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インテルは、 ハイパフォーマンス GPU の 「インテル® Arc™ A770」 を含む、 新しいインテル® Arc™ A シリーズ・ 
グラフィックス ・ ハードウェアを発表しました。 A770 は、 ゲーム、 デジタルコンテンツ制作、 ストリーミングに 
優れていますが、 PC 上でディープラーニング （DL） ワークロードを実行することも可能です。

TensorFlow* （TF） は、 確立された DL フレームワークです。 インテルは、 TF が GPU やその他のオフロード 
デバイスを含むさまざまなアクセラレーターをターゲットにできるように、 Google* とプラグイン ・ インターフェイス 
（英語） を設計しました。 TensorFlow* 向けインテル® エクステンション （英語） は、 ネイティブ Linux* と 
Windows* Subsystem for Linux* 2 （WSL2） の両方で動作するインテル® Arc™ A シリーズ GPU の実験的
サポートを含む、 インテル® GPU 上で TF DL ワークロードを実行できるようにするプラグインです。 ネイティブ 
Windows* 上での実行には、 TensorFlow* DirectML プラグイン （英語） を使用できます。

Chris Lishka、 Vivek Kumar、 Geetanjali Krishna、 および AG Ramesh インテル コーポレーション

PC で高速なディープラーニングを実現

インテル® Arc™ GPU で 
TensorFlow* Stable 
Diffusion を実行する
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https://github.com/microsoft/tensorflow-directml-plugin
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WSL2 上の Ubuntu* 20.04 に TensorFlow* 向けインテル® エクステンションをインストールするのは簡単です。
Windows* と WSL2 にドライバー、 ランタイムパッケージ、 TF、 拡張機能をセットアップする手順を説明します。 
インテル® Arc™ A770 GPU でテキストから画像生成するため、 Jupyter* Notebook で TF を使用して人気のある 
KerasCV* Stable Diffusion 機能を簡単に実行する方法を紹介します。

WSL2 での Ubuntu* 20.04 のセットアップ
本記事では、 第 12 世代インテル® Core™ i9-12900 プロセッサー （開発コード名 Alder Lake） 搭載の PC と 
インテル® Arc™ A770 ディスクリート ・ グラフィックス・ カード 16GB を使用しています。 前提条件として、
Windows* 11 に WSL2 と Ubuntu* 20.04 コンテナがインストールされている必要があります。 WSL2 を使用 
して Ubuntu* 20.04 コンテナをセットアップする手順は、 こちらを参照してください。 WSL2 は、 Windows*  
ホストで GPU にアクセスするため、 DirectX* を含む特別な Linux* カーネルビルドを使用します。 これにより、
汎用の GPU 計算機能を Windows* と Linux* で共有できます。 GPU は Windows* ホストで管理されるため、
GPU ドライバーは Windows* にインストールする必要があります。 GPU 用の低レベルドライバーをインストール 
するには、 インテル® Arc™ グラフィックス Windows* DCH ドライバーの標準インストーラーを使用する必要
があります。 ここでは、 自己インストール型の実行ファイルを使用して、 最新のドライバー （v31.0.101.3490） が 
インストールされました。

Ubuntu* Linux* で の インテル® グラフィックス 計算ランタイムと 
oneAPI パッケージのセットアップ
Windows* にドライバーをインストールし、 WSL2 上の Ubuntu* 20.04 コンテナを起動したら、 次のステップでは  
apt-get コマンドを使用していくつかの Ubuntu*/Debian* パッケージをインストールします。 まず、 apt システム 
にインテル® グラフィックス・ パッケージの専用リポジトリーを追加する必要があります。

$ sudo apt-get install -y gpg-agent wget 
$ wget -qO - https://repositories.intel.com/graphics/intel-graphics.key | \ 
     sudo gpg --dearmor --output /usr/share/keyrings/intel-graphics.gpg 
$ echo 'deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/intel-graphics.gpg] 
     https://repositories.intel.com/graphics/ubuntu focal main' | \ 
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/intel.gpu.focal.list 
$ sudo apt-get update

