ホワイト ペーパー

つくろう、 人工知能が実現する未来を
エッジからコア、 クラウドまで真のインパクトをもたらす

人間とマシンの協調関係をさらに前進
よりよい世界の実現は決して 「人工」 的な見せかけではありません
この数十年、 テクノロジーは私たちの世界をゆっくりと形作り、 祖父母の世代からす
れば現実とは思えないほど進化しました。 自宅やポケットの中にあるガジェットも、
その変化の 1 つです。 他にも、 研究者や科学者によって、 強力なハイ パフォーマン
ス コンピューティング （HPC） スーパーコンピューターを使用して、 いろいろなことが
進められ、 生活を一変させるような質問の答えが導かれ、 生命科学、 地球科学、
物理学、 化学、 天文学における画期的な発見が次々と起こりました。
しかし、 変化のペースはさらに加速しそうです。 HPC の価格性能比は下がり続け、
人工知能 （AI） が本格的に普及し始めたことで、 可能性はもう無限と言ってよい状
況になりつつあります。 現在、 ビジネスの世界では、 多くの企業がビジネス目標をよ
り高くかかげ、 より早く達成しようと、 AI の可能性を模索し始めています。 まさに、
かつてないほど実際の課題に直結するようになってきたのではないでしょうか。
AI を利用すれば、 かつてはその量に圧倒されていたデータを使ってインテリジェント
なインサイトが生み出され、 それを頼りにする人たちのためにどう使えばよいのか、
その方法が見つかります。 たとえば次のような例があげられます。
•
•
•
•

新薬開発と個々の患者に合わせたきめ細やかな医療を発展させて病気と闘う
サプライ チェーンの柔軟性と即応性を向上させて、 適時適所に製品を届ける
適切なタイミングで、 適切な顧客に、 適切なオファーを提示する
革新的な製品とサービスの開発を、 より迅速にコスト パフォーマンスよく進める

これはほんの始まりにすぎません。 実際の人間が AI を使用すると、 人間の能力が
拡張されるため、 愛する人たちを守り、 効率を上げて無駄を省き、 不確実なビジネ
ス環境において競争力を獲得し成功を収めることが可能になります。
その実現は決して 「人工」 的な見せかけではありません。

つくろう、 人工知能が実現する未来を
© 2020 Dell Inc. その関連会社。
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AI で成功するための前提条件
イノベーションの障壁を取り除く

全世界のデータ量は、 急増を続け、 2025 年には 175ZB に達すると予想されていま
す。 1AI には、 付加価値の高い有意義な予測を立てて、 変化する市場状況と顧客
のニーズに迅速に対応できるよう、 組織をサポートする力があります。
おそらくそれが理由でしょうが、 IDC によると、 2025 年までに新しいエンタープライ
ズ アプリケーションの 90% 以上に AI が組み込まれると予測されています。 2 しかし
それと同時に、 AI 機能を全面的に本格導入したと報告している企業はわずか
14.6% です。3 つまり、概念実証から完全な本番稼働へと移行できる企業の能力には、
大きな差があることを示しています。
企業は今、 タイムリーで正確な、 価値あるインサイトをデータから引き出すことがで
きるテクノロジーを、 これまで以上に求めています。
しかし、 新しいテクノロジーはどれもそうですが、 可能なことと実用的なものとの間に
は時間差があります。 多くのアーリー アダプターは、 クラウド モデルを使用して AI
の実験を始めました。 クラウドはさまざまなメリットをもたらしてくれます。 特に、 クラ
ウドなら、 高度なスキルを持つ人材が必要で複雑でコストがかかるオンプレミス シス
テムを構築しなくても、 AI をすぐに始められます。
しかし、 AI のユース ケースが概念実証から本番稼働へと進歩するにつれて、 これら
AI のアーリー アダプターの多くは、 ハイブリッド クラウドでレイテンシーと移植性の課
題を感じるようになっています。 レイテンシーは、 AI ワークロードをパブリック クラウ
ドにバーストするときや、 クラウドとオンプレミス間でデータを転送するとき、 あるいは
クラウド内でデータを処理するときに、 問題となる可能性があります。 実際、 業界関
係者は 「ハイブリッドのレイテンシーが原因で、企業はオンプレミスにあるデータを使っ
てクラウドで AI ワークロードを実行できなくなっている」 と報告しています。 4

