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あらまし いわゆる人工知能 (AI: Artificial Intelligence) の中心分野として，応用–アルゴリズム–アーキテク
チャ–ハードウェア実装の各技術レイヤを縦断して，深層ニューラルネットワークの研究が活発に進められてい
る．今後この技術が更に社会に埋め込まれ，Society5.0 のビジョンが示す方向で活用されていくためには，ソフ
トウェア技術とハードウェア技術の密な連携により，その処理効率を大幅に向上していくことが重要である．本
論文では，著者らのグループで近年進めてきたこの分野の研究内容を中心に，鍵となるハードウェア技術や研究
アプローチを論じ，将来の発展を展望する．
キーワード 深層学習，プロセッサ，アクセラレータ，量子化，バイナリ，ニューラルネット，構造型処理，リ
コンフィギュラブルハードウェア，ニアメモリコンピューティング，ドメイン志向アーキテクチャ

活用が拡がっている [4]．当初十数層のネットワークで

1. ま え が き

「ディープ」と呼称していたものが，百層を超えるネッ

深層ニューラルネットワーク (DNN: Deep Neural

トワーク [5] も登場するなど，規模の拡大も著しい．

Network) が画像分類精度で従来手法を大きく超える

一方，DNN は情報処理アーキテクチャの面でも大

ことが 2012 年に報告され [1]，この技術は一躍脚光

きな影響力を与え始めている．その背景には，大きく

を浴びることとなった．その成功の鍵となった学習手

分けて以下の三つの理由が存在する．1) DNN や大規

法は 1980 年代に提唱されたバックプロパゲーション

模グラフ処理等の高度知識情報処理時代の新たな処理

(BP: (Back Propagation) 技術 [2] をベースとしてい

ワークロードが，従来の計算機が得意としてきた手続

るが，大規模学習データ，高性能計算機，様々な BP 改

き型処理から離れ，構造型処理に適した特徴を有する

善手法 (いわゆるディープラーニング/深層学習技術)

ようになってきたこと (後述)．2) これらの分野の応

等が相俟って急速に技術発展し [3]，今や多様な応用分

用規模が急速に拡大することで，その応用ドメインに

野 (画像の識別・認証・生成，音声認識・生成，自動翻

適したドメインスペシフィックなアーキテクチャの存

訳，自動運転，組込み制御，ロボティクス等) で DNN

在意義が急速に高まったこと．3) ムーアの法則の終焉
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ねて入力値と重み係数の積和演算を行い，その結果

