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エンドツーエンド （E2E） の人工知能 （AI） パイプラインは、 特定のデータセットとモダリティーで問題を解決
する 1 つ以上のマシンラーニング （ML)/ ディープラーニング （DL） モデルと、 複数の前処理および後処理 
ステージで構成されています。 DL/ML モデルのトレーニングと推論、 最適化されたデータ取り込み、 特徴 
エンジニアリング、 メディアコーデック、 トークン化などとともに、 ML、 自然言語処理 （NLP）、 推薦システム、 
ビデオ解析、 異常検知、 顔認識を行うさまざまな最新の AI パイプラインに包括的な最適化アプローチを 
適用し、 E2E パフォーマンスを向上させます。 対象パイプラインすべて （ほとんどは推論ベース） にわたる 
結果から、 最適な E2E スループットを得るには、 すべてのフェーズを最適化する必要があることが分かります。 
大容量メモリー、 AI アクセラレーション （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 ) （英語）
など）、 汎用コードの実行に対応しているインテル® Xeon® プロセッサーは、これらのパイプラインに適しています。

Meena Arunachalam インテル コーポレーション AI & アナリティクス ・ グループ 主席エンジニア
Vrushabh Sanghavi、 Niroop Ammbashankar、 および Fahim Mohammad 同シニア ・ ディープラーニング ・ 
ソフトウェア ・ エンジニア
Yi A Yao、 Yi A Zhou、 Lifeng A Wang、 Zongru Wen、 および Ning W Wang 同 AI フレームワーク ・ エンジニア

インテル® Xeon® プロセッサーにおける AI パイプラインの 
最適化アプローチ

エンドツーエンドの  
AI パイプラインの最適化

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://www.intel.com/content/www/us/en/artificial-intelligence/deep-learning-boost.html
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最適化の内容は、 （1） アプリケーション、 フレームワーク、 およびライブラリー ・ ソフトウェア、 （2） モデルのハイ
パーパラメーター、 （3） モデルの最適化、 （4） システムレベルのチューニング、 および （5） ワークロードの分割、 
に分けることができます。 インテル® Neural Compressor （英語） などのツールは、 量子化、 蒸留、 プルーニング、
そしてインテル® DL ブーストやインテル® Xeon® プロセッサーに搭載されているほかの AI アクセラレーションを利
用できるようにします。 これにより、さまざまな E2E パイプラインで 1.8 ～ 81.7 倍のスピードアップを実現します。
さらに、 1 つまたは非常に限られた数の並列ストリームしかホストできないメモリー制限のあるアクセラレーター
と比較して、 インテル® Xeon® プロセッサーの高いコア数とメモリー容量により、 これらのパイプラインの複数の
並列ストリームまたはインスタンスをホストできます。 多くの場合、 ワークロードを CPU に統合可能であり、 TCO 
と消費電力の面でもメリットがあります。

E2E AI アプリケーション
インテルでは、 多くの E2E AI ユースケースとワークロードを紹介しています。 それぞれが独自の前処理 / 後処理
ステージを含み、 ビデオ、 画像、 表、 テキスト、 その他のデータタイプに対して、 異なる ML/DL アプローチを
使用して実装されています （表 1）。