「タイムリーで正確な、 価
値あるインサイトを引き
出すことができる適切な
テクノロジーがなけれ
ば、 データは本来の真
価を発揮できません」
— IDC 6

少なくとも一部の AI ワークロードをオンプレミスに移行すれば、 その解決策になると
思われます。 しかし、 最初の課題は依然として残ります。 本番稼働環境で、 オンプ
レミスのデータ センター、 複数のパブリック クラウドとプライベート クラウドにわたっ
て AI を実行できる HPC を設計、 導入、 管理するスキルを持った社内のリソースが
不足しているという問題です。
こうしたことを考えると、 Gartner の 「2019 AI in Organizations」 調査で、 組織が
AI の実装を妨げる外部と内部のさまざまな障壁に直面していることが明らかになった
のも、 意外なことではありません。 障壁として上位に挙がったのは、 セキュリティや
プライバシーに関する懸念、 そして既存のインフラストラクチャと AI ソリューションを
統合することの複雑さでした。 5
現実として、 企業が AI を使用して優位性を築くには、 ハイブリッド クラウド環境全体
にわたってアプリケーションの移植性を高めながら、 IT の複雑さを軽減し、 既存のス
タッフ リソースが最小限のトレーニングだけで AI を管理できるようにする必要があり
ます。
Dell Technologies は、 これらの課題に取り組んでおり、 AI で世界とビジネスを真に
変革するための道を切り開いています。

1

Seagate の協賛による IDC ホワイト ペーパー 『Data Age 2025: The Digitization of the World: From Edge to Core』 （2018 年 11 月）。

2

IDC、 『IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions』 （2019 年 10 月）。 文書番号 US45599219。

3

Forbes、 『AI Stats News: Only 14.6% Of Firms Have Deployed AI Capabilities In Production』 （2020 年 1 月）。

4

Disruptor Daily、 『What Are The Challenges To AI Adoption In Cloud Computing? 9 Experts Share Their Insights』 （2019 年 9 月）。

5

Gartner、 『Cool Vendors in AI Core Technologies』 （2020 年 4 月）。

6

IDC、 『Worldwide Artificial Intelligence Forecast, 2019–2023』 （2019 年 7 月）。 文書番号 US45332319。
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Dell Technologies の視点
日々、 ますます多くのエンジニアや研究者、 設計者が AI のパワーを活用し、 私た
ちの世界を意義ある方向に変えています。 さまざまな業界のあらゆる規模の組織が
AI を活用して、 より大きな質問の答えを導き出し、 驚きの発見をスピーディーに成し
遂げています。
Dell Technologies は、利用したいすべての人に AI のパワーをもたらすために全力を
尽くします。 Dell Technologies の製品とソリューションのポートフォリオは、 AI をあら
ゆる規模のビジネスと機関の手に渡し、より多くの人がデータの力を活用して、世界を
より良い場所にしていけるようにすることを目指して設計されています。
このような理由から、Dell Technologies はハイブリッド クラウド AI を実現できるように、
AI ソリューションを拡張しているのです。 Dell Technologies の AI ポートフォリオは以
前から充実していましたが、 最新のソリューションはそれをさらに補完するように設計
されており、 マルチクラウド AI を成功させるために必要な、 マルチクラウドの移植性、
演算処理能力、 拡張性を提供します。
Dell Technologies の製品を活用すると、 次のメリットを手に入れることができます。
• 場所を問わない AI の活用 ： VMware が実現する移植性によって、 ハイブリッド ク
ラウド全体で AI アプリケーションを迅速に導入することができます。
• 継続的なインサイト ： クラウド全体にわたる革新的な修復機能と直感的な管理機
能によって、 インサイトが途切れず流れ続けます。
• 現実の規模に合った AI ： Dell Technologies のエンドツーエンドのポートフォリオを
活用して、 AI ソリューションをノートパソコンからスーパーコンピューターまで拡張
できます。