2. 1 畳み込み層アクセラレータ

に非線形の活性化関数を適用して出力を定めること

CNN プロセッサの多くは，演算量の大半を占める畳

がニューロン処理の中心である．このように，大量・

み込み層の専用アクセラレータとして研究開発が進め

多層に並べられたニューロン間の複雑な結合網という

られてきた．前述のように，畳み込み演算には，入力

「構造」の中に入力データストリームを流し込むこと

チャネル方向，入力チャネル内 2 次元平面，出力チャ

で，その学習や推論を行うことが DNN の特徴である．

ネル方向，出力チャネル内 2 次元平面，2 次元フィル

処理の中に，分岐を含む「手続き」はほとんど存在せ

タ内と，多くの並列化の可能性があり，これらの並列

ず DNN という構造そのものを何らかの並列なハード

性をいかに効率良く利用するか，いったん読み込んだ

ウェア (HW) 構造の上に適切にマッピングすることで

重み係数や入力データをいかに効率良く再利用するか，

大幅な処理能力向上を見込むことができる．このよう

等がアーキテクチャ最適化のポイントとなる．しかも，

な構造型処理の特徴をアーキテクチャに反映させるこ

層間で入出力チャネル数，入出力チャネルサイズ，フィ

とで，大幅に処理効率を向上させることが DNN プロ

ルタカーネルサイズなどのパラメータには大きなバリ

セッサの狙いであり，今や多くの IT 企業・スタート

エーションがあり，ある CNN の構成に対して最適な

アップ企業・研究機関がアーキテクチャ研究にしのぎ

アーキテクチャを一つ定められるわけでもない．

を削っている．ドメイン志向アーキテクチャの研究が

代表的な畳み込み層アクセラレータとして知られ，

広がりを見せる中，DNN 分野はその広がりと影響力

新しいアーキテクチャ提案の際のベンチマーク対象と

の大きさの点で，最重要の分野になっていると言える．

して頻繁に参照されるのが 2016 年に MIT から発表

2. DNN 推論・学習プロセッサの動向

された Eyeriss である [6]．2 次元アレー上に 16 ビッ

現在の DNN/ディープラーニングブームの背景には，

データフローを工夫して重み係数の再利用率を高める

ト固定小数点演算器を並べた構成をもち，演算器間の

1) 人間を超す画像識別能力が実証されたこと，2) 従

ことで，処理効率を高めている．この MIT チームの

来は専門家が苦心して構築していた特徴抽出処理を大

業績が際立っている点は，畳み込み層高速化の方法を

規模データ学習で自律的に形成できることを示せたこ

データの動きの点からわかりやすく定義し，取りうる

と，の二つのイノベーションがあり，その中心は CNN

主要なアプローチを整然と分類した点にある [7]．

(Convolutional Neural Network) であった．このた

現時点では，畳み込み層アクセラレータの研究自体

め，DNN 推論プロセッサの開発も，CNN をメイン

は開拓しつくされた感があり，研究の中心は以下に述

ターゲットとして進められてきている．

べる各分野に移っている．

CNN の詳細説明は多数存在する他の文献に譲る
が [3]，基本的には，多チャネルの 2 次元データ入力に

2. 2 畳み込み層–全結合層共用 DNN 推論プロ
セッサ

対して，多数の 2 次元フィルタを適用し，多チャネル

畳み込み層アクセラレータが研究の中心となった理

の 2 次元データを出力する畳み込み処理が 1 層分の処

由は，演算量の大半を占めるという理由の他，上述の

理である．畳み込み層といわれるこの処理を更に多層

事情により，全結合層の処理は容量とスループットの

にわたって繰り返していくことで CNN 全体の前段–

両面においてメモリがネックとなるため，プロセッサ

中段の特徴抽出・統合的な処理が行われる．その結果

アーキテクチャの工夫だけでは加速処理が難しいとい

を受けて分類結果を確定するための分類器として数層

う理由があった．この問題はいわゆるルーフラインモ

の全結合層を最終部分に含むことが多い．

デルを用いた定量的な解析 [8] で明らかになっており，

畳み込み層のシナプス結合の重み係数は，画像処理

CNN を設計する深層学習アルゴリズム側の工夫とし

で言うところの画像フィルタ係数であり，何度も再利

て，なるべく全結合層を使わないようにする動きが

用されるという特徴がある．一方，全結合層は，シナ

進んでいる．しかしながら，Google [9] や Facebook

プス結合ごとに異なる重み係数をもつのが一般的であ

の発表では DNN の現実応用では全結合層のみで構成

る．このため，演算量の観点でみると畳み込み層が圧

される Multi-layer Perceptron (MLP) の利用が多い

倒的な比重を占め，重み係数量や重み係数を転送する

ことも知られており，全結合層の処理は DNN ワーク

ためのメモリアクセス量の点で比較すると，全結合層

ロードの中で重要な部分であることは間違いない．

が圧倒的な比重を占めるという特徴がある．

このような観点から畳み込み層と全結合層両方を加
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速可能なアーキテクチャ研究も行われており，我々の

