
ソリューション概要

OpenVINO™ ツールキット
インテル® FPGA ディープラーニング・ 
アクセラレーション・スイート（DLAS）対応

はじめに
人工知能（AI）は、コンピューティングの世界における次なる大きな潮流であり、ビジネスの運営
方法だけでなく、 私たちの日常生活でのさまざまな関わり方を変革していきます。 インテル® 
FPGA は、極めて困難なディープラーニング・モデルでも、これまでにないレベルのパフォーマンス
と柔軟性で処理する能力を備えたハードウェア・ソリューションを提供します。 OpenVINO™ ツール
キットは、 人間の視覚をエミュレートするアプリケーションやソリューションの開発用に作成さ
れたツールキットで、インテル® FPGA ディープラーニング・アクセラレーション・スイート（DLAS）
を利用した FPGA のサポートを提供しています。 インテル® FPGA ディープラーニング・アクセラ
レーション・スイート（DLAS）は、 画像分類、 コンピューター ・ビジョン、 自動運転車、 防衛、 医療
診断など、さまざまなアプリケーションで広く使用されている Caffe および TensorFlow* のフレー
ムワークを最適化することで、 推論ワークロード向けのインテル® FPGA への実装を簡略化する
ように設計されています。

インテル® FPGA は、カスタマイズ可能なパフォーマンス、カスタマイズ可能な電源、確定的な低
レイテンシー、および柔軟性を、現在幅広く採用されているトポロジーに提供するだけでなく、新
しいトポロジーを処理するためのプログラマビリティーも提供します。 現在および将来のための
独自の柔軟性がインテル® FPGA の機能の軸となり、新しい数値形式にも素早く対応することで
新たなアルゴリズムをサポートできます。 FPGA に固有の特長とは、ハードウェアのカスタマイズ
の柔軟性と並列化により高いパフォーマンスを達成できることであり、 このような機能は CPU、
GPU、ASIC のアーキテクチャーにはありません。

市場投入までの期間を短縮する、すぐに利用可能なソリューション
インテル® プログラマブル・アクセラレーション・カード（インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版）－
インテル® PAC をインテル® FPGA ディープラーニング・アクセラレーション・スイート（DLAS）と
組み合わせると、レイテンシーの低さを主要なパフォーマンス指標とする、リアルタイムの AI 推論
向けアクセラレーション ・ ソリューションを提供できます。 インテルの厳しい製品品質基準を満
たす業界トップクラスの FPGA に対応するとともに、一般的な AI フレームワークを使いやすくサ
ポートすることによって、この FPGA ベースのソリューションでは、新しいハードウェアを既存のイン
フラストラクチャーに導入するプロセスを簡素化しています。 これは、アクセラレーターに関する
専門知識や FPGA などを使用する必要なく、実行できます。 このソリューションは、電力効率に優
れた推論、拡張性の高いスループット、2 のべき乗以外の精度の浮動小数点サイズを含む可変精
度のサポート、高速応答を実現する低レイテンシーを独自に組み合わせることで、AI 開発者に飛
躍的進歩を提供します。

インテル® FPGA ディープラーニング・アクセラレーション・スイート（DLAS）により、パフォーマンス、
消費電力、コストに最適化された AI アクセラレーション向けインテル® FPGA を実現できます。
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ディープラーニング用 FPGA
インテル® FPGA は、AI に最適なアクセラレーターです。 一般的な製品を利用したマルチコアの手法に比べて将来性に優れ、特定のアルゴリズムに
合わせて調整されたカスタム・ハードウェアに、 ディープラーニング・アルゴリズムを実装することが可能です。 カスタム・ハードウェアによって、
FPGA は、AI アプリケーションに必要な広大なデータ帯域幅を効率的なデータフローで実現することが可能になります。 このようなデバイスによって、
高いスループットと、確定的な低レイテンシー、優れた電力効率が実現されます。 また、FPGA のリコンフィグレーション可能なロジックによって、任
意精度のデータ型、新しい低密度 / 重み付け共有スキーム、インラインおよびオフロード処理用のリコンフィグレーション可能な I/O のサポートなど、
更新することで AI アーキテクチャーの進歩をサポートできる、将来に対応可能なプラットフォームが提供されます。

