算および機械学習で広く使用されて
いるツールキット） と比較してベンチマーク
を行い、インテル®	アーキテクチャー向けに
最適化されたPythonメトリックスの大幅な

改善（下図を参照、効率が高いほど、関数が
高速になり、C言語の速度に近づきます） を
示しPython向けインテル®	ディストリビュー
ションK-meansクラスタリング、線形回帰な
どのアルゴリズムの効率がインテル®	データ・
アナリティクス・アクセラレーション・ライブ
ラリー（Intel®	Data	Analytics	Acceleration	
Library、インテル®	DAAL） のC言語効率の
90%に達することができます。

簡単にデプロイ可能、使いやすさもPython
向けインテル®	ディストリビューションの大
きな特長です。 Condaパッケージ・マネー
ジャーおよびAnacondaクラウドを使用し
てユーザーは、単一コマンドを実行するだけ
でコアPython環境をインストールできます。

•	 conda	install	intelpython3	-c	intel

さらに Python向けインテル®	ディストリ
ビューションはビルド済みのバイナリーファ
イルであり、pip、Docker	images、YUMおよ
びAPT	reposなどのさまざまなチャネルか
らも利用できます。

詳細については、次をご覧ください。

https : / /sof tware . inte l .com/en-us/
distribution-for-python

インテル® アーキテクチャー向けに 
最適化された Python ディストリビューション

インテルの最適化によりscikit-learnパッケージの効率が向上され、インテル®	Xeon®プロセッサーで実行されるネイティブコードの速度に近づけます

インテル®	
DAAL 

ライブラリーを
使用した 
ネイティブ
コードと
比較した

パフォーマンス
と効率のテスト
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OpenVINO™ ツールキット

OpenVINO™	ツールキットは、 インテルが
発売し、高性能のコンピューター ・ビジョン
処理とアプリケーションを高速化するため
の、ディープラーニングの推論およびデプロ
イを高速化するソフトウェア・ツールキット
です。このツールは、異種実行を可能にし、
WindowsおよびLinuxシステム、 Python/
C++言語をサポートし、スマートカメラ、ビ
デオ監視、ロボットからインテリジェント輸
送、インテリジェント医療などの分野にコン
ピューター ・ビジョン技術のより深い応用を
効果的に推進できます。

このツールキットは、 コンピューター ・
ビジョン・ソリューションのパフォーマンス
を向上させ開発時間を短縮し、インテルが提
供する豊富なハードウェア・オプションから
効果を得るルートを簡素化します。このオプ
ションは、パフォーマンスの向上、消費電力
の低下、ハードウェアの使用率の最大化が可
能になり、ユーザーに少ないリソースで高い
収益を得させ、新製品の設計のためにパーソ
ナライズされたスペースを提供できるように
なります。

ディープ畳み込みニューラル・ネットワーク
（CNN） に基づいてインテル®	ハードウェ
ア （アクセラレーターを含む）のワークロー
ドを拡張し、 OpenVINO™	ツールキットが
インテル®	アーキテクチャー・ベースのプロ
セッサー統合グラフィックス （Integrated	
GPU）、 FPGA、インテル®	Movidius™	VPUな
どのチップに依存してビジョンシステムの機
能とパフォーマンスを強化することができ
ます。OpenVINO™	ツールキットの最新リリー
スバージョンは、すでに第2世代インテル®	
Xeon®	スケーラブル・プロセッサーをサポー
トでき、インテル®	AVX-512およびVNNIを
搭載したインテル®	ディープラーニング・ブー
スト （インテル®	DL	ブースト）技術により推
論パフォーマンスを向上させ、ソフトウェア
を変更することなくハードウェア製品のアッ
プグレードおよびアルゴリズムの移行を迅速
に完了することができるため、高性能なコン
ピューター・ビジョンとディープラーニング・
アプリケーション開発をエッジ側で迅速に実
現できます。

•	 インテル®	アーキテクチャーでコンピューター・ビジョン関連のディープラーニング・パフォーマン
スを19倍以上向上させます1。

•	 CNNベースのネットワークのエッジデバイスでパフォーマンスのボトルネックを解消します。

•	 OpenCV*	およびOpenXVビジョン・ライブラリー用の従来のAPIの高速化および最適化を
実現します。

•	 共通のAPIインターフェイスに基づいて、CPU、GPU、FPGAなどのデバイスで実行します。

•	 インテル®	プラットフォームに基づいて最適化されたOpenVINO™	ツールキットには、主に
ディープラーニング・デプロイ・ツールキットおよび従来のコンピューター ・ビジョン・ツール
キットという2つの部分が含まれています。ディープラーニング・デプロイ・ツールには、モデル・
オプティマイザー（Model	Optimizer） と推論エンジン （Inference	Engine） の2つのコア・
コンポーネントが含まれています。

