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ディープラーニング （DL） モデルのトレーニングには GPU が必要であるというのはよくある誤解です。 複雑な 
DL モデルの多くは、 分散トレーニングを利用して CPU でより効率良くトレーニングできます。 インテル® Xeon® 
スケーラブル ・プロセッサーには、 インテル® ディープラーニング ・ブースト命令による AI アクセラレーションが
組込まれています。 この記事では、 TensorFlow* と Horovod* を使用してクラスター上で分散トレーニングを
設定する方法を説明します。

TensorFlow* は、 DL アプリケーション向けのオープンソースでクロスプラットフォームのライブラリーである 
インテル® oneAPI ディープ ・ ニューラル ・ ネットワーク （インテル® oneDNN） を使用して、 インテル® プロセッ
サーやその他のアーキテクチャー （英語） 向けに最適化され、 広く使用されている DL フレームワークです。 
インテル® oneDNN による TensorFlow* の最適化は、 畳み込み、 行列乗算、 バッチ正規化など、 パフォーマン
スを重視する主要な操作を高速化します。 Horovod* は、 TensorFlow* や PyTorch* などの一般的なフレーム
ワークで分散 DL を容易にするオープンソースのパッケージです。 複数の GPU や CPU によるモデルのトレーニ
ングに広く使用されています。
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Tencent が提供する AI Arena は、 マルチエージェント ・ インテリジェンスと複雑な意思決定の研究を行う
オープン ・プラットフォームであり、 AI 研究者が実験環境を容易に構築できるよう、 幅広いサービスが含まれ
ています。 Tencent の大ヒットしたモバイルゲーム 「王者栄耀」 は、 AI Arena プラットフォームを使用して、
マルチエージェントの競合と協調、不完全な情報、 複雑な行動制御、 巨大な状態行動空間を含む AI エージェ
ントを構築した実例です。 この AI エージェントは、 プレーヤーがもっと楽しめるようにゲームの操作性を向上
します。 この記事では、 インテル® Xeon® スケーラブル ・プロセッサー ・ ベースの 16 ノードのクラスター上で 
Tencent のプロダクションレベルのモデル ・ トレーニングを使用し、 単一ノードと比較して最大 15.2 倍のスピード
アップを達成した事例を紹介します。

分散ディープラーニング （DL） トレーニングの実行
分散 DL トレーニング を実行する方法は 2 つあります。 1 つ目の方法は、 インテル® oneDNN が 有効な
TensorFlow* を含むビルド済みの Docker* コンテナを使います。 これには、 必要なものがすべて揃っています。

docker pull intel/intel-optimized-tensorflow:2.6.0-ubuntu-18.04-mpi-horovod

2 つ目の方法は、 インテル® oneDNN が有効な TensorFlow* 2.6 以降 （英語）、 Horovod* 0.22.1 以降 （英語）、
および Open MPI 4.0 以降 （英語） を手動でインストールします。 GCC バージョンの確認を忘れないでください。
Ubuntu* 16.04 以降を使用している場合は、 GCC 8.4.1 以降をインストールします。

次のコマンドを使用して、 Linux* クラスター上で Horovod* フレームワークを使用して分散 TensorFlow* を実行
します。 最初に、 次の環境変数を設定します。

export LD_LIBRARY_PATH=<path to OpenMP lib>:$LD_LIBRARY_PATH 
export PATH=<path to Open MPI bin>:$PATH 
export OMP_NUM_THREADS=#of_cores of the machine [e.g., lscpu | grep "Core"] 
export KMP_AFFNITY=granularity=fine,compact,1,0 
export KMP_BLOCKTIME=1

トレーニングを開始する前に、 次のコマンドを使用してシステムのソケット数を確認できます。

lscpu | grep "Socket"

次のコマンドは、 2 ソケットのサーバーでトレーニングを実行します。 ここでは、 ワーカーの総数は 2 です。

horovodrun -np 2 -H localhost:2 --autotune python train.py

次のコマンドは、 それぞれ 2 ソケットを搭載した 4 台のサーバーでトレーニングを実行します。 ここでは、 ワーカーの
総数は 8 （ソケットごとに 1 ワーカー） です。

horovodrun -np 8 -H server1:2,server2:2,server3:2,server4:2 --autotune python train.py