目して，学習時にニューロンないしはシナプスを大幅に

研究グループでも，広いメモリバンド幅を前提とした

削減しネットワーク (NW) を圧縮するアルゴリズム技

アーキテクチャプラットホームの上で，畳み込み層に

術の研究も進んでいる．例えば，初期の研究としては，

おける入力配布・中間データ共有のデータ経路と，全結

重み係数に 0 が多いことに着目して，重み係数をラン

合層における重み係数の配布経路とを共用する CGRA

レングス符号化して外部メモリから読み出したり，あ

(Coarse Grained Reconfigurable Array) [10] アーキ

るいは 0 の重み係数に対して演算をスキップしたりす

テクチャを提案している [11]．また，KAIST の研究

るアプローチが多くのアーキテクチャ提案で採用され

グループからは，メモリネックがさほど問題とならな

ている．更に，ある一定以下の重み係数値を 0 に近似す

い小規模の CNN 推論処理 (小型視線トラッキングシ

ることで NW 規模を圧縮する枝刈り (Pruning) 技術も

ステムに搭載する) を対象としたシステムにおいて，

活発に研究されている．また，重み係数だけでなく中間

両層に共通して使えるアーキテクチャを提案し LSI 試

データにも 0 近傍データが多いことが知られており (活

作している [12]．更に，ルネサスエレクトロニクスは，

性化関数として使われる ReLU 関数が負入力に対して

二値化 DNN (後述) に対応しつつ多様な DNN を処理

0 を出力するため)，これらも含め大胆に計算量を圧縮

可能な新世代の DRP (Dynamically Reconfigurable

するアーキテクチャ提案も注目を集めている [19], [20]．

Processor) 技術 [10] を 2018 年に発表している [13]．

NW を圧縮して疎になるに従い，もともとの規則性

2. 3 低ビット量子化 DNN プロセッサ

が崩れ，ランダムなメモリアクセス・演算パターンを

特にバッテリー動作を要求するような組み込み機器

対象として計算を行わなければならない負の面も生じ

で DNN 推論処理を行うためには，大幅なメモリ量削

てしまう．ポインタ参照を工夫するアーキテクチャ上

減と処理エネルギー効率向上とが必要であり，軽量化

の仕組みも提案されている [21] が，単純大量並列アプ

深層学習アルゴリズムの研究が活発に進められている．

ローチに比べると HW 構造がどうしても複雑になる欠

当初，DNN 学習・推論には単精度 (32-bit) 浮動小数

点はある．逆に，学習時の工夫で，HW 構造で処理し

点演算が用いられていたが，次第に半精度 (16-bit) 浮

やすい規則性を残したまま NW を圧縮する手法も盛

動小数点演算でも十分という研究成果が報告されるよ

んに研究されており [22]，HW-SW 協創による DNN

うになり，推論側に限っては 8-bit 固定小数点データ

効率化の重要な一領域となっている．

で精度低下が生じないという報告が多数なされている

以下の節では，我々の研究グループから 2017 年以

(例えば Google 社 TPU [9] など)．また，更に推論側

降に発表した DNN プロセッサの研究内容について紹

を低ビット幅の固定小数点データに置き換える量子化

介する．

技術の研究が進んでおり，その究極形態として重み係
数と演算中間データとを 2 値表現するバイナリ化技術
がある．特に，乗算動作が XNOR 論理をとるだけに

3. バイナリ DNN アクセラレータ
2016 年初頭から順次提案されたバイナリニューラル

置き換わる点がアーキテクチャ視点及び回路視点で見

ネットワーク (BNN) は，全ての重み係数と活性値を

たときの大きな魅力である [14] (その代償として推論

±1 に制限することで，わずかな認識精度低下と引き換

精度が低下するが，低下を最小限に押しとどめる研究

えに劇的にメモリ容量と計算量を削減することを可能

も活発に進められている [15])．また，重み係数と演算

にしている．我々は BNN の回路実現の可能性にいち

中間データとを対数表現して量子化することで，通常

早く着目し，SRAM-ロジック密結合型の BNN 推論処

の線形量子化に比べて同一ビット数でより高い推論精

理アクセラレータを構築した．全ての重み係数はオン

度を達成できるとの報告もあり，注目されている [16]．

チップの SRAM に格納され，SRAM 読み出しデータ

これに加え，近年では学習の工夫により 4-bit の線形

に対するコラム並列演算回路で処理される [23]．本研

量子化表現で十分な推論精度が達成できるという報

究では，世界に先駆けて BNN のプログラマブルアク

告 [17] や，学習も 8-bit 浮動小数点形式にまで低ビッ

セラレータアーキテクチャを提案し，BRein Memory

ト化できるという報告 [18] 等，低ビット量子化の進化

(Binary/Ternary Reconfigurable in-Memory) アー

は続いている．

キテクチャと名付けて 2017 年の Symposium on VLSI

2. 4 ネットワーク圧縮型 DNN 推論プロセッサ

Circiuts で発表した．実際に LSI 化・性能実証したこ

DNN が非常に冗長性に富んだ処理であることに着

とで，大きな注目を集めることとなった．
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図 1 BNN の処理手順