ワークロード アプリケーション名 モデル 前処理 / 後処理ステージ データセット

ML

米国国勢調査 リッジ回帰
データフレームへのデータのロード、 
列の削除、 行の削除、 演算処理、 
型変換、 トレーニング / テスト分割

IPUM の米国国勢調査のデータ

PLAsTiCC 勾配ブースティング木
データのロード、 列の削除、 グループ別集計、
演算処理、 型変換、 トレーニング / テスト分割

LSST シミュレーション ・ データ

産業用 IoT における
予測分析

ランダムフォレスト 
分類器

データフレームへのデータのロード、 不要な
列の削除、 トレーニング / テスト分割

Bosch* 製造ライン

NLP
文書レベルの 

感情分析
BERT-Large

データのロード、 トークナイザーの初期化、
データエンコード、 モデルのロード

IMDb

SST-2

推奨システム
E2E 深層心理進化

ネットワーク
DIEN

データの取り込み、ラベル・エンコーディング、
履歴シーケンスの取得、 ネガティブ ・ 

サンプリング、 データ分割、 モデルのロード
Amazon Books

ビデオ解析 ビデオ ・ストリーマー SSD Resnet-34
ビデオデコード、 画像の正規化とリサイズ、

境界ボックスとラベル、 データのアップロード
モールのビデオ

異常検出 異常検出 ResNet50v1.5
データのロード、 画像のリサイズ、 画像変換、

特徴再構成誤差の評価
MVTec AD

顔認識 顔の検出と認識
SSD MobileNet、

Resnet50v1.5
ビデオのロード、 フレーム分割、 リサイズ、

出力の生成
サッカーの祝賀会

表 1. E2E AI アプリケーション

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/neural-compressor.html
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E2E AI アプリケーションは、 通常、 大きく分けて前処理 / 後処理と AI の 2 つの処理を行います。 図 1 は、
E2E の総実行時間に占めるそれぞれの処理の割合を示しています。 前処理 / 後処理は 4 ～ 98% で、 AI は  
2～ 96% です。

 
米国国勢調査
Census （米国国勢調査） ワークロードは、 1970 年から 2010 年までの米国国勢調査のデータを用いて、 
リッジ回帰モデルをトレーニングし、 個人の教育水準と所得の相関を予測します （図 2）。 ML に先立ち、 データ
を取り込み、 データフレーム操作を行い、 モデルのトレーニング用の入力を準備し、 特徴セットとそれに続く出力 
セットを作成します1。

図 1. 前処理 / 後処理と AI の時間 （%)

図 2. 米国国勢調査アプリケーションのパイプライン

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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PLAsTiCC
PLAsTiCC は、 シミュレーションされた天文時系列データを使用して、 明るさの異なる天体を分類するオープン ・
データ・チャレンジです （図 3）。 パイプラインは、 データを読み込み、 データフレームの操作、 変換、 処理を行い、
XGBoost ライブラリーのヒストグラム ・ ツリー法を使用して分類器のトレーニングとモデルの推論を行います。

 
産業用 IoT における予測分析
これは産業用 IoT における E2E 教師なし学習のユースケースで、 製造時の内部不良を予測することで、 
生産ラインの品質とパフォーマンスの維持に貢献します （図 4）。 ワークフローは、 CSV ファイルから計測値
を読み込み、 必要な特徴量のみを含むようにクリーニングします。 このステップでは、 高度に最適化された 
インテル® ディストリビューションの Modin （英語）2 が使用されます。 モデルの生成には、 scikit-learn* 向け 
インテル® エクステンション （英語）3 が使用されます。

図 3. PLAsTiCC アプリケーションのパイプライン

図 4. 産業用 IoT における予測分析のパイプライン

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/modin-project/modin
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/scikit-learn.html#gs.tlqs2s
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/scikit-learn.html#gs.tlqs2s
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文書レベルの感情分析 （DLSA)
図 5 に示す DLSA ワークフローは、 Hugging Face 変換 API を使用して構築された、 文書レベルの感情分析を
実行するリファレンス NLP パイプラインです。 これは、 大規模な英語テキストコーパスで事前トレーニング済みの 
BERT-LARGE （大文字小文字を区別しない） のような言語モデルを使用します。

 
E2E 深層心理進化ネットワーク （DIEN） 推奨システム
図 6 に示す DIEN ワークフローは、 ユーザーのクリック確率を大規模に推定する推薦推論パイプラインです。

図 5. 文書レベルの感情分析のパイプライン

図 6. E2E DIEN 推奨システムのパイプライン

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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ビデオ ・ストリーマー
ビデオ ・ストリーマー ・ パイプライン （図 7） は、 リアルタイム ・ ビデオ解析を模倣して設計されています。 リアル
タイム ・ データは、 シングルショットのオブジェクト検出を実行する推論エンドポイントに提供されます。 推論中に 
作成されたメタデータは、データベースにアップロードされ、キュレーションされます。 パイプラインは GStreamer、
TensorFlow*、 OpenCV* をベースに構築されています。 入力ビデオは、 GStreamer によってフレーム単位で画像
にデコードされます。 その後、 GStreamer のバッファーは NumPy* 配列に変換されます。 TensorFlow* は画像の
正規化とリサイズを行い、その後、事前トレーニング済みの SSD-ResNet34 モデルでオブジェクト検出を行います。
最後に、 境界ボックス座標とクラスラベルの結果がデータベースにアップロードされます。