「Dell EMC および VMware とのパートナーシップのおか
げで、 AI を実現して、 お客様に最先端のテクノロジーを
提供することができました。 中規模企業である当社は、
適切なテクノロジー パートナーがいれば、 どのような規
模のビジネスでも、 AI ワークロードを運用できることを
示していると自負しています。」
— OTTO Motors、 IT ディレクター、 P.J. Camm 氏
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Dell Technologies と一緒につくろう、 AI が実現する未来を
「今後の 5 年間プロビジョ
ニングされるアプリケー
ションの数は、 これまで
の 40 年でプロビジョニン
グされてきた数を上回る
でしょう。 ... 他にももっ
とあります。 …AI などあ
らゆる種類の新しい機
能を使用して、 データ中
心のものになるでしょう。
アプリケーションの性質
は根本的に変化してい
ます。」
—
 VMware、 ク ラ ウ ド プ ラ ッ ト
フ ォ ー ム 部 門 VP 兼 CTO、 Kit
Colbert

場所を問わない AI の活用

Dell Technologies は、 VMware® vSphere® で移植性を実現することによって、 ハイ
ブリッド クラウド全体で AI アプリケーションを導入できる機能を提供します。
VMware vSphere 7.0 がバンドルされた VMware Cloud Foundation
VMware は、Dell Technologies ファミリーの一員として、Dell Technologies の AI ポー
ト フ ォ リ オ に 不 可 欠 な 存 在 で す。 VMware Cloud Foundation™ に 含 ま れ て い る
VMware vSphere 7.0 は、Dell Technologies のインフラストラクチャで運用する AI に、
画期的なイノベーションをもたらします。
• Kubernetes® コンテナー コントロール プレーン ： コンテナー化された環境、 仮想
化された環境、 従来のアプリケーション環境を、 単一のプラットフォームに統合し、
既存の vSphere の管理者が最小限のトレーニングでサポートすることができます。
• Bitfusion アクセラレーター仮想化 ： 複数のベンダーが提供するオンプレミスとク
ラウド アクセラレーターを仮想化し、 アクセラレーターを VMware vCenter® クラス
ターとして管理される柔軟なプールにおき、 開発者がセルフサービスでアクセスで
きるようにします。
• VMware Cloud Foundation ： vSphere、 VMware vSAN™、 VMware NSX®、
VMware vRealize® Suite が 1 つのプラットフォームにバンドルされているため、デー
タ センターで使用しているものと同じツール、チーム、スキル、ポリシー、標準を使っ
て、 ハイブリッド環境を運用できます。
Dell EMC Ready Solution for AI ： GPU as a Service （GPUaaS））
AI がますます普及していくにつれて、 先見的な考えを持つ組織では、 IT を効率化し、
シンプルにする方法を模索しています。 そうすれば、 シンプル、 柔軟性、 コストの最
適化を実現するハイブリッド クラウド モデルで、 従来のコンピューティング ワークロー
ドと、 AI など先進のコンピューティング ワークロードを一緒に運用できる能力が高ま
ります。
AI 向けのハイブリッド クラウドを活用できるよう支援するために、 Dell Technologies
は、 Dell EMC 製のサーバー、 ネットワーキング、 およびストレージと、 VMware
Cloud Foundation、 および VMware vSphere に組み込まれている最新の高度な機
能を統合した、 検証済みの設計を作成しました。 これらのソリューションが一体となっ
て、 お客様の企業での AI 実現に必要なパワー、 移植性、 シンプルな管理を提供し
ます。
アクセラレーター能力の向上： ワークロードのパフォーマンスは、アクセラレーター
• アクセラレーター能力の向上：AI
の能力によって左右されます。 ただし、 GPU やその他のアクセラレーターは、 サ
イロ化されていてほとんど活用されていなかったり、 個々のユーザー専用のワーク
ステーションにバインドされていることがよくあります。 VMware vSphere 7.0 には、
Bitfusion テクノロジーが組み込まれ、 オンプレミスまたはクラウドにあるアクセラ
レーターを仮想化することができます。 セルフサービスでアクセラレーターにアクセ
スできる機能を開発者に提供することで、 イノベーションが可能になり、 貴重なア
クセラレーター リソースの使用率と効率性が向上します。
• ハイブリッド クラウド全体での移植性 ： AI アプリケーションは、 パブリック クラウド
とプライベート クラウドの間で、 変更をほとんどまたは全く行うことなく、 両者をま
た い で、 一 貫 し て 確 実 に 実 行 で き る 必 要 が あ り ま す。 VMware vSphere は
Kubernetes をネイティブでサポートしており、 クラウド全体で AI アプリケーションを
移植するための、 移植可能で一貫性のあるコンテナー環境を提供します。
• シンプルな管理機能 ： VMware Cloud Foundation に組み込まれているイノベー
ションによって、 IT チームは実績のある Dell EMC PowerEdge サーバー、 ネット
ワーキング、 およびストレージで運用されている、 使い慣れた VMware 環境で、
AI とその他のアプリケーションを同時に実行することができます。
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ケンブリッジ大学におけ
る Data Accelerator の
実装は、 2019 年 6 月
の IO500 世 界 HPC
ストレージ ランキング
で第 1 位に 達する成
功を収めました。 第 2
位のストレージと比較
してパフォーマンスが
ほ ぼ 2 倍 で あ り、 世
界で最も高速な HPC
ストレージ ソリュー
ションとなりました。 7