3. 1 BNN のアルゴリズムと基本アーキテクチャ
BNN の ±1 の入力と ±1 の重み係数とを用いる
ニューロンの積和演算は，数値表現上 −1 を 0 と表記
すると以下のように実行される (図 1)．まず入力ビッ
トベクトルと重み係数ベクトルとのビット XNOR を
とり (乗算)，XNOR された中間結果の 1 (実数 +1) と

0 (実数 −1) との個数を数えて (加算)，更に 1 が優勢
なら 1 に，0 が優勢なら 0 に出力を決定する (活性化)．
一般にニューラルネットワークの各層の演算には 2
種類の対称な並列性が存在する．一つの入力活性が多
数の出力活性の計算に用いられる出力並列と，一つの

図2

3 層 BNN を並列処理する PIM モジュール

出力活性は多数の入力活性から計算されるという入力
並列である．一方オンチップで重み係数を保存するメ
モリとして利用する SRAM には，ビット方向 (ロー内)

係数 W2 とビット XNOR 乗算された上，その結果は

には並列に読み出すことができるがワード方向 (ロー

加算器ツリーで組み合せ回路的に加算されて一つの出

ごと) は逐次であるという特性がある．NN の効率的

力が生成される．これは第 2 層の出力活性（= 次に来

処理のために，ビット方向の並列性をうまく NN の並

るべき第 3 層の入力）A3 であり，各出力への重み係

列性に当てはめて活用しなければならない．

数を順次読みながらシリアルに生成される．この処理

この着想に基づいて，図 2 のように 3 層の NN を

方法によって，OPNE と IPNE との組からなる PIM

収容できる Processing-in-Memory モジュール (PIM)

は 3 層の BNN 構造をもち，1 ビットストリームの逐

を発案した．一つの PIM は Output-parallel Neu-

次入出力の下で並列計算を行うことが可能となる．

ral Engine (OPNE) と Input-parallel Neural Engine

3. 2 二値化・三値化対応アーキテクチャ

(IPNE)，更にそれらに結合した二つの SRAM から

単一のリコンフィギュラブルアーキテクチャ上で多

成っている．第 1 層の入力活性 A1 は OPNE にビッ

様な DNN を扱うため，BNN のアルゴリズムに拡張

トシリアルに一つずつ入力され，同時に上部 SRAM

を施した．本来の BNN は ±1 の重みを表すため各 1

から読み出される複数の重み係数 W1 とコラム並列で

ビットの重み係数 (W) ビットをもっているが，ここで

XNOR (乗算) されて実整数でアキュムレートされる．

は更にマスク (M) ビットとバイアス (B) ビットを追

全ての入力との乗算アキュムレーションが終わると，

加する (図 3)．M ビットは各シナプスの存否を表して

OPNE は各アキュムレート結果の実数の符号ビット

おり，“全” 結合でないスパースなネットワークをマッ

を取って第 1 層の出力活性 = 第 2 層の入力 A2 を生

プするのに有効である (これは重み係数を +1，0，−1

成する．次に活性 A2 はコラム並列で IPNE に入力さ

に制限する三値化ニューラルネットワークと等価であ

れ，下部 SRAM から並列に読み出される複数の重み

る)．また実整数のバイアスは，上下 SRAM の対称性
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図3