 

異常検出
異常検出の目的は、 工業生産ラインで製造される部品の画像を、 ディープ ・ニューラル ・ ネットワークと確率モデリ
ングを使用して解析し、 まれに発生する不良品を見つけることです （図 8）。 分布から外れるものを見つけるため、
正常なデータのいくつかの最終層の特徴マップから教師なし方式で正規性のモデルを学習し、 モデルからの逸脱
に対し異常としてフラグを立てます。 分布を学習する前に、 PCA を使用して特徴空間の次元を下げ、 分布の
パラメーターを推定する際に行列の特異点やランク不足が発生しないようにします。

図 7. ビデオ ・ ストリーマー ・アプリケーションのパイプライン

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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顔認識
この E2E パイプラインは、 すぐに使える 2 つの事前トレーニング済みモデルをつないで、 リアルタイムの顔認識を
実現します （図 9）。 カメラからの入力は、 圧縮または非圧縮ビデオとして、 フレーム分割とリサイズが行われます。
各フレームは検出モデル （SSD MobileNet） に送られ、 物体検出が行わます。 そして、 NMS 境界ボックスを認識
モデル （ResNet50v1.5） に渡して、 顔を認識します。 顔認識された出力フレームは、 表示するか、 データベース
に保存できます。

 
「効率良い AI」 の実現 : E2E 最適化アプローチ
E2E のパフォーマンス効率に優れた AI には、 AI ソフトウェアの高速化、 システムレベルのチューニング、
ハイパーパラメーターとランタイム ・ パラメーターの最適化、 およびワークフローのスケーリングからなる 
首尾一貫した最 適化アプローチが必要です。 ユーザーの生産性とワークロードのパフォーマンス効率を 
向上させるには、 すべてのフェーズ （データの取り込み、 データの前処理、 特徴エンジニアリング、 モデル 
構築） に総合的に対処する必要があります （図 10）。

図 9. 顔認識のパイプライン

図 8. 異常検出のパイプライン

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp


コンパイラーの最適化に関する詳細は、最適化に関する注意事項を参照してください。 

22The Parallel Universe

AI ソフトウェアの高速化
インテル® ディストリビューションの Modin は、 pandas* API と互換性のあるハイパフォーマンスなマルチスレッド
の並列データ ・フレーム ・ ライブラリーです。 軽量で堅牢なデータフレームと CSV の操作を行い、 pandas* とは 
異なり、コア数に応じて効率良くスケーリングし、数行のコードを変更するだけで大幅なスピードアップを実現します。
異なるフェーズのデータフレーム操作が 1.12～30 倍高速化されます。

scikit-learn* 向けインテル® エクステンションは、古典的な ML における一般的な推定器、変換器、クラスタリング・
アルゴリズムを高速化します。 米国国勢調査ワークロードにおけるリッジ回帰のトレーニングと推論は、 DGEMM 
ベースのメモリー依存アルゴリズムであり、 scikit-learn* 向けインテル® エクステンションのベクトル化、 キャッシュ
フレンドリーなブロッキング、 マルチスレッドを利用して複数の CPU コアを効率良く使用します。

インテルにより最適化された XGBoost と CatBoost ライブラリーは、 効率良い並列ツリー ・ブースティングを提供
します。 XGBoost カーネルは、 インテル® プロセッサー上でのキャッシュ効率、 リモート ・メモリー ・ レイテンシー、
メモリー ・アクセス・ パターン向けに最適化されています。

PyTorch* 向けインテル® エクステンション （英語）4 は、 インテル® プロセッサー上で PyTorch* のパフォーマンス
を向上します。 PyTorch* 向けインテル® エクステンションを使用すると、 異常検出パイプラインと DLSA パイプラ
インでインテル® DL ブーストを活用できます。 TensorFlow* 向けインテル® オプティマイゼーション5 は、 インテル®  
oneAPI ディープ ・ ニューラル ・ ネットワーク ・ ライブラリー （インテル® oneDNN） を使用しており、 畳み込み、 
正規化、活性化、内積、その他のプリミティブがインテル® AVX-512 命令でベクトル化されています。 DIEN、顔認識、
およびビデオ・ストリーマー ・アプリケーションは、 TensorFlow* 向けインテル® オプティマイゼーションを使用して、
ベクトル化と最適化されたグラフ操作（操作の融合やバッチ正規化など）により、インテル® プロセッサー上でスケー
ラブルなパフォーマンスを実現します。