リポジトリーが登録されると、 以下のコマンドを使用して、インテルが提供するランタイムパッケージをインストール 
できます。

$ sudo apt-get install \ 
       intel-opencl-icd=22.28.23726.1+i419~u20.04 \ 
       intel-level-zero-gpu=1.3.23726.1+i419~u20.04 \ 
       level-zero=1.8.1+i419~u20.04

これにより、 上記のパッケージと暗黙の依存関係が Ubuntu* 20.04 （WSL2 で実行） にインストールされます。

TensorFlow* 向けインテル® エクステンションはインテル® oneAPI ツール キットを 使 用してビルドされ
ています。 そのため、 いくつか の oneAPI ランタイム ・ ライブラリーもインストールする必 要があります。 
まず、 インテルの oneAPI リポジトリーを apt システムに登録します。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/install
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/download/726609/intel-arc-iris-xe-graphics-whql-windows.html
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$ wget -O- \ 
   https://apt.repos.intel.com/intel-gpg-keys/GPG-PUB-KEY-INTEL-SW-PRODUCTS.PUB | \ 
   sudo gpg --dearmor --output /usr/share/keyrings/oneapi-archive-keyring.gpg 
$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/oneapi-archive-keyring.gpg] \ 
     https://apt.repos.intel.com/oneapi all main" | \ 
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/oneAPI.list 
$ sudo apt-get update

次に、 DPC++ と oneMKL ランタイムパッケージをインストールします。

$ sudo apt-get install intel-oneapi-runtime-dpcpp-cpp intel-oneapi-runtime-mkl

（この 記 事 でインストールした バージョンは、 intel oneapi runtime dpcpp cpp=2022.2.1 16953 と intel 
oneapi runtime mkl=2022.2.1 16993 です。） これは、 TensorFlow* 向けインテル® エクステンションを実行 
するためのライブラリーのみをインストールし、 oneAPI の完全な開発パッケージ （より大規模なもの） は含まれ
ません。 oneAPI の開発パッケージ全体をインストールする場合は、 oneAPI のインストール・ドキュメント （英語）
を参照してください。

Python* 仮想環境の作成
TF を GPU で使用する場合は、 Miniconda* を推奨します。 Linux* 用の conda 環境を作成する完全な 
ドキュメントは、 こちら （英語） を参照してください。 最初のステップとして、 Ubuntu* 20.04 に Miniconda* 
をダウンロードしてインストールします。

$ curl https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh \ 
     -o Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh 
$ bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

次に、 TF と TensorFlow* 向けインテル® エクステンションを新しい環境にインストールし、 pip を最新バージョン
に更新します。

$ conda create --name keras-cv python=3.9 
$ conda deactivate 
$ conda activate keras-cv 
(keras-cv)$ pip install --upgrade pip

これで、 TF （v2.10.0） と TensorFlow* 向けインテル® エクステンション （v1.0.0） をインストールできるように
なりました。

(keras-cv)$ pip install tensorflow==2.10.0 
(keras-cv)$ pip install --upgrade intel-extension-for-tensorflow[gpu]

パッケージ名の最後にある [gpu] は、 拡張機能の GPU バックエンドを選択するように指定するものです。

TensorFlow*/Keras の Stable Diffusion のインストールと実行
さて、 ここからが本題です。 一般的で実行しやすい Stable Diffusion の TF Keras モデルは、 KerasCV （英語） 
パッケージで利用可能です。 この実装を使用して、 Jupyter* Notebook 内でテキストから画像への生成を実行 
します。 まず、 定番の Jupyter* Notebook パッケージをインストールします。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/intel/intel-extension-for-tensorflow/blob/main/docs/install/experimental/install_for_arc_gpu.md
https://www.tensorflow.org/install/pip#linux_1
https://keras.io/guides/keras_cv/generate_images_with_stable_diffusion/
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(keras-cv)$ pip install notebook

次に、 KerasCV とそれが使用するパッケージをインストールし、 Notebook サーバーを起動します。

(keras-cv)$ pip install keras-cv tensorflow-datasets matplotlib ipywidgets 
(keras-cv)$ jupyter notebook

すると、 Notebook サーバーに接続するための URL が表示されます。 Windows* の場合、 ブラウザーを開き、 
アドレス欄に URL をコピー & ペーストしてください。 これで、Jupyter* Notebook のページが表示されるはずです。

