Dell EMC HPCおよびAI
Center of Excellence
イノベーションと専門知識のハブ

高度なコンピューティングでイノベーションのスピードに対応
私たちは激動の時代に生きています。処理能力と接続機能が発展し、リアルタイムの情報をもたらす
新しい膨大な情報源が生まれていることは、次なる産業革命の原動力となり、人類の発展における飛
躍的な一歩を後押ししています。こうした変革の促進要因であるデータ分析、ハイ パフォーマンス コン
ピューティング（HPC）、人工知能（AI）は、新境地を開拓し、重要な発見を行い、私たちが今日
直面している最重要課題を解決するための力を与えてくれます。
これらのテクノロジーは、急速に統合され、ますます多くの業種の新しいユースケースに拡大しています。
当然のことながら、これまでよりも大きな課題やデータセットは常に存在し、HPCを発見とイノベーション
のスピードに対応させることが求められています。
こうした急速な変化により、結果とイノベーションを促進し、世界規模でリスクを低減するためのさまざま
な機会が切り開かれます。ただし、現状から将来の目標状態に到達するためにやるべきことは多数あり
ます。
この点こそ、Dell EMCが得意とする分野です。Dell EMCは、世界クラスのテクノロジー ソリューションを
提供するだけでなく、お客様がデジタル変革への道筋を計画する際に必要となる世界クラスの専門知
識も提供しています。世界に広がるDell EMC Center of Excellenceのネットワークでは、お客様の環
境に合ったソリューションの設計、最先端テクノロジーの試験導入、エキスパートとの共同作業を行えま
す。Dell EMCは、データ主導ビジネスを実現する過程の各ステップでお客様を支援し、データ分析とAI
の適切な組み合わせをワークロードとビジネス目標に合わせて最適化します。

デジタルの未来を現実のものに
Dell Technologiesはお客様とパートナーを組み、コラボレーションを行い、お客様のビジョンからの価値
創出を支援します。カスタマイズされたエグゼクティブ ブリーフィングに参加するか、世界中に展開されて
いるいずれかのカスタマー ソリューション センターでのエンゲージメントをスケジュールするかをお選びいただ
けます。

デル エグゼクティブ ブリーフィング センター

戦略、計画、学習
エグゼクティブ ブリーフィング プログラムは、現在のみならず将来の成功にもつながるデジタル戦略の策定
においてお客様組織を支援します。ブリーフィングはすべて、お客様のニーズ、課題、目指すゴールに沿
うよう、カスタマイズされた内容で準備されます。ブリーフィングを通して、Dell Technologiesファミリーの
経営幹部や特定分野のエキスパート（SME）と直接面会し、率直な議論を交わしながら、お客様の
トランスフォメーションを実現するためのプランを練る絶好の機会を提供いたします。お客様は、デルのオ
フィスとお客様サイトのどちらでブリーフィングに参加するかを選択できます。より深く掘り下げたいお客様
のために、焦点を絞ったブリーフィングもご用意しています。または、デルのオフィスにお越しいただいて、デ
ルのテクノロジーに直接触れていただくこともできます。
詳細については、delltechnologies.com/ja-jp/ebpをご覧になるか、セールス担当者にご連絡いただき
エンゲージメントをスケジュールしてください。
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デル カスタマー ソリューション センター

設計、構築、テスト
世界中に展開されたカスタマー ソリューション センターがデジタル変革の計画と実施を支援し、アイデ
アを現実のものにします。カスタマイズされたエンゲージメントをご体験ください。ビジネスの課題への取
り組みや、成功のためのイノベーションに役立つように設計されています。最新鋭の製品およびソリュー
ションを豊富に揃えた専用のラボで、特定分野のエキスパートと共同作業します。リモート接続により
海外のチーム メンバーを交えたり、お客様の拠点から私たちと共同作業したりすることもできます。次
のようなサービスがあります。
デル カスタマー ソリューション センター

