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インテルのエンジニアは、 PyTorch* オープンソース・コミュニティーと協力して、 ディープラーニング （DL） のトレー
ニングと推論のパフォーマンス向上に取り組んでいます。 PyTorch* 向けインテル® エクステンションは、 インテル® 
プロセッサー上で DL パフォーマンスを最適化するオープンソース拡張です。 この最適化の多くは、 最終的に将来
の PyTorch* メインライン ・ リリースに含まれる予定ですが、 この拡張機能を利用することで、 PyTorch* ユーザー
は最新の機能と最適化をいち早く入手できます。 CPU に加えて、 近い将来インテル® GPU もサポートされる予定
です。

PyTorch* 向けインテル® エクステンションは、命令モードとグラフモードの両方を最適化します（図 1）。 最適化は、
PyTorch* の操作、 グラフ、 ランタイムを対象としています。 最適化された操作やカーネルは、 PyTorch* のディス
パッチ ・メカニズムを通じて登録されます。 実行中、 PyTorch* 向けインテル® エクステンションは ATen 操作のサ
ブセットを最適化された操作でオーバーライドし、 一般的なユースケース向けのカスタム操作とオプティマイザーを
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追加で提供します。 グラフモードでは、 パフォーマンスを最大化するため、 追加のグラフ最適化パスが適用され
ます。 ランタイムの最適化は、 ランタイム拡張モジュールにカプセル化されており、 ユーザーがスレッドランタイム
を細かく制御できるように、 いくつかの PyTorch* フロントエンド API が用意されています。

最適化の概要
メモリーレイアウトはビジョン関連の操作にとって基本的な最適化です。 入力テンソルに適切なメモリー ・フォー
マットを使用することで、 PyTorch* モデルのパフォーマンスを大幅に向上できます。 「Channels last memory 
format （チャネル ・ ラスト ・メモリー ・フォーマット）」 は、 一般に複数のハードウェア ・ バックエンドに利点をもたら
します。

 • PyTorch* のベータ版チャネル ・ ラスト ・メモリー ・フォーマット （英語）

 • 効率的な PyTorch*: テンソル ・メモリー ・フォーマットの重要性 （英語）

 • メモリー ・フォーマットを理解する （英語）

これはインテル® プロセッサーにも当てはまります。 PyTorch* 向けインテル® エクステンションは、 次に示す
「チャネル ・ ラスト ・メモリー ・フォーマット」 を使用することを推奨します。

model = model.to(memory_format=torch.channels_last)

input = input.to(memory_format=torch.channels_last)

図 1. PyTorch* 向けインテル ® エクステンション
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oneAPI ディープ ・ ニューラル ・ ネットワーク ・ ライブラリー （oneDNN）（英語） では、 ベクトル化とキャッシュの
再利用を向上するため、 重みにブロック ・メモリー ・ レイアウトを導入しています。 実行時の変換を避けるため、
oneDNN 操作の実行前に、重みを事前定義された最適なブロック・フォーマットに変換します。 この手法は「Weight 
Prepacking （重みのプレパッケージ化）」 と呼ばれ、 ユーザーが PyTorch* 向けインテル® エクステンションで 
提供される ipex.optimize フロントエンド API を呼び出すと、 推論とトレーニングの両方で有効になります。

PyTorch* 向けインテル® エクステンションは、 DLRM のような推薦モデルで使用される Fused Interaction 
（融合相互作用） や Merged Embedding Bag （マージ埋め込みバッグ）、 物体検出ワークロードの ROIAlign 
や FrozenBatchNorm など、 よく利用されるトポロジーを高速化するカスタマイズ操作をいくつか提供してい
ます。

オプティマイザーはトレーニング ・ パフォーマンスに大きく影響するため、 PyTorch* 向けインテル® エクステン
ションでは、 高度にチューニングされた融合オプティマイザーと分割オプティマイザーを提供しています。 Lamb、
Adagrad、 SGD の融合カーネルは ipex.optimize フロントエンドで提供されるため、 ユーザーはモデルコー
ドを変更する必要がありません。 このカーネルは、 重み更新ステップで、 モデルのパラメーターとその勾配に関連
する一連のメモリー依存の操作を融合し、 データをメモリーから再ロードすることなくキャッシュに常駐させます。
今後のリリースでより多くの融合オプティマイザーを提供できるように取り組んでいます。

