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ソリューションの概要

1  Dell EMCの委託によるForrester Research。
『The Total Economic Impact of Dell EMC 
Ready Solutions for AI, Machine 
Learning with Hadoop』、2018年8月。

2  CNBC .com、『One quarter of CFO 
Council members say A .I . is ‘critical’ 
to their companies』、2017年6月。

3  IDC FutureScape、『Worldwide 
Analytics, Cognitive/AI and Big Data 
2017 Predictions』、2016年12月。

人工知能の未来は今

人工知能（AI）とそれを支えるコンピューティング モデルである機械学習とディープ ラーニング

は数十年前に出現したテクノロジーですが、ついにビジネスへの利用が始まりました。では、今

AIが注目される理由は何でしょうか。その理由は、複数の可能性を秘めているからでしょう。ま

ず、業界では、特にディープ ラーニングの分野で、AIにおいて画期的な進歩を遂げています。

次に、HPC（ハイ パフォーマンス コンピューティング）の主流化により、高度な演算処理能力が

実現し、より広範な企業が低コストで利用できるようになっていることです。さらに、AIに利用可

能なデータの量が莫大に増え、毎秒ごとにより多くの結果が得られるようになりました。

これは、他の方法では検出が難しく時間がかかる傾向やパターンを素早く特定するチャンスとな

っています。どのような業界でも、AI、機械学習、ディープ ラーニングが、すべてを変える可能性

があります。まだ始めたばかりのお客様でも、AIや機械学習、ディープ ラーニングをすでに活用

しているお客様でも、Dell EMCは、最新のテクノロジーの進歩を活用してリスクを軽減しながら

時間と費用を節約するのを支援します。

AI、機械学習、ディープ ラーニングの境界を打ち破る
AIの最前線にいるDell EMCは、将来の可能性を現実とするテクノロジーを提供しています。Dell 
EMCは独自の方法で、ワークステーション、サーバー、ネットワーク、ストレージ、ソフトウェア、

サービス全般のテクノロジーのポートフォリオを提供し、成功を支えるAIや機械学習、ディープ 
ラーニングを実装する、高速化されたHPCとデータ解析ソリューションを構築します。さらにDell 
EMCでは、Ready Solutionのポートフォリオを構築するために投資を行い、ITインフラストラクチ

ャをシンプル化して、より迅速で深いインサイトを提供しています。お客様は、Dell EMCのエキ

スパート チームを信頼することで、時間とともに進化するAI、機械学習、ディープ ラーニングに

適応できます。

シンプルになったAI
Dell EMC Ready Solutions for AIは、AIイニシアチブを加速するために最適化された検証済み

のハードウェアおよびソフトウェア スタックであり、新しいソリューションの構築時間を6～12か月

短縮します1。セルフ サービスのワークスペースを提供することで、データ サイエンティストの生

産性を向上させ、データ サイエンティストがわずか5回のクリックでAIモデルとフレームワークの

ライブラリから環境を構成できるようにします。お客様によると、HADOOP®ソリューションの機械

学習機能を備えたDell EMC Ready Solutions for AIを使用することで、データ サイエンティスト

の生産性を30％も向上させることができます。1 IT運用は、クラスタの健全性と構成を監視する

ための単一のコンソールでもシンプルになります。

より速く、より深いAIインサイト

NVIDIA®によるディープ ラーニング機能を備えたDell EMC Ready Solutions for AIは、先進的

なDell EMC PowerEdgeサーバー、NVIDIA GPU、高速ネットワーキング、Dell EMC Isilonオー

ルフラッシュ スケールアウトNASストレージを使用して、ディープ ラーニングに対応する卓越し

たパフォーマンスを発揮します。Dell EMC Ready Solutions for AIは、I/Oボトルネックを排除し

ながらパフォーマンスを向上させるように設計されており、大規模データセットへの高速アクセス

を提供し、モデルの精度を向上させると同時に、大規模な推論機能によりリアルタイムで実用的

なレスポンスを促進することができます。

実証済みのAI専門知識

お客様の成功を促進するため、Dell EMCではReady Solutions for AIで受賞歴のあるサービス

を提供しています。Dell EMCコンサルティング サービスでは、エキスパートがデータ サイエンテ

ィストと基幹業務のギャップを埋めるためのガイダンスを行っています。HPCおよびAIイノベーシ

ョン ラボは、ワールド クラスのエンジニア チームに加え、世界最速スーパー コンピューターや

広範な業界パートナーシップを持ち、AI、機械学習、ディープ ラーニングに取り組む優秀な人材

のコミュニティを形成しています。

CFOの69 .2%
が、人工知能、機械学習は、ビジネスにとっ
て「重要」または「非常に重要」であると調査
に回答しています。2

75%
のエンタープライズおよびISV（独立系ソフト
ウェア ベンダー）の開発では、少なくとも1つ
のアプリケーションにAIまたは機械学習が
含まれています3

https://www.japan.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.japan.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.japan.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
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お客様が直面する課題