それでは、 テキストから画像への変換を試してみましょう。 新しいノートブックを作成し、 以下のコマンドを実行
してください。 コマンドの出力のほとんどは簡潔にするため省略されていますが、 この実行で生成された画像は
例として残しています。

model.text_to_image(...) の最初の実行では、 起動時のオーバーヘッドが発生しますが、 それ以降の実行
は高速になります。モデルが実行されると、プログレスバーが表示され、いくつのステップが完了したかが示されます。
ワークロードが終了すると、 このプログレスバーは、 各反復にかかった秒数と画像の生成にかかった全体的な時間
を表示します。 エルヴィスの乗り物を変えるなど、 異なるプロンプトて実験すると、 生成される画像も変わります。
この Stable Diffusion モデルはランダム化を採用しているため、 同じプロンプトでも次回以降の実行で異なる
画像が生成されます。

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
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インテル® Arc™ GPU が使用されたかどうかの判定
Stable Diffusion モデルの TF 出力には、 インテル® Arc™ GPU が使用されているかどうかが表示されます。
TensorFlow* 向けインテル® エクステンションは 「XPU」 デバイスを使用しており、 インテル® Arc™ GPU を利用 
できる場合は自動的に XPU が選択されます。 TF の出力には、 以下のような内容が表示されます。

2022-11-10 19:06:45.243358: I  
tensorflow/core/grappler/optimizers/custom_graph_optimizer_registry.cc:114] 
Plugin optimizer for device_type XPU is enabled.

インテル® Arc™ GPU の使用状況をリアルタイムで監視するもう 1 つの方法は、 Windows* タスク ・マネージャー
を使用することです。 タスク ・ マネージャーを起動し、 ［パフォーマンス］ タブを選択して監視対象デバイスの 
リストを表示し、 インテル® Arc™ A770 グラフィックスに対応する GPU デバイスを選択するだけです。 GPU ページ 
には、 上部に 4 つのパネルがあり、 それぞれに表示を変更するためのドロップダウン ・ メニューが用意されて 
います。 これらのパネルの 1 つで、 ドロップダウン ・メニューから ［Compute］ を選択します。 WSL2 の Ubuntu* 
20.04 コンテナで Stable Diffusion ワークロードを実行し、 model.text_to_image(...) が実行されると、
Windows* のタスク ・マネージャーの ［Compute］ パネルにインテル® Arc™ GPU の計算が表示されます。 また、
［Copy］ や ［Dedicated GPU Memory Usage］ などのパネルにアクティビティーが表示されるはずです。 これは、
ワークロードが （WSL2* の） Linux* で実行されている間に、 計算が GPU で行われていることを示しています。

まとめ
TensorFlow* 向けインテル® エクステンションは、 一般的な DL ワークロードをインテル® GPU 上で実行でき
るようにします。 インテル® Arc™ GPU のサポートは現在実験的なものですが、 Stable Diffusion などの人気の 
あるモデルはすでにうまく動作しています。 この記事で紹介した例では、WSL2 で Ubuntu* 20.04 コンテナをセッ
トアップして、 インテル® GPU 上で DL ワークロードを素早く実行できるようにする方法を示しました。 ネイティブ  
Linux* （Ubuntu* 20.04） で動作するインテル® Arc™ GPU で同じことを行うには、 GitHub* リポジトリーの 
TensorFlow* 向けインテル® エクステンションのインストール ・ ドキュメントを参照してください。

関連情報
 • TensorFlow* 向けインテル® エクステンションの GitHub* リポジトリー （英語）

 • TensorFlow* 向けインテル® エクステンションの pypi.org ページ （英語）

 • TensorFlow* 向けインテル® エクステンションのドキュメント （英語）

 • TensorFlow* （英語）

 • KerasCV の Stable Diffusion を使用したハイパフォーマンスな画像生成 （英語）

https://software.intel.com/articles/optimization-notice#opt-jp
https://github.com/intel/intel-extension-for-tensorflow
https://pypi.org/project/intel-extension-for-tensorflow/
https://intel.github.io/intel-extension-for-tensorflow/latest/get_started.html
https://www.tensorflow.org/
https://keras.io/guides/keras_cv/generate_images_with_stable_diffusion/
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