Dell EMC Ready Solution for vHPC
AI などの HPC ワークロードは、 通常は、 仮想化されていないベアメタル システム
上で実行されており、 導入と管理には特別なスキルが必要です。 しかし、 最新バー
ジョンの VMware vSphere を導入することで、 仮想化された HPC のメリットをより多
くの組織が体験できるようになりました。 次のようなメリットを得られるよう支援します。
• 柔軟性と俊敏性の向上 ： インフラストラクチャをオンデマンドで迅速にプロビジョニン
グできるため、 スピーディーな反復とスケールアウトが可能になります。 セットアッ
プやツールの入れ替えに掛かる時間を短縮でき、 インサイトの獲得により多くの時
間を費やすことができます。
• 複雑さの緩和 ： 使い慣れた仮想化プラットフォームで、 テクノロジー パートナーの
広範なエコシステムが提供するバックアップ、 セキュリティ分析、 ファイアウォール、
運用管理などの付加価値の高いサービスを利用して、 AI と HPC を運用できます。
• 運用効率の向上 ： 一元管理機能により、 セットアップと構成にかかる時間を最小
限に抑えることができます。 継続的なプロビジョニングとメンテナンスなどの運用が
シンプルになります。ライブ マイグレーションを利用すると、計画的なダウンタイムを
回避できます。
• データ ガバナンスと機密情報の管理：セキュリティの分離によって、 同じクラスター
内のデータが仮想マシンに表示されるのを防ぎます。 各 VM は、 自身に指定され
た仮想ディスク ファイルにしかアクセスできません。
• コスト効率に優れたライセンス ： VMware vSphere Scale‑Out は、 AI、 HPC、 お
よびビッグ データ ワークロードに対応した、 業界をリードする仮想化プラットフォー
ムを、 コスト効率に優れた価格で提供します。
Dell EMC Ready Solutions for HPC Storage、 Data Accelerator
HPC と AI の統合が進む中、 研究者はこれらのワークロードを同じシステム上で同
時に実行したいと考えています。 また、増大するデータセットと、帯域幅とレイテンシー
が重視されるワークロードが相まって、 一元化された並列ファイル システムの需要
が高まっています。そのため、ストレージ I/O のボトルネックで待機時間が長くなり、ファ
イルシステムが動作不能になる可能性も生じています。
このストレージの課題を解決するために、Dell Technologies、インテル ®、およびケン
ブリッジ大学は、 データを多用する次世代の HPC および AI ワークフローの実現に
向けて協力して取り組んできました。Data Accelerator という NVMe ベースのストレー
ジ ソリューションが、 先進の SSD とファブリック テクノロジーを搭載した Dell EMC
PowerEdge R740xd サーバーの最適な利用を実現し、 I/O パフォーマンスの課題を
軽減します。 Data Accelerator では、 次のことが可能になります。
• 中央にあるネットワーク化されたファイル システム上の、 データを多用するアプリ
ケーションのパフォーマンス ボトルネックを軽減します。
• ハイパフォーマンスでスケジュール可能な決定論的 I/O リソースを介して、 革新的
な I/O パフォーマンスを実現します。
• 一般的に使用されているスケジュール設定ツールと連携するように再設計する必
要なく、 従来の HPC ストレージと統合できます。
• すぐに利用可能なサーバーおよびネットワーキング テクノロジーをベースに構築さ
れた Infrastructure‑as‑Code とクラウドネイティブ テクノロジーを利用して、 オー
プンソース ソフトウェア ソリューションを作成できます。
ホワイト ペーパーをご覧ください。