• 検証：概念実証 — ソリューション アーキテクトが、テスト ケースを基に実践的な実装に携わりま
す。ソリューションの実証と最適化を行うだけでなく、弊社のエキスパートからベスト プラクティスと助
言も得られます。
• イノベーション：デザイン ワークショップ — 弊社のエキスパートと、ホワイトボード ミーティングやソ
リューションについての討議を重ね、お客様の現在の環境と将来の目的を探求し、その達成に最も
適したソリューションを見つけます。
• コラボレーション：テクニカル ディープダイブ — 検討中のソリューションの技術的な詳細に迫りま
す。特定分野のエキスパートによる製品のデモとソリューションに的を絞った討議により、それらの仕
組みを詳細に理解できます。
詳細については、dell.com/cscをご覧になるか、セールス担当者にご連絡いただきエンゲージメントを
スケジュールしてください。

AI体験ゾーン
機械知能を試験導入する
AIについて、また、お客様のビジネスにとって
のAIのメリットについて興味がありませんか。
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 EMC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。セールス
担当者に連絡して訪問の日程をご予約く
ださい。

Dell EMC HPCおよびAI Center of Excellence
イノベーションと専門知識のハブ

データ分析、HPCとAIの統合とテクノロジーの進化に伴って、Dell EMCの世界的なHPCおよびAIイ
ノベーション センターでは、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。これらのイノベーション センターは、地域レベルの業界パートナーシップを維持
しており、Dell EMC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。Dell EMC HPCおよびAI 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。
Dell EMC HPCおよびAI Center of Excellenceのサイト

Cambridge
Dell Intel Centre

Texas Advanced
Computing Center
(TACC)

San Diego
Supercomputer
Center

University of Pisa
Competence Centre
Chinese Academy of
Sciences Institute
of Automation

Dell EMC HPC and AI
Innovation Lab

CSIRO
Centre for High Performance
Computing in South Africa
Monash University
eResearch Centre
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Dell EMC HPCおよびAI Center of Excellenceは、コラボレーションを念頭に置いた次のような専
門知識を提供します。
• 高速データ分析により、将来のニーズを処理、可視化、予測するための新たな方法が見つかります。
• AI、機械学習、ディープ ラーニングの専門知識、広範な最新のテクノロジーに関するベスト プラ
クティス、テスト、チューニングによって、結果が最適化されます。
• 複雑なデータセットの可視化、モデリング、シミュレーションでは、複数の場所にわたる広範で高性
能のビジュアル コンピューティング ソリューションが使用されます。
• パフォーマンス分析、最適化、ベンチマーキングにより、適切なアプリケーションのための、またアプリ
ケーション パフォーマンスを最適化するための適切なテクノロジーを特定できます。
• システムの設計、実装、運用とともにモニタリングとI/Oベンチマーキングを行うことにより、パフォーマ
ンスのボトルネックを回避し、電力と冷却のニーズを軽減し、信頼性と耐障害性の問題に対処でき
ます。

Dell EMC HPCおよびAIイノベーション ラボ

Dell EMC HPCおよびAIイノベーション ラボ

コミュニティーとのコラボレーションを通じて革新的な世界最高クラスのソリューションを開発
テキサス州オースティンにあるDell EMC HPCおよびAIイノベーション ラボは、最重要のイノベーショ
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サー
バー、2つの強力なHPCクラスター、洗練されたストレージ、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、博士号を持つ特定分野のエキスパートのグループ
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。
• Zenith — TOP500リストにランクインし、インテル®との提携で開発されたZenithは、コンピューティン
グ、ファブリック、メモリー、ストレージ、ソフトウェア面でインテルの最新技術を搭載したシステムです。
• Rattler — Dell EMC、Mellanox®、Bright Computing®、NVIDIA®間のパートナーシップの結
果生まれたRattlerは、並外れた拡張性を発揮し、アプリケーション固有の特性評価とベンチマーク
機能を提供するよう設計されています。
Webサイトにアクセスする | セールス担当者に連絡してエンゲージメントをスケジュールする

