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1  以前のシステムとの比較です。 出典 ： Dell EMC 導入事例
ビデオ、 『ケンブリッジ大学』、 （2019 年 10 月にアクセス）。  

2  Dell EMC 導入事例ビデオ、 『MIT Lincoln Laboratory』、 
（2019 年 10 月にアクセス）。

今日の市場における優位性は、データ主導型のエンタープライズが手にします。多くの組織にとっ

て、人工知能 （AI）、データ分析、モデリング、シミュレーションなどの先進コンピューティング ワー

クロードは、 すでに競争上の優位性をもたらす重要な要素になっているか、 これからそうなって

いきます。 ハイ パフォーマンス コンピューティング （HPC） システムが、 より小さく、 よりシンプ

ルに、より低コストになるにつれて、企業の IT チームは HPC を採用して、先進コンピューティン

グやその他の企業ワークロードに必要なスループットと容量を提供しようとしています。

1 つのシステム上で HPC と AI およびデータ分析を統合することによってさまざまな効果が得ら

れます。 たとえば、ハイ パフォーマンス データ分析 （HPDA） の実行、高頻度取引の高速化、

リスク分析の強化、不正検出の向上、Internet of Things （IoT） からのデータ収集と分析、モー

ション ピクチャ アニメーションと特殊効果のサイクルの高速化などが挙げられます。  

ただし、 予算とパフォーマンスを最適化するには、 先進コンピューティング リソースをビジネス

要件に見合ったものにすることが重要です。 システム構成は複雑な作業であり、 ワークロード

要件、 パフォーマンス ターゲット、 データ センターの制約、 価格のバランスを取る必要があり

ます。多くの企業では、必要な ROI を実現するために、先進コンピューティング システムを調査、

最適化、 導入する時間がありません。

Dell EMC HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics では、 Dell Technologies のエ

キスパート エンジニアがこの大変な作業を実施済みなので、 ビジネスのニーズに合ったハイ 
パフォーマンス コンピューティング ソリューションを迅速に導入することができます。 Dell EMC 
Ready Architecture を使用すると、 特定のワークロードに合わせてソリューションをチューニン

グし、 必要に応じてモジュラー型ビルディング ブロックで拡張することができるため、 予算に基

づいて投資を最適化できます。

HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics では、 本質的に、 データの急激な増加と

ワークロードの需要の増加に対応するためのスループットと容量を提供できます。 そのため、

ビジネス ユーザーはこれまで以上に大きな目標を立て、 迅速に行動できるようになります。

AI、 データ分析、 および、 データ分析、 および HPC をを 1 つのシステムで実行つのシステムで実行

Dell EMC HPC Ready Architecture は、 先進コンピューティング システムの構成、 導入、 お

よび管理をシンプルにするために、 エキスパート エンジニアリング チームによって設計されて

います。 HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics は、 Kubernetes® スタック上のさ

まざまなアプリケーション向けに最適化、 テスト、 チューニングが行われており、 継続的なテス

トと検証を行って、 検証済みオプションのリストを拡充しています。 このソリューションでは、 同

一システム上で HPC、AI、およびデータ分析のワークロードを実行するため、導入と管理がシン

プルで、 コストを低く抑えることができます。

HPC Ready Architecture for 
Artificial Intelligence and Data 
Analytics
AI、 データ分析、 および先進コンピューティングのワーク

ロードを 1 つのシステム上で実行
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柔軟なワークロード管理により、 Slurm® と Kubernetes の間で、 この両方をサポートする拡張

性に優れた共有ファイル システムを使用して、 ユーザーのニーズに基づいてジョブを動的に移

動できます。 Bright Cluster Manager® により、 Dell EMC ハードウェア、 Slurm、 および

Kubernetes を単一コンソールで管理できます。 Dell EMC PowerEdge サーバーにはアクセラ

レーターが用意されており、 処理能力を高めてお客様の最も要求の厳しいワークロードに対応

できます。

HPC Ready Architecture for AI and Data Analytics には、 工場出荷時インストール済みオペ

レーティング システムから、 GitHub® 上にリポジトリーを持つフル Kubernetes クラスターへとシ

ステムを移行する際に役立つベスト プラクティス ガイドとツールキットが付属しています。

Bright Cluster Manager ソフトウェアを使用すると、 システム管理者はクラスターを迅速に立ち

上げ、 ライフサイクル全体を通じて確実に稼働させておくことができます。  

Ready Architecture のコンポーネントのコンポーネント

最適なソリューション構成は、 実行するアプリケーションの固有の組み合わせと、 データ分析、

人工知能、 および先進コンピューティング ワークロードの種類によって異なるため、 エンジニア

リング検証済みの推奨されるオプションと、 これらの選択を行う際に考慮すべき基準を提示して

あります。お客様固有のニーズに合わせたソリューションの設計を支援するために、従来どおり、

Dell Technologies の HPC および AI のエキスパートをご利用いただけます。 また、 Dell 
Technologies Services は、 コンサルティングや教育、 導入やサポートまでと幅広く、 必要なと

きに必要な場所で利用できます。
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