デザイン上の課題
これまで FPGA のデザインは、経験豊富なハードウェア設計者による RTL デザインフローが必要とされていたため、ソフトウェア開発者やアプリケー
ション開発者にとっては手が届かない存在となっていました。 ここでの課題は、OpenCL* などの高位のデザイン環境により、Caffe、TensorFlow*
などの特定用途のフレームワークでヘテロジニアス ・ プログラミングを使用できるようにすることです。 そして、この課題は、包括的なインテル® 
アクセラレーション・スタック（インテル® Xeon® CPU & FPGA 対応）、 特にインテル® FPGA ディープラーニング・アクセラレーション・スイート
（DLAS）と、OpenVINO™ ツールキットにより解決されました。

インテル® ディープラーニング・デプロイメント・ツールキット
インテル® ディープラーニング・デプロイメント・ツールキットは、リアルタイムまたはオフラインでビデオ / 画像の認識および分類を行うデータセン
ター ・アプリケーション用に開発されています。 このツールキットは、FPGA ハードウェア向けに最適化された、演算負荷の高い畳み込みニューラル・
ネットワーク（CNN）プリミティブを高速化します。 AI アプリケーションの開発と導入は、Caffe、TensorFlow* など、業界標準のマシンラーニング・
フレームワークをサポートするインテル® ディープラーニング・デプロイメント・ツールキットによってサポートされます。

インテル® ディープラーニング・デプロイメント・ツールキットは十分に検証済みの AI フレームワークであり、開発者はソフトウェア主体のフロー
で容易に FPGA をリアルタイムの AI アプリケーションに利用することができます。 このフレームワークには、インテル® PAC Arria® 10 GX 搭載版
向けに、リアルタイム性能と低レイテンシーに関して最適化された、ランタイム導入できるディープラーニング・アクセラレーション・エンジンが含
まれています。 インテル® FPGA ディープラーニング・アクセラレーション・スイート（DLAS）では、 さまざまな数値精度の AlexNet、 GoogleNet、
SqueezeNet、VGG16、ResNet など、一般的なディープラーニング・アーキテクチャーをサポートしています。

インテル® FPGA ディープラーニング・アクセラレーション・スイート（DLAS）には、 事前プログラム済みの FPGA 向け Intellectual Property（IP）
コアが含まれています。 これらの IP コアによって、高スループット、低レイテンシーの推論に必要な次の 6 つの CNN プリミティブを高速化できます。

• conv：畳み込み
• fc：全結合
• relu：正規化線形関数
• pool：プーリング（最大、平均）
• norm：局所応答正規化（LRN）
• concat：連結 

パフォーマンス、電力、コストに最適化した AI のアクセラレーション

インテル® FPGA ディープラーニング・ 
アクセラレーション・スイート（DLAS）

最も一般的な CNN トポロジーのシンプルな実装を 
すべての AI 開発者に向けて可能にする 

（FPGA による）画像分類

インテル® プログラマブル・ 
アクセラレーション・カード 

（インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版）
インテル® Arria® 10 GX FPGA を搭載し、FPGA を 

迅速に開発、導入するためのソフトウェア、 
ファームウェア、ツールの集まりである 

インテル® アクセラレーション・スタック 
（インテル® Xeon® CPU & FPGA 対応）によるサポート

OpenVINO™ ツールキット
モデルの最適化や推論エンジンの 

FPGA 導入をネイティブサポートする、 
インテル® ディープラーニング・ 

デプロイメント・ツールキットを含む

インテル® FPGA SDK for OpenCL™
ソフトウェア開発者が、インテルの CPU と

FPGA を使用したヘテロジニアス・ 
プラットフォームをターゲットにして、 

アプリケーションの高速化を実現できる 
開発環境

高度なソフトウェア
AI ワークロードを 

直接接続

高度なハードウェア
インテル® FPGA と 

強力な OpenCL* 基盤

図 1. 低レイテンシー、リアルタイムの AI 推論を実現する包括的なソリューション

https://www.altera.co.jp/solutions/acceleration-hub/acceleration-stack.html
https://www.altera.co.jp/solutions/acceleration-hub/acceleration-stack.html
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これらのプリミティブは、 統合ディープラーニング・アプリケーション・
プログラミング・インターフェイス（API）を提供する、Caffe およびディー
プ・ニューラル・ネットワーク向けインテル® マス・カーネル・ライブラリー
（インテル® MKL-DNN）により有効化されます。 このソフトウェア・スタッ
ク全体はパフォーマンスに最適化されています。 これらのプリミティブ
のリコンフィグレーションは、Caffe およびインテル® MKL-DNN により、
スタックの上位レイヤーで行われ、下位の FPGA プログラミングの複雑
さは抽象化されます。 ここに示す 6 つのプリミティブ以外のプリミティブ
を使用するネットワーク・トポロジーは、ホスト上でコンフィグレーション
され、CPU と FPGA の両方を高度に使用して計算されます。 検証済みの
ネットワーク・トポロジーには、 AlexNet、 GoogleNet、 SqueezeNet、
VGG-16、CaffeNet、LeNet があります。