図 10. 効率良い AI

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/guide/getting-started-with-intel-optimization-of-pytorch.html
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モデルの最適化
量子化により、 高精度データ （32 ビット浮動小数点、 FP32） から低精度 （8 ビット整数、 INT8） への変換が 
容易になり、 畳み込みや行列乗算などの重要な操作において、 精度をほとんど落とさずに大幅な高速化が可能に
なります。 インテル® Neural Compressor は、 DL モデルの低精度レシピを自動的に最適化し、 期待される精度
条件で最適なパフォーマンスとメモリー使用量を達成するように調整します。 DLSA とビデオ ・ストリーマー ・
アプリケーションでは、 INT8 量子化だけで最大 4 倍のスピードアップを達成しました （表 2）。

パラメーターの最適化
SigOpt モデル開発プラットフォームでは、 しきい値の精度やレイテンシー ・ レベルでの最大スループット 
などの目的に合わせたチューニングを行いながら、 あらゆるパイプラインの実行追跡、 トレーニングの可視化、 
ハイパーパラメーター最適化のスケーリングを容易に行うことができます。 SigOpt の多目的の最適化により、
AI パイプラインの構成に関する情報を簡単に収集して、 最適なパフォーマンスの要約と解析を表示できます。
PLAsTiCC では、「精度」 と 「タイミング」 のメトリックを最適化し、目的を達成するため、モデルのハイパーパラメー
ター （XGBoost の並列スレッド数、 木の本数、 学習率、 最大深度、 L1/L2 正規化など） を計算します6。 DLSA 
では、 推論インスタンスの数とバッチサイズをチューニングすることで、 高い E2E スループットを実現します。

TensorFlow* のランタイムオプションもパフォーマンスに大きな影響を与えます。 行列乗算やリダクションなど
の操作では、 intra_op_parallelism_threads を利用可能な物理コアの数と同じに設定して、 タスクを
スレッドプール内にスケジュールするように並列性を制御し、 一方で inter_op_parallelism_threads を
ソケット数と同じに設定して TensorFlow* グラフ内で独立している処理を同時実行することが推奨されます。 
また、 データレイアウト、 OpenMP*、 NUMA の制御も可能で、 さらにパフォーマンスをチューニングできます5。

ワークロードのスケーリング
マルチインスタンス実行により、 1 台のインテル® Xeon® スケーラブル ・プロセッサー ・ ベースのサーバーで 
アプリケーションの並列ストリームを実行できます。 この利点は、 製造パイプラインのさまざまな段階で不良を 
検出するため複数のカメラを配置する異常検出において実証されます。 ResNet50 モデルで標準 30FPS を 
超える処理を行う 10 個のストリームは、 単一の第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル ・プロセッサーで処理
できます。 同様に、 E2E DIEN はソケットあたり 1 コア / インスタンス、 40 推論インスタンスで動作し、 DLSA と 
DL パイプラインはソケットあたり 4 ～ 8 コア / インスタンス、10 ～ 5 推論ストリームで動作します。 これは大容量 
メモリーを持つ CPU ならではの利点です。

BIOS でシステムレベルのチューニングを行うことで、 効率を向上できます。 最高のパフォーマンスを得るため、
ハイパースレッディング、 CPU パワー ・スケーリング ・ ガバナー、 NUMA 最適化、 ハードウェア ・プリフェッチャー
などを制御するチューニング設定を利用できます。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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インテル® ディス
トリビューション

の Modin

scikit-learn*  
向けインテル®  

エクステンション
XGBoost

PyTorch*  
向けインテル®  

エクステンション

TensorFlow* 
向けインテル®  

オプティマイゼー
ション

INT8 量子化

米国国勢調査 6x 59x - - - -

PLAsTiCC 30x 8x 1x - - -

産業用 IoT における 
予測分析

4.8x 113x - - - -

文書レベルの感情分析 - - - 4.15x - 3.90x

E2E 深層心理進化 
ネットワーク

23.2x - - - 9.82x -

ビデオ ・ ストリーマー - - - - 1.36x 3.64x

異常検出 1.12x 3.4x - 1.8x - -

顔認識 - - - - 1.7x -

表 2. E2E AI アプリケーションのソフトウェア最適化と量子化によるパフォーマンスの向上

図 11. E2E AI アプリケーションのパフォーマンスの向上
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コンパイラーの最適化に関する詳細は、最適化に関する注意事項を参照してください。 