7

Virtual Institute for I/O、 『IO500』 （2019 年 6 月）
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継続的なインサイト

モダン IT インフラストラクチャは性能が高く柔軟性に優れていますが、 一般に複雑で
管理が困難です。 Dell Technologies は、お客様の AI ソリューションをパワフルなイン
フラストラクチャ管理機能でさらに完璧なものにして、 ハイブリッド クラウド全体でイン
サイトが途切れず流れる AI ソリューションを実現できます。
Dell EMC OpenManage
Dell EMC OpenManage システム管理ポートフォリオは、 自動化された反復可能な
プロセスをお客様の独自のポリシーに基づいて提供する直感的なツールで、 システ
ム管理の煩わしさを軽減し、 IT インフラストラクチャの複雑さに対処できるよう支援し
ます。 さらに、 即時通知、 リモート管理、 および拡張現実対応の修正機能によって、
予期しないイベントやビジネスの優先事項の変更に迅速に対応できます。
• OpenManage Mobile ： ユ ニ ー ク な Android/iOS ア プ リ で あ る Dell EMC
OpenManage Mobile を活用すると、IT 管理者は、いつでも、どこでも、データ セン
ターの問題を追跡して不測の事態に迅速に対応できます。 また、 このアプリは、
機械学習を活用して Dell EMC PowerEdge MX7000 シャーシを識別し、 拡張現
実 （AR） を使用して各コンポーネントの稼働状態ステータスのオーバーレイを重
ねて表示します。 最新のリリースでは、 IT 管理者は電力および温度のポリシーを
確認したり、 緊急時の電力削減と内部ストレージの監視を行ったりすることができ
ます。 また、 AR インターフェイスも新しくなっています。
• OpenManage Integration for VMware vCenter ： Dell Technologies は、
vSphere Lifecycle Manager をサポートするたった 2 社しかいないベンダーのうち
の 1 社です。 この統合はワークフローに組み込まれているため、 物理ホストと仮
想ホストの両方の情報を単一の画面で見ることができます。 また、vCenter のユー
ザー インターフェイスを使用して、 ソフトウェア、 ドライバー、 およびファームウェア
のアップデートを 1 つのスケジューラーで調整することもできます。 スケジュラーは
1 つで済むため、 VMware インフラストラクチャの包括的なエンドツーエンドのアッ
プデートを統合できます。 さらに、 事前チェックで、 アップデートの準備ができてい
ないクラスターがあるかどうかを警告します。
• OpenManage Enterprise ： サーバーのオンボーディングを迅速化し、 サーバー
のライフサイクル管理を安心して拡張できます。 単一のインターフェイスで、 システ
ム管理の操作性を統一でき、 プールベースのプロファイル管理やモジュラー型コン
ポーネントの自動検出機能などの新機能を活用して、 MX シャーシと標準の
Dell EMC PowerEdge インフラストラクチャ全体を大規模に管理できます。

Dell Technologies は、 vSphere Lifecycle Manager をサポー
トするたった 2 社しかいないベンダーのうちの 1 社です。

「OpenManage Enterprise を活用すれば、 手動によ
る導入と比較して、 サーバーの導入の時間を 88%
短縮でき、 1 台のサーバーに対して 14 ステップ少な
い手順で導入できます。...OpenManage によってサー
バー側から検出が開始されるため、 1 台のサーバー
に対して 5 つの基本的な手順および 15 秒の IT 管理
者の作業を実施するだけで済みます。 ネットワーク ス
キャンは必要ありません。」 8
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Principled Technologies、 『Boost data center staff productivity with OpenManage Enterprise』 （2020 年 3 月）
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現実の規模に合った AI