•	 モデル ・オプティマイザー（Model	Optimizer）：指定されたモデルを標準の中間表現
（Intermediate	Representation、 IR） に変換し、モデルを最適化してONNX、 TensorFlow、
Caffe、MXNet、Kaldi*などのディープラーニング・フレームワークをサポートします。

•	 推論エンジン （Inference	Engine）：ハードウェア命令セットレベルのディープラーニング・
モデルの実行高速化をサポートします。サポートされているハードウェア・デバイス：CPU、
GPU、FPGA、VPU。

 

 
 

OpenVINOTM ツールキットの内容
インテル® ディープラーニング・デプロイ・ 

ツールキット

モデル・オプティマイ
ザーの変換と最適化

CPU GPU FPGA VPU

インテル ® プロセッサーおよびコア・ディスプレイを備えた 
プロセッサー ・ベースの従来のコンピューター ・ビジョン： 
計算上最適化されたコンピューター ・ビジョン・ライブラリー
•		OpenCV

インテル®	メディア	SDK
（オープンソース版）

•			FPGAランタイム環境 
（インテル®	FPGA	SDK	for	OpenCL™）

•			ビットストリーム

•		OpenVX*

•		OpenVX
•			インテル®	統合グラフィックス・ 
ドライバーおよびランタイム環境

•			インテル®	FPGAディープ 
ラーニング・アクセラレー 
ション・スイート （DLAS）

プロセッサー ・グラフィックス・パフォーマンスの向上に役立ちます： 
Linux のみ

FPGA の Linux にのみ適用

推論エンジンにより推
論を最適化

IR= 中間表現形式IR

コンポーネント・ツール

コンピューター ・ビジョンとディープラーニングの推論の高速化をサポートする 
クロス・プラットフォーム・ツールを提供

同時に、従来のOpenCV画像処理ライブラリーについても命令セットの最適化を行い、パフォー
マンスおよび速度が大幅に向上しています。コンピューター・ビジョン・ツールには、以下が含ま
れます。

•	 OpenCV（バージョン3.3）：プリコンパイル済みOpenCVおよび顔検出/認識、まばたき検出、
笑顔検出などの機能を備えた、インテル®	CPUに最適化された新しいビジョン・ライブラリー
（Intel	Photography	Vision	Library）。

•	 OpenVX：グラフィックスをベースとしたOpenVXの実現は、従来のCV操作とCNNプリミ
ティブをサポートし、Khronos	OpenVXニューラル・ネットワーク拡張1.2をサポートします。

1	 https://software.intel.com/en-us/articles/a-guide-for-setting-up-docker-based-openvino-development-environment-with-ubuntu-system
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•	 その他：インテル®	メディア	SDKおよびインテル®	SDK	OpenCL*	アプリケーション・プログ
ラムと連携するコンピューター ・ビジョンSDKを簡素化するためのOpenCL	ドライバーとラン
タイム・ライブラリーおよびメディアドライバーが含まれます。インテル®	MKL-DNN、CLDNN
が含まれ、個別のダウンロードは不要です。

また複数のアプリケーションでコンピューター ・ビジョンおよびディープラーニングを迅速か
つ効率的に実現するように設計されたツールキットとして、インテル®	プラットフォームに基
づいて最適化されたOpenVINO™	ツールキットは、現在Caffe、TensorFlowおよびMXNet
モデル用に事前変換されたMOファイルを提供し、例えばVGG-16、VGG-19、Squeezenet、
Resnet、Inception、CaffeNet、SSD、Faster-RCNN、FCN8などにも20個以上の事前トレー
ニング済みモデルがあります。ソフトウェア開発者およびデータ・サイエンティストは、これら
のツールを使用してパーソナライズされたディープラーニング・アプリケーションを迅速に実
現でき、OpenCVとOpenVXの基盤ライブラリーを使用して特定のアルゴリズムを作成して、
カスタムおよび革新的なアプリケーションを開発することができます。

OpenVINO™	ツールキットは、インテル®	プラットフォームでビジョンを実現し、多くのユーザー
がコンピューター ・ビジョン・アプリケーション・プログラムを簡単に開発および迅速にデプロ
イするのに役立ち、さまざまなディープラーニング応用シナリオで人工知能ソリューションの大
きな潜在力を実証します。

詳細については、次をご覧ください。

https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit

https://software.intel.com/en-us/openvino-toolkit
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ガイドブックで使用されている専門用語集

英語略語 英名 和名

ALS Alternating	Least	Squares 交互最小二乗

API Application	Programming	Interface アプリケーション・プログラミング・インターフェイス

CART Classification	and	Regression	Tree 分類回帰ツリー

CNN Convolutional	Neural	Networks 畳み込みニューラル・ネットワーク

Data Mart	Data	Mart データマート

DDR	SDRAM Double	Data	Rate	Synchronous	Dynamic	Random-Access	Memory ダブル・データ・レート同期式ダイナミック・ランダム・ 
アクセス・メモリー

