
© Intel Corporation. Intel、 インテル、 Intel ロゴ、 その他のインテルの名称やロゴは、 Intel Corporation またはその子会社の商標です。 
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。  

19The Parallel Universe

ディープラーニングの AI モデルは過去 10 年で大きく成長し、 この急速な成長とともに計算リソース要件も急増
しています。 モデルが大きくなるほど、 多くの計算リソースが必要となり、 さまざまなメモリー階層への読み書き
やシステム間でのビットの移動も多くなります

持続可能な AI とディープラーニングの最適化が重要な理由
2020 年 1 月、 Wired は 「AI Can Do Great Things – if It Doesn’ t Burn the Planet （AI は素晴らしいこと
ができる ― もし地球を燃やさないなら）」 （英語） という記事を掲載しました。 最近では、 MIT Technology 
Review が 「These Simple Changes Can Make AI Research More Energy Efficient （AI 研究のエネルギー
効率を改善するシンプルな変更点）」 （英語） という記事で、 Allen Institute for AI、 Microsoft、 Hugging Face、
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持続可能な AI、 一度に 1 つのモデルを最適化

ディープラーニング ・ 
モデルの最適化を容易に

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://www.wired.com/story/ai-great-things-burn-planet/
https://www.wired.com/story/ai-great-things-burn-planet/
https://www.technologyreview.com/2022/07/06/1055458/ai-research-emissions-energy-efficient/
https://www.technologyreview.com/2022/07/06/1055458/ai-research-emissions-energy-efficient/
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およびいくつかの大学が提携して行っている、 再生可能エネルギーが利用できる時間にワークロードを実行する
ことで排出量を削減する方法を理解する取り組みについて取り上げています。 私は以前、 持続可能な AI につい
て考え、 従来のディープラーニング ・ニューラル ・ ネットワークに代わるいくつかのハードウェア / ソフトウェアにつ
いて、「注目の新しい AI テクノロジー」 （英語） を執筆しました。 特に持続可能性に注目したわけではありませんが、 
これらのテクノロジーはすべて、 特定のドメインでディープラーニング ・ モデルと同様の問題を、 より少ない計算
リソースで解決できる可能性があります。

モデル最適化の素晴らしいところは、パフォーマンスを向上するだけでなく、コストや電力消費を軽減できることです。
以下の手法を利用することで、 興味深い問題をより速く、 より安く、 より持続可能な方法で解決することができます。

一般的なディープラーニングの最適化

知識蒸留
その名が示すように、 知識蒸留の目的は、 あるモデルから機能を取り出し、 それを別のモデルに移行することです。
ある問題に対する解決策であるモデルを活用することで、 同じタスクを実行できる、 それほど複雑でない類似の
モデルを作成できます。 もちろん、 蒸留を成功させるには、 より小さなモデルが同様の精度で動作する必要があ
ります。 このテーマに関する最近の多くの文献では、 知識蒸留の学習モデルがどのように機能するかを説明する
ため、 教師と生徒を例えとして使用しています。 大きな教師モデルは、 小さな生徒モデルのトレーニングを支援す
るため、 応答、 特徴、 関係に基づく知識という 3 つの異なる方法を使用します （図 1）。

図 1. 知識はどこから来るのか ? （出典 ： Knowledge Distillation ： A Survey （英語））

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://towardsdatascience.com/ai-emerging-technologies-to-watch-c91b8834ddd9
https://arxiv.org/abs/2006.05525
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応答に基づく知識は、 教師モデルの出力を見て生徒モデルをトレーニングするのに役立ちます。 これは、 より小さな
モデルを作成する最も一般的な方法です。 大きなモデルの出力から、 同じまたは類似の入力に基づく小さな
モデルで同じ出力の動作を得ようとします。

特徴に基づく知識は、 中間層に教師モデルの振る舞いを模倣させることで、 生徒モデルのトレーニングを支援し
ます。 モデルの中間特徴の活性化を捉えることは容易とは限らないため、 困難な場合もあります。 しかし、 この
分野では中間特徴の振る舞いを捉えるさまざまな取り組みが行われており、 特徴に基づく知識蒸留を可能にして
います。

関係に基づく知識の伝達は、 教師ネットワークでは、 ネットワークの著しく異なる部分の出力が連携して出力を促
進する可能性があるという考えに基づいています。 これは、 トレーニングを支援するアルゴリズムを定義するのに
直感的とは言えませんが、 基本的な考え方は、 一般に特徴マップとして知られているノードのさまざまなグループ
を受け取り、 親の特徴マップと同様の出力を提供するように生徒ノードをトレーニングします。

これら 3 つの手法を組み合わせることで、非常に大きなモデルをより小さな表現に移行できることが示されています。
その中で最も有名な DistilBERT （英語） は、 「BERT と比較して 97% の言語理解度を維持しながら、 40% 
小さいモデルで 60% の高速化」 を実現できます。