25The Parallel Universe

シ ス テム 構 成 ： シ ングルノード、 デュ アルソケ ット の 第 3 世代 イ ン テル® Xeon® Platinum 8380 プ ロ セ ッ サー、 ソケ ット当たり 40 コア で 

パフォーマンスを測定 （DIEN と DLSA を除く）。 DIEN と DLSA は、 第 3 世代インテル® Xeon® Gold 6348 プロセッサー、 インテル® ターボ ・ブースト ・

テクノロジー有効、インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー無効、BIOS：SE5C620.86B.01.01.0003.2104260124、カーネル：5.13.0-28-generic、

OS ： Ubuntu* 21.10、 メモリー 512GB （16 スロット /32GB DIMMs/3200MHz）、 OS ドライブ ： インテル® SSD 480GB。

異常検出 ： Python* 3.7.11、 torch 1.11.0、 torchvision 0.11.3、 PyTorch* 1.10、 NumPy* 1.22.1、 pandas* 1.3.5、 scikit-learn-intelex 2021.4.0。 

顔認識 ： Python* 3.7.9、 TensorFlow* 2.8.0、 NumPy* 1.22.2、 opencv-python 4.5.3.56、 ffmpy 0.3.0。 

ビデオ ・ストリーマー ： Python* 3.8.12、 TensorFlow* 2.8.0、 opencv-python 4.5.2.54、 pillow 8.3.1、 gstreamer1.0、 vdms 0.0.16。 

DLSA オフライン推論 ： Python* 3.7.11、 PyTorch* 1.10、 Hugging Face Transformer 4.6.1。 

E2E DIEN ： Python* 3.8.10、 Modin 0.12.0、 TensorFlow* 2.8.0、 NumPy* 1.22.2。 

米国国勢調査 ： Python* 3.9.7、 Modin 0.12.0、 scikit-learn-intelex 2021.4.0。 

PLAsTiCC ： Python* 3.9.7、 Modin 0.12.0、 scikit-learn-intelex 2021.4.0、 XGBoost 1.5.0。 

産業用 IoT における予測分析 ： Python* 3.9.7、 Modin 0.12.0、 scikit-learn-intelex 2021.4.0。

結論として、 ソフトウェア、 システム、 ハードウェア、 モデル構築、 ハイパーパラメーターにわたる最適化アプローチ
を組み合わせた結果、インテル® Xeon® プロセッサーにおける E2E パフォーマンスが 1.8 ～ 81.7 倍向上しました。

参考資料 （英語）
1. イ ン テ ル® oneAPI AI ア ナ リ テ ィ ク ス ・ ツ ー ル キ ッ ト 用 の 米 国 国 勢 調 査 ワ ー ク ロ ー ド ・ サ ン プ ル ： 

https://github.com/oneapi-src/oneAPI-samples/tree/master/AI-and-Analytics/End-to-end-Workloads/
Census

2. インテル® ディストリビューションの Modin ： https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/
oneapi/distribution-of-modin.html

3. scikit-learn* 向けインテル® エクステンション導入ガイド： https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/
articles/guide/intel-extension-for-scikit-learn-getting-started.html

4. PyTorch* 向けインテル® エクステンション : https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/
guide/getting-started-with-intel-optimization-of-pytorch.html

5. CPU 上 で TensorFlow* パ フ ォ ー マ ン ス を 最 大 化 す る ： https://www.intel.com/content/www/us/en/
developer/articles/technical/maximize-tensorflow-performance-on-cpu-considerations-and-
recommendations-for-inference.html

6. AI アプリケーションの最適化 ： ハイパーパラメーターのチューニングと最適化されたソフトウェアにより AI  
パ フォーマ ンスを 向 上 : https://medium.com/intel-analytics-software/optimizing-artificial-intelligence-
applications-1bc22b5d707b
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