3 ビットシナプス表現

図 4 BRein Memory 試作チップ

の観点から B ビットの数で絶対値を表現する分散表現
とする工夫を施した (このとき M ビットを符号表現に

クル 6 × 2 × 144 × 2 = 3,456 並列の処理が行われ，

転用する)．これは OPNE ではアキュムレーション時，

400MHz 動作時ピーク 1.4 TOPS 0.6W 動作が可能で

IPNE ではツリー加算時にそれぞれ加減される．実数

あった．より詳しい技術内容や評価結果，既存の研究

でのバイアス値は，バッチ正規化を BNN 推論処理に

との比較等については，[23] で詳しく報告している．

適用する際に必須となる [24]．このように拡張された

3 ビット重み係数表現を「シナプスデコーダ」回路で
デコードし OPNE と IPNE に並列供給する (図 3)．

4. 対数量子化 DNN アクセラレータ
我々のグループでは，更に，バイナリから対数量子

3. 3 多段 PIM アレーと試作チップ

化 (2 のべき乗表現の重み係数/ニューロン値の指数

ここまで考えてきた PIM は入出力がシリアルに抑

を量子化) アルゴリズム [16] までをカバーするアーキ

えられているので，これを縦列接続することでより深

テクチャを提案し，用途ごとに推論精度と HW 量を

いネットワークに対応することができる．一つの PIM

バランスする新たなニアメモリ・リコンフィギュラブ

は OPNE と IPNE がそれぞれ 1 出力層を処理でき

ル型 DNN 処理エンジン QUEST (Quantized DNN

るので，1PIM あたり 2 層をマップすることとなる．

Engine with SRAM Stacking Technology) を実現し

PIM 間の接続はシリアルだが，内の OPNE/IPNE と

た [25]．この研究では，単レイテンシ・高バンド幅の

SRAM との通信及び OPNE/IPNE での処理はビット

SRAM と 3 次元積層することで前述のメモリボトル

(コラム) 並列である．更に，PIM 間で多段的なパイ

ネック問題も解消した上で，畳み込み層・全結合層を

プラインを形成する．

含む DNN 全般に広く適用可能な柔軟なビットシリア

本構想の検証のため，TSMC 65nm GP プロセス
を用いてテストチップを試作した (図 4)．試作チップ
は 6 PIM の 1 次元アレーとし，SRAM は 484 ワー
ド × (144 × 3) ビットのものを使用した (“×3” は B，

ルプロセッサアレーアーキテクチャを実現しており，

2018 年の ISSCC で発表して大きな注目を集めた．
4. 1 研究の背景
BRein Memory ではオンチップ SRAM に全ての重

M，W ビットのため)．6PIM で入力層を含め最大 13

み係数を入れることを前提とした新しいアーキテク

層の二値化/三値化ニューラルネットワークをマップ

チャの提案を行ったが，これは二値化/三値化による重

可能であり，4,252 ニューロン・836k シナプスをオン

み係数の大幅なデータ圧縮が前提であった．一方，こ

チップに収容可能である．

れまで提案されてきた DNN アクセラレータのほとん

試作チップは 144 並列の OPNE/IPNE を 6PIM で

どは，DNN 演算に用いられる大量のデータ (重み係

同時に動作できるので，乗算と加算合わせて毎サイ

数，中間データ) を外部 DRAM に格納することを前
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はなく SRAM を積層しており，後者と比較するなら
ば，モノリシックなメモリセルの 3 次元化ではなく，
複数のダイをスタックしたマルチチップモジュールと
いう違いがある．前者については，DRAM と比較し
た場合の SRAM の利点は，レイテンシの短縮 (一桁
程度) と低エネルギー化である (1/2 以下) [25]．また，

TSV に比べて TCI はコスト及び電力面でのメリット
が主張されている [26]．後者については，アクティブ
トランジスタで構成される SRAM メモリセルはパッ
シブなフラッシュメモリセルと違ってチップ内でのメ
モリセル積層が不可能なため，SRAM の 3 次元化に
より高バンド幅アクセスを享受するためには，本報告
のように，3 次元チップ間積層技術を用いたチップス
タックが必須となる．
各コアは独立なメモリコントローラを有しており，