「AIは複雑すぎる」
お客様によると、ソフトウェア、ハードウェア、PoC（概念実証）、ベンダーを選択して新しいソ

リューションを構築するには12〜18か月ほどかかります。1各ベンダーは、自社の製品にのみ

集中し、ハードウェアとソフトウェアを統合してくれることなどないため、お客様自身が、サーバ

ー、GPU、ネットワーク、ストレージなどについて把握しなければなりません。さらには、マシン

と互換性のあるオペレーティング システム、データサイエンティストが使用するディープ ラーニ

ング ライブラリやフレームワークを選択する必要があります。すべての組み立てが完了したあ

とも、統合とチューニングが不適切だと、ジョブの失敗、ソフトウェアのバージョンの非互換性、

または構成の不均衡を引き起こし、ソースが不十分になる可能性があります。そして、各データ 
サイエンティストが、作業に必要なフレームワークとライブラリを独自に組み合わせなければな

らない場合があり、その結果、環境の継続的なメンテナンスが複雑で時間のかかる作業になる

こともあります。

「データを十分に活用することができず、結果が出るのに時間がかかりすぎる」
データは天文学的な速度で増加しており、手動でデータをフルに活用してインサイトを得ること

は不可能です。画像とパターンの自動検出を高速化できれば、より迅速なインサイトの取得に

役立ちます。また、履歴データセットを利用すれば、購入行動などの深いインサイト情報を得る

ことができます。ほとんどの人は自動化によって、より迅速で、優れた、深いデータ インサイトを

得ることができることは知っていますが、既存のリソースを効果的に活用して拡張し、AIワークロ

ードの使用率を最大限にする方法については知りません。

「社内にはその専門知識がありません」
AIおよび関連するコンピューティングのパラダイムは急速に浮上しているため、多くの組織では

高度なAI、機械学習、およびディープ ラーニングのアーキテクチャの設計、導入、管理に必要な

スキルを開発する時間がありませんでした。これが特に顕著になるのは、お客様がAIプロジェク

トから生産レベルの環境へと進む時です。

AI、機械学習、ディープ ラーニングを理解する

これらの3つの概念は、密接に絡み合っています。AIは総称であり、機械学習とディープ ラーニ

ングはAIを可能にするテクノロジーです。

機械学習とは、タスクを実行する方法を学習する能力を与えるアルゴリズムに大量のデータを送

り込み、マシンを「トレーニングする」プロセスを意味します。ディープ ラーニングは、学習モデルの

基礎となるアーキテクチャとしてニューラル ネットワークを使用する機械学習テクノロジーです。

ディープ ラーニング モデルのトレーニングは、コンピューティング集中型です。結果を出す速度

は、そのソリューションの最も遅いコンポーネントと同じ速度になります。多くのメモリーと広帯域幅

のネットワークを使用した高速計算とストレージにより、モデルのトレーニングは高速化されます。

人工知能、機械学習、ディープ ラーニングの違いについて、詳細をご覧ください。

「 HPCおよびAIイノベーション ラボ

は、お客様に、最新世代のDell 
EMC製品、インテル®製の拡張

性の高いシステム フレームワー

ク、Mellanox®製のInfiniband®

、NVIDIAのGPU、Bright 
Computing®ソフトウェアなど、最

先端のテクノロジーへのアクセス

を提供します。お客様は、私たち

に、ワークロードの課題をたずね

てきます。そして、私たちは、テク

ノロジーが利用できるようになる前

に、ソリューションのチューニング

をお手伝いします」

— Garima Kochhar、システム担当

シニア プリンシパル エンジニア 

 

Dell EMC HPCおよびAIイノベーシ

ョン ラボの詳細をご覧ください。

「�ディープ ラーニングの本当に素

晴らしいことの1つは、これまでは

非常に専門的であった多くの問題

を、エンジニアリングの問題に転換

し、その分野の専門知識がそれほ

どなくても、多くの異なる分野の難

しい問題を解決できるようになるこ

とです。このため、ディープ ラーニ

ングは、思いもよらない分野で非

常に広く適用されつつあります」。

— NVIDIAの適応ディープ ラーニ

ング研究担当バイス プレジデン

ト、Bryan Catanzaro博士

詳細は、こちらから。

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=1G0e-mR9a4k&feature=youtu.be
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AI、機械学習、ディープ ラーニングのユースケース

