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はじめに

1

ンパイラよって FPGA 向けアクセラレータおよび実

深層学習が様々な分野で利用され始めており，組込

行ファイルが生成され，FPGA から深層学習が利用可

みシステム分野においても需要がある．たとえば，自

能となるものである．

動車の自動運転では正確な画像認識技術が要求される.

3

そのため深層学習が利用されている．

深層学習フレームワークによる学習
本研究では現在，既存の深層学習フレームワーク

しかし，組込みシステムにおいては厳しいリソース

Caﬀe[3] を利用している．そこでまず Caﬀe による学

制約があるため，低消費電力，省メモリかつリアルタ

習を行う．Caﬀe とはカリフォルニア大学バークレー

イム性を考慮した実装が要求される [1]．しかし，GPU

校のコンピュータビジョンおよび機械学習に関する研

を利用した実装は消費電力が過大となり，また CPU

究センターである BVLC が中心となって開発してい

だけを利用した実装は性能が不足し，リアルタイム性

る Open Source Deep Learning Framework である．

を求められるシステムには不向きである. そのため組

C++で実装され，GPU に対応しているため高速な計

込みシステムにおけるリソース制約を満たすために

算処理が可能である．

FPGA が使用されることが想定される．その理由とし

また，Caﬀe はニューラルネットワークの構造を記

て FPGA は特定の演算に対する回路を柔軟に構築可

述するためにプロトテキストと呼ばれる独自のテキス

能であり，CPU と比べて高速かつ GPU と比べて電

ト形式を使用する．プロトテキストは Google が開発

力消費を抑えて演算することが可能だと言われている

したデータ構造を記述するためのテキスト形式の一種

ためである．

である Protocol Buﬀers の文法に基づいたものである．

そこで本研究では厳しいリソース制約の中で深層
学習による認識機能を組込みシステムで使用される

Protocol Buﬀers は C++，Java などいくつかのプロ
グラミング言語をサポートしている．

FPGA に実装するにあたって作業者の負担を軽減し，

学習は LeNet-5 を使用し，0〜9 の 10 種類の手書

開発作業の効率化を目的とした認識機能の自動生成方

き数字画像の分類を行った．LeNet-5 は畳込み層が 2

法を提案する．

層，プーリング層が 2 層，全結合層が 2 層の畳込み

関連研究

ニューラルネットワークである．また，手書き数字画

2

本研究は FPGA を用いた組込みシステム向け深層

像の分類を行うために MNIST データセットを使用し

学習フレームワークの構想 [2] によって提案されたフ

た．MNIST とは 28x28 ピクセルの手書き数字の画像

レームワーク（図１）の C Souce Code Generater の

データセットであり，トレーニングデータが 6 万枚，

役割を担っている．提案されたフレームワークは既存

テストデータが 1 万枚と合計で 7 万枚の画像が用意さ

の汎用マシン向け深層学習フレームワークによる学習

れているものである．

結果から，高位合成向けに最適化した深層学習の認識

4

学習結果を用いた認識機能の生成

部分の C 言語ソースコードを生成する．高位合成向け

学習の結果，深層学習の認識において必要なパラメー

の最適化については高位合成のための知識を持たない

タが計算される．それらのパラメータおよびニューラ

開発者でもハードウェアを意識せず容易に開発できる

ルネットワークの構成情報から認識部の C 言語ソース

よう，柔軟に対応できるようにする．
以上によって作成された C 言語ソースコードから，

Sys-temBuilder によってソフトウェア/ハードウェア
に対応したモデルを生成し，高位合成ツールまたはコ
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図 1: 組込みシステムのための深層学習フレームワーク
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コードを生成する．本研究では C 言語でハードウェア・

ニューラルネットワークの構成に変更があった場合，

ソフトウェアを含むシステム全体を記述し，その一部

手書き数字画像分類の学習結果より多くのパラメータ

を FPGA でハードウェア化する方法をとる．FPGA 化

が出力されることが想定される．

する際には NEC 社製の CyberWorkBench[4] を用い

このようなことから自動化の提案を行うことによっ

る．CyberWorkBench は，NEC 社製の ASIC・FPGA

て学習結果である膨大な量のパラーメータを認識を行

設計向け C 言語ベース高位合成ツールであり，C 言

う度にテキストデータに変換した学習結果を作業者が

語からの高位合成と C 言語レベルの機能・タイミン

参照するのではなく，学習結果のテキストデータを入

グデバッグや形式検証を実施可能である．これにより

力するだけでデータの抽出から認識プログラムの変数

FPGA の設計を C 言語ソースコードで行うことがで

への代入，実行までをソフトウェア自身が行い，自動

きる．

的に認識結果が得られるようにすることで作業者の負

本手法では，Caﬀe による学習結果を利用して認識
を行うために学習により計算されたパラメータを用い

担を軽減し，開発作業の効率化が望める．

6

た学習済み畳込みニューラルネットワークを C 言語
ソースコードで生成する必要がある．学習済み畳込み
ニューラルネットワークを C 言語ソースコードで生成
するために prototxt ファイルと caﬀemodel ファイル
の解析を行った．
はじめに畳込みニューラルネットワークの構造を

prototxt から読み取り，認識のための C 言語ソース
コードプログラムを生成する．次に学習によって計算
された認識に必要なパラメータを caﬀemodel ファイル
から抽出する．パラメータはバイナリーデータとして

おわりに
本研究は組込みシステムにおいて Caﬀe による学習

結果を利用して深層学習を実装する際にバイナリデー
タである caﬀemodel ファイルをテキストデータに変換
した結果から必要なデータを抽出し認識プログラムの
変数へ代入し認識機能を実現する工程の自動化を行っ
た．今後の展望としては caﬀemodel ファイルをテキス
トデータに変換する工程を含めた全自動化を行うソフ
トウェアの提案，実装を行う必要がある．

7
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図 2: 認識機能生成手順
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