量子化
ディープラーニングの最適化で最も知られているのは、 おそらく量子化でしょう。 量子化とは、 32 ビットや 64 ビッ
ト浮動小数点表現のような高精度の数値形式でトレーニングしたモデルを、 低精度の数値形式 （通常は 8 ビット
整数 （INT8）） のニューラル ・ ネットワークで機能させることです。 量子化にはいくつかのアプローチがあります。
1 つは、 最初のモデルをトレーニングした後に量子化を行う方法です。 その後、 元のモデル内の重みをスケーリ
ングして新しいモデルを生成することで、 後続の INT8 モデルを計算できます。 このアプローチは、 微調整した
後に最適化する既存のモデルに対して実行できるという利点があります。 もう 1 つの方法は、最初のトレーニング・
プロセスの一部として量子化を含めることです。 このプロセスは通常、 トレーニング後に計算された INT8 モデル
よりも精度の高い INT8 モデルを作成できますが、 モデル ・ トレーニング ・ システムの作成が複雑になります。

どちらの場合も、 INT8 表現を使用することで、 モデルサイズを大幅に縮小し、 メモリーと計算の要件も低く抑えら
れます。 多くの場合、 これらは TensorFlow* 公式サイトの 「量子化認識トレーニング」 に記載されているように、
精度を全く、 あるいはほとんど低下させることなく行うことができます。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://medium.com/huggingface/distilbert-8cf3380435b5
https://www.tensorflow.org/model_optimization/guide/quantization/training
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最適化を容易に
より小さく、 効率的なモデルを作成するアプローチを適切に実行するには、 多岐にわたる複雑な実世界の解決
策が必要です。 これらのトピックについては多くの研究論文があり、 これらのソリューションを一般化するアプ
ローチについても多くの研究が行われています。 TensorFlow* と PyTorch* はどちらも、 量子化プロセスを簡
素化するいくつかの量子化 API を提供しています。 Keras の 知識蒸留 （英語） には、 素晴らしい TensorFlow* 
の例があります。 PyTorch* については、 サンプルコードは少し古いですが、 「教師と生徒の知識蒸留による 
PyTorch* モデルの圧縮の紹介」 （英語） という記事があります。

これらの手法を組み合わせて最適化されたモデルを生成することは、 簡単な作業ではありません。 モデルを 
最適化する簡素化されたワークフローを提供するため、 インテルは最近、 インテル® AI アナリティクス・ツールキッ
ト （英語） の一部としてインテル® ニューラル ・コンプレッサー （英語） をリリースしました。 CPU と GPU に対応
したこのオープンソースの Python* ライブラリーは、 最適化のセットアップとプロセスを大幅に簡素化し、 自動
化します。 TensorFlow*、 PyTorch*、 MXNet*、 ONNX* をサポートしているため、 このライブラリーは、 多くの 
大規模モデルを、 より少ないハードウェア ・ リソースで実行できる、 小さな最適化されたモデルへと迅速に移行 
するのに役立つでしょう。 ［編集者注 ： PyTorch* でこのライブラリーを活用する方法の詳細については、 本号の 
「インテル® ニューラル ・ コンプレッサーによる PyTorch* 推論の高速化」 を参照してください。］

ユース ケースや す で に使 用して い るフレ ームワ ー クに よ って は、 ほ か の 選 択 肢 も あ り ま す。 例 え ば、
OpenVINO™ （英語） などを使用している場合、ニューラル・ネットワーク圧縮フレームワーク （英語） や トレー
ニング後の最適化ツール （英語） など、 フレームワークの関連ソリューションを利用できます。 もちろん、 最良
の選択肢は、 すでに使用しているフレームワークや SDK と連携可能なツールを使用することです。

まとめ
ディープラーニング・モデルは、 多くの業界でソリューションの重要な構成要素となっています。 この傾向が続く中、
モデルのサイズを縮小し、 以前よりも高速に効率良く実行するモデルの圧縮と最適化は不可欠です。 これらの 
手法により、消費電力が大幅に軽減されますが、その中核にあるのはニューラル・ネットワークです。 コミュニティー
として、 消費電力を軽減しつつ、同時にイノベーションを推進する方法を見つけることは、非常に大きな課題であり、
また必須事項でもあります。 将来的には、 AI を活用し続けながら、 計算量と消費電力を指数関数的に削減でき
るようなパラダイムシフトが起こるかどうか、 またどのように起こるのかに期待しています。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://keras.io/examples/vision/knowledge_distillation/
https://towardsdatascience.com/model-distillation-and-compression-for-recommender-systems-in-pytorch-5d81c0f2c0ec
https://towardsdatascience.com/model-distillation-and-compression-for-recommender-systems-in-pytorch-5d81c0f2c0ec
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/ai-analytics-toolkit.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/ai-analytics-toolkit.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/neural-compressor.html
https://docs.openvino.ai/latest/index.html
https://docs.openvino.ai/2022.1/docs_nncf_introduction.html
https://docs.openvino.ai/latest/pot_docs_FrequentlyAskedQuestions.html
https://docs.openvino.ai/latest/pot_docs_FrequentlyAskedQuestions.html