スタックのすべてのソフトウェア・レイヤーがインストーラーに含まれて
いるため、数回のクリックによってすべてのコンポーネントがインストー
ルされます。 これにより、ユーザーのインストール作業とシステム・セッ
トアップが大幅に容易になります。 インストールすると、OpenCL*（BSP
とランタイム）によって、ホスト側からのハードウェアとの通信が可能に
なります。 FPGA 内の 6 つのプリミティブは、インテル® MKL-DNN によ
り有効化されます。 インテル® MKL-DNN は、インテルのデバイス向けの
統合ディープラーニング API を、最適化したパフォーマンスで提供する
よう設計されています。 インテル® MKL-DNN と Caffe を統合することで、
ユーザーはインテル® FPGA ディープラーニング・アクセラレーション・
スイート（DLAS）により、Caffe フレームワークを使用して、または直接
インテル® MKL-DNN プリミティブ API を使用して、ディープラーニング・
アプリケーションを構築できます。

OpenVINO™ ツールキット
OpenVINO™ ツールキットは、インテルが提供するプラットフォーム上
で視覚的な情報処理ソリューションを開発および導入するための総合的
なツールキットです。 このツールキットは、CPU、GPU、FPGA の違いを越
えた環境を提供します。 CPU または CPU-GPU チップ上で動作するビ
ジョン・プログラミング用のOpenCVが含まれているだけでなく、インテル® 
ディープラーニング・デプロイメント・ツールキットを使用したディープ・
ニューラル・ネットワーク（DNN）プログラミング用の FPGA 機能への
アクセスが提供されます。

OpenVINO™ ツールキットには、ハイパフォーマンスな推論を実現する
最適化されたディープラーニング・ツール、 コンピューター ・ビジョン・
アプリケーションや機械知覚のアクセラレーションを実現する一般的
な OpenCV ライブラリー、およびインテルによる OpenVX* API の実装
が含まれています。 さらに、推論とアプリケーション・ロジックを統合す
るためのユニファイド（つまり OpenVX* に依存しない）な API と、 CNN
の導入に役立つディープラーニング・モデル最適化ツールを備えたディー
プラーニング推論エンジンも含まれています。

OpenVINO™ ツールキットによって、 セグメンテーション、 オーバーレ
イ、 ビジョンなどをホストで処理することができ、 インテル® ディープ
ラーニング・デプロイメント・ツールキットによるプログラミングにより、
低レイテンシーで低消費電力、確定的で柔軟性に優れた FPGA の機能
を画像分類ワークフローに結びつけることができます。 この組み合わせ
は、包括的なインテル® アクセラレーション・スタック（インテル® Xeon® 
CPU & FPGA 対応）のコンポーネントである、OpenVINO™ ツールキッ
トとインテル® ディープラーニング・デプロイメント・ツールキットによっ
て強化され、管理も容易です。

インテル® Xeon® CPU & FPGA 対応の 
アクセラレーション・プラットフォーム
インテル® アクセラレーション ・ スタック（インテル® Xeon® CPU & 
FPGA 対応）は、これらすべてのソフトウェアを 1 つの包括的なシステム
としてまとめたものです。 これによってソフトウェア開発者はこれまでよ
りも容易に FPGA のパワーを活用できます。 コア・コンポーネントとして、
インテル® FPGA とインテル® Xeon® プロセッサーの間の接続を最適化
する FPGA インターフェイス・マネージャーを搭載しています。 FPGA と
のトランザクションは、インテル® アクセラレーション・エンジン Open 
Programmable Acceleration Engine（OPAE）テクノロジー搭載によ
り直接処理することができます。 このエンジンは、 仮想マシンやコンテ
ナー内から呼び出すことができるスレッドセーフな API を備えています。
このため、 開発者はドライバーのカスタマイズやインターフェイスのデ
バッグから解放され、アルゴリズム開発に集中し、より短期間で信頼性
の高いソリューションを開発できるようになります。