サンディエゴ スーパーコンピューター センター

HPCで99%を達成
サンディエゴ スーパーコンピューター センター（SDSC）は、データ集約型コンピューティングとサイバー
インフラストラクチャのリーダーとして評価され、民間企業と教育・研究機関を含む全国的な研究コ
ミュニティーにリソース、サービス、専門知識を提供しています。また、科学的な探求と発見の促進に
重点を置いたコンピューター ベースのリソースと専門知識をアクセス可能なネットワークにまとめ、提供
しています。SDSCは、地球科学から生物学、天体物理学、バイオインフォマティクス、医療ITに至る
まで、さまざまな分野にまたがる数百の学際的プログラムをサポートしています。SDSCは、統合デジタ
ル リソース/サービスの世界で最も高度なコレクションである、究極科学工学発見環境（XSEDE）
プロジェクトのパートナーです。
サンディエゴ スーパーコン
ピューター センター

• Comet — ほぼ2,000台のDell EMC PowerEdgeサーバーで構成されるペタバイト規模のスー
パーコンピューターCometは、従来型と非従来型の研究分野にわたってアクセスと容量を拡大する
ことによって、高度な科学コンピューティングを変革するよう設計されています。
ビデオを見る | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメントをスケジュールする
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テキサス先端計算センター

世界を変える発見を促進
テキサス先端計算センター（TACC）は、世界最高レベルの性能を誇るコンピューティング リソース
を設計および運用しています。このセンターの使命は、高度なコンピューティング テクノロジーを応用す
ることによって科学や社会を発展させる発見を可能にすることです。

テキサス先端計算セン
ター

• Wrangler — 大規模なデータ転送、分析、共有に対応できるよう設計されたWranglerは、幅
広いソフトウェア スタックとワークフローを柔軟にサポートします。拡張性に優れた設計により、ユー
ザー数とデータ アプリケーション数を増加できます。
• Stampede2 — 計算機能の限界を押し上げる大規模スーパーコンピューティング システムの
Stampedeは、ラックあたり60～70台のサーバーを活用し、インテル ® Xeon ® Phi™とインテル
Omni-Pathアーキテクチャ（OPA）を駆使して、数千人の研究者をサポートします。
• Frontera — 2019年中の運用開始が見込まれているFronteraは、米国最速の大学向
けスーパーコンピューターであり、世界最高レベルの高性能を誇るHPCシステムの1つとして、
Stampede2を追い抜きつつあります。1
ビデオを見る | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメントをスケジュールする

中国科学院自動化研究所のAIおよび先端計算共同ラボ

科学の最前線でイノベーションと新発見を促進
デル中国は、AIおよび先端計算の共同ラボで中国科学院と協力しています。このラボは、脳のデー
タ処理とAIの分野での新しいコンピューティング アーキテクチャの研究と応用に重点を置いています。
ラボで実施されている研究の範囲は、認知機能のシミュレーションからディープ ラーニング、コンピュー
ターの脳シミュレーション、関連する新しいコンピューティング システムにまで及びます。このラボでは、
脳科学の発展と知能技術の研究もサポートしています。
中国科学院自動化研究所

発表内容を読む | ビデオを見る | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメントをス
ケジュールする

モナシュ大学eリサーチ センター

モナシュ大学eリサーチ セン
ター

1

HPC Wire『TACCʼs ʻFronteraʼ Supercomputer
Expands Horizon for Extreme-ScaleScience』
（2018年8月）

先端計算の応用による21世紀の研究・発見
モナシュ大学のモナシュeリサーチ センターは、研究グループ、研究施設、テクノロジー企業、ITサービ
ス プロバイダーと提携し、先端計算基盤およびデータ インフラストラクチャへのアクセスと助言を提供
することによって、研究活動をサポートしています。同センターの目標は、eリサーチの専門知識、最先
端技術、コミュニティー エンゲージメントを利用して研究プロセスを促進し、モナシュ大学の研究の質
と影響を向上させることにあります。モナシュ大学は、世界をリードするテクノロジー パートナーや全国
規模の研究基盤プロバイダーと協力して、最新鋭の研究基盤と研究手法に研究者がアクセスでき
るようにし、新しいテクノロジーを市場に投入する業界全体の能力の向上に取り組んでいます。
ビデオを見る | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメントをスケジュールする
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CSIRO