Dell Technologies はすでに、 複雑な問題をかつてないスピードで解決できるように
設計された、 拡張性と柔軟性に優れたソリューションで、 お客様がこのワクワクする
新しいフロンティアのメリットを探り、 享受できるように支援しています。 実際、 ワーク
ステーション、 サーバー、 ネットワーキング、 ストレージ、 ラック システム、 サービス
にまたがる AI、 HPC、 およびデータ分析のポートフォリオを取り揃えている企業は、
世界中 Dell Technologies だけです。 また、Dell Technologies の AI エキスパートは、
AI と HPC の発展に取り組む世界規模のテクニカル コミュニティーでイノベーター兼
コラボレーターとして活発に活動しています。
Dell Technologies は現在、 次の AI ポートフォリオを提供しています。
• Dell EMC Ready Solutions for AI は、 実績ある AI の専門技術によってもたら
される、 より深いインサイトをより早く獲得できるように構築された設計で、 AI をシン
プルにします。
リファレンスアーキテクチャおよび検証済み設計では、 ワーク
• AI 向け Dell EMC リファレンスアーキテクチャおよび検証済み設計
ロードまたはアプリケーションに最適化されたシステムを構築、 運用するための、
エンジニアリング テスト実施済みのガイダンスを提供します。
ワークステーションは、 高度なテクノロジーに手が届く、 コスト パ
• Dell Precision ワークステーション
フォーマンスに優れたソリューションで、 AI の導入と管理ができるパワーを提供し
ます。
• Dell EMC PowerEdge サーバー （R740、 R740xd、 R7525、 C4140 など） は、
AI などのスケール アウト ワークロード向けに設計されています。 幅広い構成オプ
ションと接続オプションで、 最新のプロセッサー、 アクセラレーター、 メモリー、
NVMe ストレージを搭載しています。

Dell Technologies の強み
「お客様にパーソナライズ
されたマーケティング
コンテンツを提供するた
めに、 AI ワークロードを
実行できる、 柔軟で信
頼性が高く、 拡張性に
優れたインフラストラク
チャを必要としていまし
た。 Dell EMC お よ び
VMware とのパートナー
シ ッ プ の お か げ で、
人工知能を実現でき
ます。」
— Epsilon、 CIO、 Robert Walden 氏

8 | つくろう、 人工知能が実現する未来を
© 2020 Dell Inc. その関連会社。

Dell Technologiesの目標は、お客様のような組織が高度なデータ分析とAIを活用
し、それぞれが得意とする分野で世界を変えられるよう支援することです。

Dell Technologies カスタマー ソリューション センター

Dell Technologiesカスタマー ソリューション センター専用のグローバル ネットワーク
は、信頼できる環境です。世界クラスのITエキスパートが既存のお客様や導入を検
討されているお客様と協力してベスト プラクティスを共有し、効果的なビジネス戦略を
深く議論し、企業の成功と競争力の向上を促します。カスタム ソリューション センター
は、新しいテクノロジー投資に伴うリスクを軽減し、導入を迅速かつ容易に進められる
ように支援します。

AI 体験ゾーン

AIに興味がありますか？シンガポール、ソウル、シドニー、バンガロールでデモを実
行し、概念実証とパイロット ソフトウェアをお試しください。Dell Technologiesのエキ
スパートと協力して、ベスト プラクティスを共有することにより、最新のテクノロジーを
詳しく調べ、高度なコンピューティング ワークロードに必要な情報を得て実地体験を
積むことができます。