インテル® アクセラレーション ・ スタック（インテル® Xeon® CPU & 
FPGA 対応）とインテル® PAC Arria® 10 GX 搭載版を組み合わせるこ
とで、開発者は、総合的な生産性向上ソフトウェア・スイートを使用して
FPGA アクセラレーションのパワーを引き出し、増加するデータセンター
の需要に対応することができます。

インテル® PAC
インテル® PAC は、 インライン・アクセラレーションとルックアサイド・
アクセラレーションの両方を提供して、サーバーにおける FPGA の利用
を簡素化します。 このカードは、そのロープロファイルの形状、低消費電
力、 パッシブ・ヒート・シンクなどの特長により、 さまざまなサーバーへ
の導入が可能です。 OpenCL* のサポートが、FPGA に必要なビットスト
リームを含めて、このすぐに利用可能なソリューションに組み込まれて
います。 プラグ・アンド・プレイ・アーキテクチャーにより、ほんの数分で
簡単に差し込んで設定することができます。 このカードは、ストリーミン
グ分析やビデオ・トランスコードなどのワークロードを高速化するため
のネットワーキング・インターフェイスと、DDR4 メモリーの専用バンク
（エラー訂正付き）も備えています。 このカードには FPGA インターフェイ
ス・マネージャーが搭載されており、PCI Express* バス経由でインテル® 
Xeon® プロセッサーとシームレスに組み合わせることができます。

FPGA アクセラレーションのパフォーマンスと汎用性を実現するインテル® 
PAC は、 インテル® アクセラレーション ・ スタック（インテル® Xeon® 
CPU & FPGA 対応）でサポートされる各種プラットフォームのうちの
1 つです。 このアクセラレーション・スタックは、生産性に優れた開発環
境を提供するとともに、アプリケーションの導入を容易にします。 アクセ
ラレーション・ライブラリーや開発ツールとともに、 このアクセラレー
ション・スタックは、開発期間を短縮し、複数のインテル® FPGA プラッ
トフォーム間でのコードの再利用を可能にします。
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まとめ
現在のますます複雑化するヘテロジニアス・コンピューティングの世界
では、 接続および相互運用が可能で、 耐久性と高い信頼性を提供する
汎用ソリューションと専用ソリューションの両方が必要とされており、
インテルのテクノロジー ・リーダーシップはこの分野でも際立っています。
今、 迎えつつあるスマートでコネクテッドな世界では、 あらゆるモノが
データとして収集され、リアルタイムで測定され、どこからでもアクセス
できるようになると予測されています。 幅広いインテルの製品ポートフォ
リオなら、個別のニーズにも柔軟な対応が可能であり、FPGA はソリュー
ションのアクセラレーション設計において重要なコンポーネントとなり
ます。

ソフトウェア開発者は、一般的な AI 開発プラットフォームなど、使い慣
れたソフトウェア環境で優れたパフォーマンスを実現する高品質のソ
フトウェア開発ツールとライブラリーを利用できます。 インテルの、
CPU-FPGA 製品などのハイブリッド・デバイスを補完ディスクリート・
デバイスとともに PCI Express* アクセラレーション・カードに構築し、
そしてその量産品質を提供できる実証済み能力によって、インテルの製
品はさらにその魅力を増しています。
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• ブログを読む：Supercharging Data Center Performance while Lowering TCO: Versatile Application Acceleration with FPGAs（英語）
• 今すぐ設計を始める：インテル® アクセラレーション・スタック（インテル® Xeon® CPU & FPGA 対応）
• 詳細情報：インテル® プログラマブル・アクセラレーション・カード（インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版）
• その他の有益な情報を確認する：インテル® FPGA アクセラレーション・ハブ
• 詳細情報：インテル® Xeon® プロセッサー ・ファミリー
• FPGA の初心者の場合：FPGA の概要を読む
• 詳細情報：インテル® FPGA

インテル® PAC 
Arria® 10 GX 搭載版
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図 2. インテル® プログラマブル・アクセラレーション・カード
（インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版）

図 3. インテル® プログラマブル・アクセラレーション・カード
（インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭載版）
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