Direct Memory Access Controller (DMAC) を介し
図5

QUEST 全体アーキテクチャ

て任意のデータを各コアや，各 SRAM バンクにアク
セス可能である．これにより，ユーザが任意のプロ
グラムでモデルを構築し，様々な種類の DNN の計算

提としている．良く知られているように，外部 DRAM

を行うことができることも特徴の一つとなっている．

アクセスは，多少の演算アーキテクチャの工夫を台無

DNN 計算に必要なデータのほとんどを占めるニュー

しにしてしまうほど，電力効率に対して非常に大きな

ロンの重みと入出力は全て 4 ビット以内に量子化され

悪影響を与える．そこで，BRein Memory の次のス

るため，オフチップの外部メモリを使用すること無く，

テップとして，二値化/三値化よりも精度に与える影

大規模な DNN を処理することが可能となっている．

響が少なく，かつデータ量を大幅に減らすことができ

各コアは隣接するコアと Local Link を介して相互に

る DNN 学習・推論アルゴリズム上の工夫と，DRAM

データ通信をすることで，演算結果を SRAM に貯め

ではなく SRAM による重み係数・中間データ保持を

ることなく他のコアに共有することも可能である．

可能とするハードウェア上の工夫と，その二つ面の協
創をテーマに研究を進めた．

4. 3 対数量子化と QUEST 演算アーキテクチャ
対数量子化の利点は，1) 同一ビット数では線形量子

4. 2 QUEST アーキテクチャ

化よりも一般に高い精度を実現できることと，2) 乗算

QUEST は，対数量子化された DNN を高並列に計算

を加算として処理できるためハードウェア量を減らせ

するアクセラレータである．図 5 にその全体像を示す．

ることにある [16]．これにより，乗算器を排除した加

2 次元アレー上に 24 個の演算コアが配置された

算器ベースの積和演算が可能となる．更に，QUEST

QUEST ダイと，計 8 枚の SRAM ダイを ThruChip

では，加算器の特性を生かして，入力を全てビット

Interface (TCI) [26] と呼ばれる電磁界結合信号伝

シリアルで表現している．これにより，演算サイクル

送技術を用いて三次元に積層しているのが特徴であ

数に応じてビット幅を可変にすることができる (1〜4

る．SRAM ダイを三次元に積層することで，大容量

ビットまでサポート)．すなわち，アプリケーションの

(96MB) で高バンド幅 (28.8GB/s) かつ低レイテンシ

要求精度に合わせて実行時間を最適化することが可能

(3 cycles@300MHz) な SRAM を実現している．3 次

である．更に，多くの DNN で用いられる畳み込み層

元のメモリとしては，HBM (High-Bandwidth Mem-

と全結合層の両方を同一機構上で実現できる汎用性を

ory) 等の TSV (Through Silicon Via) による 3 次元

兼ね備えている．

チップ間積層 DRAM や 3D-NAND フラッシュメモリ

各コア内部では，PE アレーが対数近似された積和演

などが一般的には想起されるが，本研究を前者と比較

算を行う．PE アレー上の縦 1 列分 (PE COL) が，1

するならば，TSV ではなく TCI を用いて DRAM で

ニューロンの演算をそれぞれ独立に処理している (図 6)．
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図6

QUEST 演算アーキテクチャ

図 7

試作チップと AlexNet 動作時の電力性能評価結果
(1.1V，300MHz)．

前層のニューロンから出力される活性 (A RAM に格
納) と，それぞれ独立な重み係数 (W RAM に格納) の
積の総和にバイアス (B RAM に格納) が足され，活