Dell Technologies HPC および AI イノベーション ラボ

テ キ サ ス 州 オ ー ス テ ィ ン に あ る HPC お よ び AI イ ノ ベ ー シ ョ ン ラ ボ は、
Dell Technologies のフラッグシップとなるイノベーション センターです。 13,000 平方
フィートのデータ センターにあるこのラボでは、数千台の Dell EMC PowerEdge サー
バー、 2 つの強力な HPC クラスター、 高度なストレージ、 ネットワーク システムに
アクセスできます。 このラボには、 コンピューター科学者、 エンジニア、 および特定
分野のエキスパートの専任グループが配置されており、お客様や HPC コミュニティー
の他のメンバーと積極的に連携し、協力しています。チームは HPC および AI ソリュー
ションを設計し、 新規および新興のテクノロジーをテストして、 パフォーマンスの結果
やベスト プラクティスなどの専門知識を共有します。

Dell Technologies HPC および AI Centers of Excellence

「2025 年までに、 新しい
エンタープライズ アプリ
ケーションの 90% 以上
に人工知能が組み込ま
れるでしょう。そのほとん
どは AI 対応アプリケー
ションとなり、 アプリケー
ションをより 『スマート』
に、 より動的にするため
の段階的な進歩がも
たらされると予測され
ます。」
— IDC9
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データ分析、HPC、およびAIの統合とテクノロジーの進化に伴って、Dell
Technologiesの世界規模のHPCおよびAI Centers of Excellenceでは、ソート リー
ダーシップを提供し、新しいテクノロジーをテストし、ベスト プラクティスを共有していま
す。Centers of Excellenceは、地域レベルの業界パートナーシップを維持しており、
デルをはじめとしたテクノロジー クリエイターに直接アクセスして、お客様のフィードバ
ックやニーズを製品ロードマップに組み込むよう働きかけています。これらのCenter
of Excellenceは、コミュニティー内の広範なノウハウと経験に基づくリソースのネット
ワークを、コラボレーションを通じて提供しています。

サービス

設計と実装からサポートおよびシステム管理に至るまで、Dell Technologies は、オン
プレミスと管理対象システム、 クラウド内のシステムを含めた、 AI、 HPC、 およびデー
タ分析向けの包括的なサービス ポートフォリオを提供しています。Dell パートナーは、
その行程のあらゆるステップでお客様と連携し、 人、 プロセス、 およびテクノロジーを
リンクさせてイノベーションを加速し、 最適なビジネス上の成果を実現します。
• コンサルティングでは、 戦略から導入、 継続的な最適化までを網羅した AI および
データ分析サービスを提供しており、 目標とするビジネス成果を大規模にスピー
ディーに達成するために必要な人材、プロセス、およびテクノロジーを橋渡しします。
その支援には、 AI テクノロジーの実装と事業化、 データ エンジニアリング能力促
進の支援などがあります。
• AI と HPC の導入を始めたばかりのお客様向けの ProConsult アドバイザリー サー
ビスでは、 お客様のビジョンと戦略に即した測定可能な成果を達成するための変
革を評価、 計画します。 これらのサービスは、 複数のレベルで提供されており、
再現可能な手法を採用しています。
• Education Services では、データ サイエンスと高度な分析におけるコースと認定書を
提供します。 ディープ ラーニング研究所では、 自習形式のオンライン ラボとインスト
ラクターによるワークショップを通じて、 さまざまなアプリケーション ドメインにわたっ
てニューラル ネットワークを設計、 トレーニング、 および導入するための最新の手法
についてトレーニングを実施しています。
• ProDeploy は、 経験、 専門技術、 ベスト プラクティスを持つ専任の AI および
HPC スペシャリストのグローバル チームを活用して、 Dell EMC Ready Solutions
の導入を成功させられるように支援します。 Dell Technologies の導入モデルでは、
設計検証、 ベンチマーキング、 製品のオリエンテーションに加えて、 包括的で実
績のあるシステム実装を提供しています。
• ProSupport のエキスパートは、 包括的なハードウェアとコラボレーション ソフトウェ
アのサポートを 24 時間 365 日体制で提供し、 最適なシステム パフォーマンスを
確 保 す る と と も に、 ダ ウ ン タ イ ム を 最 小 限 に 抑 え る た め の 支 援 を し ま す。
ProSupport Add‑on for HPC では、 マルチベンダー システムをサポートする際の
複雑さに対処できるよう支援する専任の HPC ソリューション専門家へのアクセスを
含めた、 Dell EMC Ready Solutions for AI、 HPC、 および Data Analytics の特
別な利用資格とともに、 ソリューション対応のサポートを提供します。
• PowerEdge 構成サービスでは、 出荷前に構成を実施することで、 お客様が新し
いサーバーを迅速に導入して AI 環境で拡張を実現できるよう支援します。 システ
ム設定、 カスタム資産のタグ付けから、 お客様提供によるシステム イメージ、 カー
ドの配置に至るまで、 新しい PowerEdge サーバーをお客様の仕様に正確に合わ
せて、 すぐに導入できる形で提供します。
• リモート クラスター管理サービスでは、 高度なスキルを持つ専門スタッフが、 HPC
システムとアプリケーションをプロアクティブに管理してメンテナンスするため、 お客
様はコア ビジネスに専念できます。
• Dell Technologies マルチクラウド AI ソリューションは、 Dell Technologies Cloud
と R Systems®、 Verne Global®、 よび DXC® クラウド サービス プロバイダーを含
めたさまざまなパブリック、 プライベート、 ハイブリッド クラウド リソースに対応して
います。