BF16 混合精度のトレーニングは、 計算の高速化、 メモリー帯域幅とメモリー使用量の軽減により、 パフォーマン
スを大幅に向上します。 しかし、 トレーニングの後半になると、 重みの更新が小さくなりすぎて、 蓄積されなくなり
ます。 一般に、重みのマスターコピーは FP32 で保持されますが、これは 2 倍のメモリー量を必要とします。 メモリー
使用量の増加は、 推薦モデルのように多くの重みを必要とするワークロードに負担をかけるため、 BF16 トレーニ
ングには「分割」最適化を適用しています。 FP32 パラメーターを上半分（上位 16 ビット）と下半分（下位 16 ビット）
に分割します。 上半分は、 BF16 で表した数値と全く同じように見えます。 下半分は、 精度を保つために保持され
ます。 前方および後方伝播を行う場合、 上半分はインテル® CPU のネイティブ BF16 サポートの恩恵を受けること
ができます。 パラメーター更新の際には、 上半分と下半分を連結してパラメーターを FP32 に戻すことで、 精度の
低下を回避します。

数値精度を下げることの有効性は、 ディープラーニングの実践者たちによって実証されています。 16 ビット乗算器
と 32 ビット ・アキュムレーターを使用することで、 精度を落とさずにトレーニングと推論のパフォーマンスを向上で
きます。 8 ビット乗算器と 32 ビット ・アキュムレーターの組み合わせも、 一部の推論ワークロードでは有効です。
精度を下げると、 2 つの利点が得られます。 1 つは、 乗累算のスループットが向上することで、 計算依存の操作の
パフォーマンスが向上します。 もう 1 つは、 フットプリントが小さいため、 メモリー階層内のメモリー・トランザクショ
ンが減少し、 メモリー帯域幅依存の操作のパフォーマンスが向上します。

インテルは、 第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル ・プロセッサーにおいて、 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） の BF16 → FP32 FMA （Fused Multiply-Add） 命令および 
FP32 → BF16 変換命令によるネイティブ BF16 をサポートし、 理論演算スループットを FP32 FMA と比較して  
2 倍に向上しました。 BF16 は、 次世代のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーのインテル® アドバンスト・
マトリクス・エクステンション （インテル® AMX） 命令セットにより、 さらに高速化される予定です。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/oneapi-src/oneDNN


© 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。  

38The Parallel Universe

量子化とは、 ディープ・ネットワークの重みと活性化の数値精度を下げて、 情報を圧縮することを指します。 パラメー
ター情報を FP32 から INT8 に変換することで、モデルが小さくなり、メモリーと計算の要件を大幅に軽減できます。 
インテルは、 第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル ・プロセッサーでインテル® AVX-512 VNNI 命令セット 
拡張を導入しました。 これは INT8 データの計算を高速化し、 より高いスループットを実現します。 PyTorch* は、
モデルを量子化するいくつかの異なるアプローチを提供しています （「PyTorch* の実用的な量子化 （英語） を
参照してください）。

融合操作などのグラフ最適化は、 全体の計算とメモリー帯域幅を最適化することで、 カーネル実装のパフォーマ
ンスを最大限に引き出します。 PyTorch* 向けインテル® エクステンションは、 oneDNN の融合機能と PyTorch* 
向けインテル® エクステンションの特殊な融合カーネルを利用して、 TorchScript IR をベースにした融合パスを 
適用します。 この最適化は、ユーザーに対して完全に透過です。 定数の畳み込みはコンパイル時のグラフ最適化で、
定数入力を持つ操作を事前計算された定数ノードで置き換えます。 推論における畳み込み + BatchNorm  畳み
込みは、 多くのモデルで無視できないパフォーマンスの利点をもたらします。 ユーザーは、 ipex.optimize フロン
トエンド API からこの利点を得ることができます。 インテルは、 PyTorch* NNC （Neural Network Compiler） と
連携して融合機能を構成するため、 PyTorch* コミュニティーと協力して、 両者の長所を引き出す努力をしています。