が必要となる．実数表現部は PE COL 内部に閉じ込

性化モジュール ACT を通して出力される．対数領域

めているため，メモリバンド幅に影響することはない．

での積和演算を行う PE が縦に 32 個配置され，各 PE

これにより，画像認識等の認識精度を落とさずに近似

がビットシリアルに，32 並列の積和演算を処理する．

が可能となる効果もある．この際，実数表現へは並列

B RAM を除く各 RAM の出力は，1 ビットに分解さ
れ，ビットシリアルに読み出される．重みは全ての PE

に変換される．最後に，アキュムレータにて，出力先
の REG が受付可能になるまで値が累算される．

に対して独立に分配され，入力活性は，PE COL 間で

4. 4 試作チップと評価

行方向の PE に共有される．この機構により，DNN に

図 7 に，QUEST の試作チップ写真と，実測結果を

おける畳込み層と全結合層の両方を同一の PE アレー

元に算出した電力とスループットの評価結果を示す．

によって，効率的に処理することができる．PE で累

本チップは，積層 SRAM とともに，UMC 40nm LP

算された結果は一定の周期でレジスタ (REG) に出力

プロセスにて試作した．これらを実装した評価ボー

され，結果が出力されるごとに次の PE と接続されて

ドでは，PC から実チップ上の各コアに動作パターン

いる REG に伝搬していく．伝搬された各 PE の積和

をマッピングし，制御信号を送ることで実測が可能と

結果は PE COL の最下に位置する ACT によって累

なっている．これを用いて 24 コア並列で実測し，ピー

算され，バイアスを加算し，各 PE COL が最終的な

ク性能は 1.96TOPS @4bit，7.49TOPS @1bit を達成

結果を O RAM へ同時に書き込む．各 PE の演算結果

した．更に，AlexNet の動作パターンを実測から算出

が伝搬されている間に並行して，各 PE が次の活性と

すると，300MHz 動作時 0.877TOPS/W を達成して

重み係数を受け付け，随時次の伝搬が始まるまで累算

いる．より詳しい技術内容や評価結果，既存の研究と

を実行する．

の比較等については，[25] で詳しく報告している．

PE 内の演算処理では，指定されたビット幅分のサ
イクルが経ち次第，対数部で処理していた値をデコー

5. 更なるアクセラレーション技術

ドして，実数表現に変換する．対数表現での加算は計

DNN アーキテクチャの研究にあたっては，その推

算コストが高いので，一度実数表現に置き換えること

論精度を担保するための深層学習アルゴリズムの研究
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が重要となり，アーキテクチャとアルゴリズムの協創

つある [30], [31]．一方，学習アルゴリズムの面でも，

によって初めてエネルギー効率が良く推論精度も高い

ごく最近では，BP に頼らない学習手法も提案され，少

DNN が可能となる．この観点から，我々のチームで

しずつその実用性も高まりつつある [32], [33]．このト

は学習アルゴリズム自体の研究も積極的に行って来た．

レンドをいち早く捉えた学習アクセラレータの研究も

謂わば，ハードウェア–アウェアなアルゴリズムの研

登場しており [34]，今後の活性化が大いに期待される．

究とアルゴリズム–アウェアなアーキテクチャの研究

その先の展望として，著者らは，1) アンサンブル学

とをコロケーションするアプローチであり，深層学習

習等の従来からの統計的機械学習手法と DNN 分野，

アルゴリズムの高度化に伴い，このようなアプローチ

2) 最適化技術分野 (ブラックボックス最適化，進化計

の重要性はますます高まっていると言える．

算，アニーリング計算等) と DNN 学習技術との融合，

例えば，量子化 DNN 処理 HW を対象に，量子化誤

3) リザーバコンピューティング等の非線形システム

差を正則化項として加えることで，量子化誤差を学習

のダイナミックスを活用した情報処理 (広い意味での

しながら同時に最小化する新たな学習手法を提案して

ニューロモルフィック情報処理) と DNN など，知的情

いる [27]．

報処理を志向する諸領域間で計算原理–アルゴルズム–

また，量子化 DNN 処理の過程で活性値に生じる量

アーキテクチャの各レベルの融合が進むのではないか

子化誤差に着目し，画像処理で用いられるディザの技

と考えている．これらの新しい融合領域を皮切りに，

法を DNN に導入した Dither NN を提案した [28]．し

単なる一過性の DNN/ディープラーニングブームに留

きい値判定に代わり誤差拡散法ディザを量子化処理に

まることなく，構造型情報処理の枠組みが，豊かで本

用いることで情報量を平面内に分散させ，低ビット精

質的なコンピューティングアーキテクチャの研究領域

度でも高い認識精度を維持できることを示した．この

として今後大きく発展していくことを期待したい．

処理は単純な加減算で実現できるため，既存の量子化

謝辞 本論文にまとめた各研究内容について北

DNN 処理 HW (必然的に加算器を有する) に対して

海道大学 LALSIE 研究グループの皆様並びに慶應

追加の HW リソースはほとんど不要である．

義 塾 大 学 黒 田 研 の 皆 様 に ご 参 画・ご 協 力 頂 き ま し
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