IDC、 『IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions』 （2019 年 10 月）。 文書番号 US45599219。
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リソース
• Dell EMC PowerEdge リ フ ァ レ ン ス
アーキテクチャ
• Dell EMC OpenManage Systems
Management ソリューション
• Dell Technologies カスタマー ソリュー
ション センター
• Dell Technologies HPC および AI イ
ノベーション ラボ
• Dell Technologies HPC お よ び AI
Centers of Excellence

詳細はこちら
delltechnologies.com/ai

柔軟な支払いソリューションと柔軟な利用ソリューション
Dell Technologies On Demand では、 IT インフラストラクチャの利用方法における、
選択肢、 柔軟性、 予測可能性の幅を広げます。 Dell Technologies On Demand に
含まれる柔軟な支払いソリューションと柔軟な利用ソリューションは、 IT をすぐに入手
して、 後で段階的にお支払いいただけるように設計されています。 さらに、 これらの
ソリューションにより、 キャッシュ フローを調整でき、 予算内に収めながら将来のアッ
プグレードに備えることができます。 Dell は、 お客様がニーズを今までにないほど簡
単に満たすことができる広範な支払いソリューションを提供します。
• Dell Technologies の支払いソリューションは、 Dell Technologies の製品および
サービスのポートフォリオ全体でご利用いただけます。
• カスタム支払いソリューションでは、 従量課金制で、 ビジネス目標、 導入スケジュー
ル、 成長予測に合わせた予測可能な支払いが可能になります。
• 利用ソリューションでは、 オーバープロビジョニングの負担とコストをかけず、 使用
した量だけお支払いいただけます。 利用していないテクノロジーについては支払い
が発生しません。
• ソフトウェア ファイナンス ソリューションは、 後払いおよび年払いを含めて、 ソフト
ウェアの取得に対応しています。 また、 ライセンス契約の購入に使用することもで
きます。

Copyright © 2020 Dell Inc. その関連会社。 All rights reserved. （不許複製 ・ 禁無断転載） Dell、 EMC、 およ
びその他の商標は Dell Inc. またはその関連会社の商標です。 その他の商標は、 各社の商標または登録商標
です。 Published in the USA 06/20 ホワイト ペーパー DELL‑AI‑POV‑USLET‑101
VMware® 製品は、 http://www.vmware.com/go/patents に記載されている 1 つまたは複数の特許の対象です。
VMware® は米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。 Kubernetes® は、
Linux Foundation の 登 録 商 標 で す。 Intel® は、 ア メ リ カ 合 衆 国 お よ び / ま た は そ の 他 の 国 に お け る Intel
Corporation ま た は そ の 子 会 社 の 商 標 で す。 R Systems® は、 R Systems NA, Inc. の 商 標 で す。 Verne
Global® は、 Verne Holdings, ehf. の登録商標です。 DXC® は、 米国およびその他の国における DXC の商標、
登録商標、 またはトレード ドレスです。
本書に掲載されている情報は、 発行日現在で正確な情報であり、 この情報は予告なく変更されることがあります。