革新的な科学技術を駆使して最も困難な課題を解決
CSIROは、約1世紀にわたって科学技術の可能性の限界を押し広げてきました。1,800件以上の
特許を取得しているCSIROは、オーストラリア最大の特許保有者として、高速Wi-Fi、Aerogard、
ポリマー紙幣などを発明しています。今年度同社は、オーストラリアの主要企業400社と中小企業
1,060社、海外企業280社を含む、1,750の民間産業組織と取引しました。たとえば、CSIROは、
製造方法の向上から宇宙科学、空港モデリング ソフトウェア、航空機の最適な再塗装方法、新し
い製造プロセスに至るまでを網羅した、170を超えるプロジェクトでBoeing社と協力しました。
CSIRO

• Bracewell — CSIROはDell EMCと協力して、同社の新しいAIシステムBracewellを構築しま
した。このシステムは、ディープ ラーニングに加え、治療用の仮想スクリーニング、交通およびロジス
ティクス最適化、新規材料構造および合成物のモデリング、画像認識向け機械学習、パターン
分析などの多様な分野における研究機能も提供しています。 2
発表内容を読む | ビデオを見る | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメントをス
ケジュールする

南アフリカ ハイ パフォーマンス コンピューティング センター

世界最高クラスのHPCが最先端の研究を実現
南アフリカのハイ パフォーマンス コンピューティング センター（CHPC）は、アフリカ最大のHPC施設
です。このセンターの主な目標は、ハイエンド サイバーインフラストラクチャの効果的な応用によって南
アフリカを世界で競争できるようにし、アフリカ全体の社会経済的な地位の向上を促進することにあり
ます。

南アフリカ ハイ パフォーマンス コンピューティ
ング センター

• Lengau — CHPCはDell EMCおよびMellanoxと提携し、4万コア搭載の1ペタFLOPS HPC
システム、Lengauを構築しました。2016年にリリースされたLengauは、今なおアフリカ大陸で最
速のシステムであり、南半球で2番目の高速処理を誇ります。 3
ビデオを見る | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメントをスケジュールする

ケンブリッジ デル インテル センター

ケンブリッジ デル インテル センター

ハードルを低くして 研究を加速
ケンブリッジ デル インテル センターは、世界有数の学術・研究機関にHPCサービスを提供しているケ
ンブリッジ大学の実績ある運用面の専門知識に加え、Dell EMCと厳選されたパートナー ネットワー
クの技術面の専門知識を兼ね備えています。ケンブリッジ大学のリサーチ コンピューティング サービス
は、さまざまな学術分野に加え、広範囲に及ぶ英国科学産業コミュニティーにも、最先端の研究計
算サービスを提供しています。リサーチ コンピューティング サービスは、最先端のAIと科学研究の成
果をコミュニティーのメンバーが利用できるよう、英国最大の学術機関向けスーパーコンピューター、
Cumulus–UK Science Cloudをリリースしました。 4
• Cumulus — Dell EMC PowerEdgeサーバーとインテルXeonプロセッサーおよびインテルOPA
を搭載して2ペタFLOPS以上のパフォーマンスを実現するCumulus–UK Science Cloudは、組
み込みのOpenStack®ソフトウェアでコンピューティング、ストレージ、ネットワーキングの各リソースを
制御し、クラウド インターフェイスを介してユーザーがすぐに利用できるようにします。
ビデオを見る | ケース スタディーを読む | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメン
トをスケジュールする

2

CSIRO『CSIRO has chosen Dell EMC to build a
new scientific computing capability,kicking off a
new generation of research』（2017年7月）

3

CHPC『CHPCʼs Lengau Cluster Remains on
TOP500 List』（2018年6月）

4

ケンブリッジ大学リサーチ コンピューティング サービス
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ピサ大学クラウドおよびHPCコンピテンス センター

ピサ大学クラウドおよびHPCコンピテンス セ
ンター

コラボレーションによるリーダーシップ
ピサ大学のコンピテンス センターは、最先端のインフラストラクチャ ソリューションに対するニーズの急
速な増大に対応するために開設されました。同大学の研究者はこのセンターで研究の成果を共有
して強化を図り、訪問者は最新の効率的な基盤技術に関するインサイトを得ることができます。同
センターは、最新の（プライベート）クラウド コンピューティングからHPCソリューション、ソフトウェア デ
ファインド ネットワーク、ストレージ ソリューション、システム ベンチマーキングに至るまで、組織の主要
パフォーマンス目標と戦略目標の達成を支援しています。コンピテンス センターは、NVMeとNVMe
over Fabricを含むソリッド ステート テクノロジーの最前線にも立っています。
ピサ大学では、Dell EMCのディープ ラーニング テクノロジーとシステムを複数のアプリケーションで利
用して研究を促進し、この分野の最先端技術の発展に貢献しています。
ビデオを見る | ケース スタディーを読む | 詳細を確認する | セールス担当者に連絡してエンゲージメ
ントをスケジュールする