例
PyTorch* 向けインテル® エクステンションは、 Python* プログラムではモジュールとして、 C++ プログラムでは
ライブラリーとしてロードできます。 ユーザーは最小限のコード変更で、 すべての利点を得られます。 以下にいくつ
かの例を示します。 その他の例は、 チュートリアル （英語） に掲載されています。

BF16 トレーニング
... 
import torch 
... 
model = Model() 
model = model.to(memory_format=torch.channels_last) 
criterion = ... 
optimizer = ... 
model.train() 
#################### コード変更 #################### 
import intel_extension_for_pytorch as ipex 
model, optimizer = ipex.optimize(model, optimizer=optimizer, dtype=torch.bfloat16) 
###################################################### 
... 
with torch.cpu.amp.autocast(): 
    # Setting memory_format to torch.channels_last could improve performance 
    # with 4D input data. 
    data = data.to(memory_format=torch.channels_last) 
    optimizer.zero_grad() 
    output = model(data) 
    loss = ... 
    loss.backward() 

...

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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BF16 推論
... 
import torch 
... 
model = Model() 
model = model.to(memory_format=torch.channels_last) 
model.eval() 
#################### コード変更 #################### 
import intel_extension_for_pytorch as ipex 
model = ipex.optimize(model, dtype=torch.bfloat16) 
###################################################### 
... 
with torch.cpu.amp.autocast(),torch.no_grad(): 
    # Setting memory_format to torch.channels_last could improve performance 
    # with 4D input data. 
    data = data.to(memory_format=torch.channels_last) 
    model = torch.jit.trace(model, data) 
    model = torch.jit.freeze(model) 
with torch.no_grad(): 
    output = model(data) 

...

INT8 推論―キャリブレーション
import os 
import torch 
model = Model() 
model.eval() 
data = torch.rand(<shape>) 
# Applying torch.fx.experimental.optimization.fuse against model performs 
# conv-batchnorm folding for better performance. 
import torch.fx.experimental.optimization as optimization 
model = optimization.fuse(model, inplace=True) 
#################### コード変更 #################### 
import intel_extension_for_pytorch as ipex 
conf = ipex.quantization.QuantConf(qscheme=torch.per_tensor_affine) 
for d in calibration_data_loader(): 
    # conf will be updated with observed statistics during calibrating with the dataset 
    with ipex.quantization.calibrate(conf): 
        model(d) 
conf.save('int8_conf.json', default_recipe=True) 
with torch.no_grad(): 
    model = ipex.quantization.convert(model, conf, torch.rand(<shape>)) 
###################################################### 
model.save('quantization_model.pt')
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INT8 推論―展開
import torch 
#################### コード変更 #################### 
import intel_extension_for_pytorch as ipex 
###################################################### 
model = torch.jit.load('quantization_model.pt') 
model.eval() 
data = torch.rand(<shape>) 
with torch.no_grad(): 

    model(data)

パフォーマンス
PyTorch* 向けインテル® エクステンションを使用した場合のパフォーマンス向上の可能性を図 2 と図 3 に示し
ます。 ベンチマークは、 インテル® Xeon® Platinum 8380 プロセッサー @ 2.30GHz で実行されました （シス
テム構成については、こちら （英語） を参照してください）。 オフラインでは、ソケットの全コアを使用してシングル・
インスタンスの推論を大きなバッチで実行しました （図 2）。 リアルタイムでは、 1 インスタンスあたり 4 コアを
使用し、 マルチインスタンスのシングルバッチの推論を実行しました。

 

図 2. PyTorch* 向けインテル® エクステンションを使用したオフライン推論におけるパフォーマンス向上
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今後の取り組み
PyTorch* 向けインテル® エクステンションの目的は、 PyTorch* ユーザーがインテル® プロセッサー上でより
高いパフォーマンスを迅速に得られるようにすることです。 インテルは、 メインラインの PyTorch* にほとんどの
最適化をアップストリームする一方で、 新しい機能や最新のインテル® ハードウェア向けの最適化の実験を 
継続していきます。 ぜひ、 このオープンソース ・プロジェクトをお試しいただき、 GitHub* リポジトリー （英語）
からフィードバックを提供してください。

図 3. PyTorch* 向けインテル® エクステンションを使用した推論におけるパフォーマンス向上
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