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://pypi.org/project/intel-tensorflow
https://horovod.readthedocs.io/en/stable/index.html
https://www.open-mpi.org/software/ompi/v4.0/
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次のコマンドは、 それぞれ 1 ソケットを搭載した 8 台のサーバーでトレーニングを実行します。 ここでも、 ワーカーの
総数は 8 です。

horovodrun -np 8 \ 
-H server1:1,server2:1,server3:1,server4:1,server5:1,server6:1,server7:1,server8:1 \ 
--autotune python train.py

このように、 モデルで達成したいトレーニング時間に応じて、 サーバーの台数を増減できます。 トレーニング時間は、
使用するサーバーの台数に対してほぼ線形にスケーリングすることが期待されます。 ハイパーパラメーターの
最適化も、 複数の GPU でトレーニングする場合と同様に行われます。 学習率と有効バッチサイズは、 多くの場合、 
ワーカー数によってスケーリングできます。 学習率の向上は、 多くの場合、 バッチサイズの増加を相殺できます。

ケーススタディー ： Wukong* AI のトレーニング
人工知能プログラム Wukong* AI は、 Tencent の人気 MOBA ゲーム 「王者栄耀」 をプレイし、 トップ・プロ・
プレーヤーのパフォーマンスを超えました。 Wukong* AI は強化学習 （RL） を使用しています。 RL の目標は、
AI エージェントを強化するため、 適切なポリシーを選択して最適化することです。 ポリシーの選択は、 ディープ 
RL トレーニングで最適化できます。 分散トレーニングを使用して、 第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル ・
プロセッサー ・ ベースのクラスター上の複数の RL 学習器に学習プロセスを拡張します。

まず、 1 ノードと 1 ワーカーでベースライン ・ パフォーマンスを測定し、 その後、 目標のトレーニング時間に達するま
でワーカーを増やしてスケールアップします。 このケーススタディーでは、16 ノードで必要なパフォーマンスを達成し、
分散トレーニングによりベースライン ・ パフォーマンスの最大 15.2 倍の高速化を実現しました （図 1）。 インテル® 
Xeon® プロセッサー ・ ベースのクラスター上でほぼ線形のスピードアップが達成されていることが分かります。

図 1. 分散トレーニングによりベースライン ・ パフォーマンスと比較して大幅なスピードアップが得られる

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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インテル® Xeon® スケーラブル ・プロセッサーは、 さまざまなプロダクション ・ ワークロードのトレーニングに必要な
パフォーマンスを提供します。 Horovod* を分散トレーニングに使用することで、 トレーニング時間を短縮できます。
ここでは、 最近の Tencent AI Lab のケーススタディーを紹介しました。

インテルは、 次世代のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーへのハードウェア・アクセラレーションの追加や、
ソフトウェア ・アクセラレーションの追加など、 引き続きユーザーのニーズに応えていきます。 今後のブログや記事
にもご期待ください。

リソースとサポート
以下のサイトから詳細な情報を得ることができます。

 • TensorFlow* （英語）

 • PyPI* で公開されているインテルの TensorFlow* の最適化 （英語）

 • 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® oneAPI DNN） （英語）

技術的な質問については、以下のコミュニティーやフォーラムで答えを見つけたり、サポートを受けることができます。

 • TensorFlow* の問題 （GitHub*） （英語）

 • インテル® Optimized AI Frameworks （英語）

 • Horovod* （英語）

システム構成
TensorFlow* ソースコード https://github.com/tensorflow/tensorflow （英語）

TensorFlow* バージョン 2.6.0

CPU 76

コアごとのスレッド数 2

ソケットごとのコア数 19

ソケット 2

NUMA ノード数 2

ベンダー ID GenuineIntel

BIOS バージョン ID Smdbmds

CPU ファミリー 6

モデル 85

モデル名 インテル® Xeon® Platinum 8255C プロセッサー @ 2.50GHz

BIOS モデル名 3.0

ステッピング 5

インテル® ハイパースレッディング ・ テクノロジー 有効

インテル® ターボ ・ブースト ・ テクノロジー 有効

メモリー 256GB

OS CentOS* 8.2 （Core） 
カーネル 4.18.0-305.3.1.el8.x86_64 x86_64
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