コミュニティーに参加する
Dell EMCは、革新的で高性能のデータ分析、HPC、AIソリューションの発展に向けて、アイデアの
交換を促進するよう取り組んでいます。Dell Technologiesのリソースにアクセスする方法について
は、Dell EMCまたは認定パートナーのセールス担当者にお問い合わせください。Dell EMC HPC
コミュニティーに参加するか、dellemc.com/hpcまたはdellemc.com/ja-jp/aiで詳細をご確認くださ
い。

データ分析、HPC、AIに Dell EMCを選ぶ理由
Dell EMCが他社と異なる点

Dell EMCは、データ分析、HPC、AIの前進に取り組んでおり、この目標を達成するために多くのリ
ソースを用意してきました。
• エグゼクティブ ブリーフィングにご参加ください。ビジネス目標を達成するためのプランをコラボレーショ
ンを通じて練ることができます。
• Dell EMCカスタマー ソリューション センターには、さまざまな特定分野のエキスパートが配備されて
います。
• Dell EMCはお客様に選択肢をもたらすことをモットーとしています。私たちの目標は、お客様から
必要とされているものを提供し、弊社との連携をお客様にとって素晴らしい体験にすることです。お
客様に必要なソリューションが弊社になければ、それをどこから入手できるかをご紹介し、私たちは
オープンなアプローチを重視し、パフォーマンスの結果を公開しています。
• Dell EMCは、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、ソフトウェア、サービスな
ど、Alienwareからスーパーコンピューターまでを対象としたポートフォリオを保有している世界で唯
一の企業です。
• Dell EMCは、このような広範なソリューションを提供しているため、画一的なソリューションでお客
様の問題に対処しようとするのではなく、信頼できるアドバイザーとしての役割を果たすことができま
す。また、ソリューションの対象範囲の広さゆえに、さまざまな課題とその解決方法を理解するため
の専門知識も豊富です。
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確かな実績

Dell EMCは、ITインフラストラクチャ ビジネスにおける最大の成長分野のいくつかにおいて、卓越し
たリーダーシップの地位を確立しています。そのためお客様は、Dell EMCのソリューションでITニーズ
に確実に対応できます。
• No.1サーバー5
• コンバージド インフラストラクチャおよびハイパーコンバージド インフラストラクチャ（HCI）分野で
No.16
• ストレージ分野でNo.17
• クラウドITインフラストラクチャ分野でNo.18
「Dell Technologies主要ファクト」をご覧ください。

5

IDC『WW Quarterly Server Tracker』（2019年
3月）ベンダー売上 — 2018年第4四半期

6

IDC『WW Quarterly Converged Systems
Tracker』（2018年9月）ベンダー売上 — 2018
年第2四半期

7

IDC『WW Quarterly Enterprise Storage
Systems Tracker』（2018年12月）ベンダー売
上 — 2018年第4四半期

8

IDC『WW Quarterly Cloud IT Infrastructure
Tracker』（2018年6月）ベンダー売上 — 2018
年第1四半期

お問い合わせ

詳細については、dellemc.com/hpcにアク
セスするか、お近くのセールス担当者または
認定リセラーまでお問い合わせください。

HPCリソース センター

技術文書

HPCリソース センターからの
ホワイト ペーパーをダウンロー
ド（dellemc.com/ja-jp/
hpcresources）

エンジニアリング部門からのパ
フォーマンス結果、リファレンス
アーキテクチャ、ブログを見る
（hpcatdell.com）

仮想
ラック

Dell EMC HPCコミュニ
ティーに参加する

仮想ラック内のHPCシステム
をesgvr.dell.comで確認する

アイデアの交換を促進する世
界的なテクニカル フォーラム
dellhpc.org
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