Decision	Tree Decision	Tree 決定木

DL Deep	Learning ディープラーニング

DMLC Distributed	Machine	Learning	Community 分散型機械学習コミュニティー

GBDT Gradient	Boosting	Decision	Tree 勾配ブースティング決定木

GMF Generalized	Matrix	Factorization 一般化（広範な）行列分解

GRU Gated	Recurrent	Unit ゲート付き回帰型ユニット

HDFS Hadoop	Distributed	File	System	Hadoop 分散ファイルシステム

HMM Hidden	Markov	Model 隠れマルコフモデル

IAaas Intelligent	Analysais	as	a	service サービス・プラットフォームとしてのインテリジェント分析

Imbalance	Ratio Imbalance	ratio インバランス性

Intel	DAAL Intel	Data	Analytics	Acceleration	Library インテル®	データ・アナリティクス・アクセラレーション・ 
ライブラリー

Layer	Fusion Layer	Fusion レイヤー ・フュージョン

LF Logistic	Regression ロジスティック回帰

LR Logistic	Regression ロジスティック回帰

LSTM Long	Short-Term	Memory 長・短期記憶

LTV Long	Time	Variable

MF Matrix	Factorization 行列分解

MKL Math	Kernel	Library マス・カーネル・ライブラリー

MKL-DNN Math	Kernel	Library	for	Deep	Neural	Networks ディープ・ニューラル・ネットワーク向けマス・カーネル・ 
ライブラリー

ML Machine	Learning 機械学習

MLP Multi-Layer	Perception 多層ニューラル・ネットワーク

NBM Naive	Bayesian	Model 単純ベイズモデル

NCF Neural	Collaborative	Filtering ニューラル協調フィルタリング

NLP Natural	Language	Processing 自然言語処理

NNs Neural	Networks ニューラル・ネットワーク

NUMA Non-	Uniform	Memory	Access	Architecture 不均一メモリー ・アクセス・アーキテクチャー

One-Hot One-Hot ワンホット

POJO Plain	Ordinary	Java	Object 普通のJavaオブジェクト

PR Precision	–	Recall 精度・リコール

RDD Resilient	Distributed	Datasets 弾性分散データセット

ResNet Residual	Net 残差ネット

RF Random	Forest ランダムフォレスト

RNN Recurrent	Neural	Network 再帰型ニューラル・ネットワーク

RS Recommender	System レコメンダー ・システム

SQL Structured	Query	Language 構造化照会言語

Streaming	Model Streaming	Model ストリーミング・モデル

SVM Support	Vector	Machine サポート・ベクター ・マシン

WAD Wide	and	Deep ワイド&ディープ

XGBoost eXtreme	Gradient	Boosting 極端な勾配ブースティング
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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、http://www.intel.com/benchmarks/（英語） を参照してください。

テストでは、特定のシステムでの個々のテストにおけるコンポーネントの性能を文書化しています。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。

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。絶対的なセキュリティーを提供できるコンポーネント
または製品はありません。詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/を
参照してください。

最適化に関する注意事項：インテル®	コンパイラーでは、インテル®	マイクロプロセッサーに限定されない最適化に関して、他社製マイ
クロプロセッサー用に同等の最適化を行えないことがあります。これには、インテル®	ストリーミングSIMD拡張命令2、インテル®	スト
リーミングSIMD拡張命令3、インテル®	ストリーミングSIMD拡張命令3補足命令などの最適化が該当します。インテルは、他社製マ
イクロプロセッサーに関して、いかなる最適化の利用、機能、または効果も保証いたしません。本製品のマイクロプロセッサー依存の
最適化は、インテル®	マイクロプロセッサーでの使用を前提としています。インテル®	マイクロアーキテクチャーに限定されない最適化
のなかにも、インテル®	マイクロプロセッサー用のものがあります。この注意事項で言及した命令セットの詳細については、該当する製
品のユーザー ・リファレンス・ガイドを参照してください。

注意事項の改訂#20110804

絶対的なセキュリティーを提供できるコンポーネントまたは製品はありません。

記載されているコスト削減シナリオは、指定の状況と構成で、特定のインテル®	プロセッサー搭載製品が今後のコストに及ぼす影響
と、その製品によって実現される可能性のあるコスト削減の例を示すことを目的としています。状況はさまざまであると考えられます。
インテルは、いかなるコストもコスト削減も保証いたしません。

インテルは、サードパーティーのデータについて管理や監査を行っていません。原典を確認し、ほかの情報も参考にして、参照している
データが正確かどうかを確認してください。

http://www.intel.com/benchmarks/
http://www.intel.com/benchmarks/
http://www.intel.co.jp/
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