医療とライフ サイエ

ンス

金融サービス 政府の安全保障と

防衛
メディア/エンターテ

イメント

•�薬物相互作用

•�がん検出

•�慢性病の予測

•�創薬

•�遺伝子変異

•� データ消去

•�不正防止

•� リスク管理

•�投資予測

•� カスタマー サービ

ス

•� デジタル アシスタ

ント

•� ネットワーク セキュ

リティ

•�顔認識

•� ビデオ監視

•�サイバー セキュリ

ティ

•�衛星画像

•� イベント予測

•�救急サービス

•� ビデオ字幕

•� コンテンツ ベース

の検索

•� リアルタイム翻訳

•�言語処理

•�時系列の選択に基

づくコンテンツ提案

製造 エネルギー 運輸 小売

•� スマート製造シス 

テム

•�工場と需要の分析

と最適化

•�予防メンテナンス

•�関係インテリジェ 

ンス

•�製品とサービスの

品質

•�風力発電

•�太陽予報

•�原油生産の最適化

•�天気予測

•�消費需要予測

•�自律車両

•�歩行者と物体の 

検出

•�車線追跡および交

通パターン

•�予防メンテナンス

•� リスク評価

•�需給計画

•�購買行動予測

•�損失防止

• アップセル、クロス

セル オポチュニティ

•�顧客および製品の

移動の追跡

4  Nasdaq .com、『Intel’s Future Lies with 
Artificial Intelligence』、2017年6月。

「�ムーアの法則によって支えられ、

大量のデータを供給されるAIは、

今日の技術的イノベーションの中

心となっています」 農業、スポー

ツ、金融機関、自律車両、医療、

教育にまたがる人工知能によって

けん引されるユース ケースやソリ

ューションにより、急成長するこの

市場への参入は、競合が激しくな

っています。AIに焦点を当てたイ

ンテルは、テクノロジーの革新でそ

の競合のトップを走っています」4

http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
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Dell EMC Ready Solutions for AI
Dell EMC Ready Solution for AIは、スケーラブルなビルディング ブロック アプローチに基づい

ているため、将来のお客様のニーズに応じて拡張することができます。

HADOOPによる機械学習やNVIDIAによるディープ ラーニングを含む、Dell EMC Ready 
Solutions for AIには、AIワークロード用に最適化されたソフトウェア、サーバー、ネットワーク、

ストレージ、サービスが含まれています。

Dell EMC Reference Configurationsは、推論とトレーニングにDell Precisionワークステーショ

ンまたはサーバーを使用する推奨構成です。インテルAIビルダーには、リファレンス アーキテク

チャとコミュニティが備わっています。

Dell EMC Ready Solutions for AI、HADOOPによる機械学習
Dell EMCのHADOOPを活用した機械学習は、インテル® およびCloudera®との提携により生ま

れた、テストおよび実証済みのDell EMC Ready Solution for Hadoopを基盤に構築されていま

す。その設計には、最適化されたスタックとともにデータ サイエンスやフレームワークの最適化

が含まれているため、お客様は迅速に稼働することができます。

Apache® Spark®を運用しているお客様は、Apache SparkのBigDL分散型ディープ ラーニング 
ライブラリを活用して、より迅速に機械学習を開始し、ディープ ラーニングのアクセス性を高める

ことができます。BigDLはApache Hadoopのフレームワークとツールに統合されているため、デ

ータが格納されているHADOOP/Sparkクラスタでディープ ラーニングが可能です。

Dell EMCのHADOOPによる機械学習の技術仕様

ヘッド ノード

コンピューティング 1x PowerEdge R640

プロセッサー インテルXeon® Gold 6154スケーラブル

メモリー 1 .92GB（12x 16GB RDIMM）@ 2666MT/s、デュアル ランク

データ ディスク 960GB SSD SATA混在使用6Gbps 512e 2 .5インチホット プラグ ドラ
イブ、S4600、3 DWPD、5256 TBW
1x 1 .92TB SSD SATA混在使用6Gbps 512e 2 .5インチホット プラグ 
ドライブ、S4600、3 DWPD、10512 TBW

O/Sディスク 480GB SSD SATA混在使用6Gbps 512e 2 .5インチホット プラグ ドラ
イブ、S4600、3 DWPD、2628 TBW

ネットワーク カード Mellanox ConnectX®‑4 Lx ENデュアル 
ポート25GbE SFP28 rNDC

HADOOPディストリビ

ューション

Cloudera Data Science Workbench

ワーカー ノード

コンピューティング 2x PowerEdge R640

プロセッサー インテルXeon Gold 6154スケーラブル

メモリー 1 .92GB（12x 16GB）RDIMM @ 2666MT/s、デュアル ランク

データ ディスク 960GB SSD SATA混在使用6Gbps 512e 2 .5インチホット プラグ ドラ
イブ、S4600、3 DWPD、5256 TBW

O/Sディスク 480GB SSD SATA混在使用6Gbps 512e 2 .5インチホット プラグ ドラ
イブ、S4600、3 DWPD、2628 TBW

ネットワーク カード Mellanox ConnectX‑4 Lx ENデュアル ポート25GbE SFP28 rNDC

HADOOPディストリビ

ューション

Cloudera Data Science Workbench

https://builders.intel.com/ai
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HADOOPノード

インフラストラクチャ 3x PowerEdge R740xd

ワーカー 7x PowerEdge R740xd

ネットワーキング

スイッチ 既存のHADOOPクラスタ、またはDell EMCネットワーキングZ9100-
ON 25Gbeからのネットワーキングの活用

Dell EMC Networking S3048-ON

サービス

コンサルティング Dell EMC Ready Solutions for AI、HADOOPによる機械学習の基

礎（2週間）

Dell EMC Ready Solutions for AI、HADOOPによる機械学習のデ

ータ ポッド（最低4週間、オプション）

導入 カスタム導入

サポート ProSupport
ProSupport Plus推奨（オプション）

ファイナンス 柔軟な利用モデル、リース、ビジネス クレジット、その他の融資オプ

ションは国によって異なります

特定のワークロードのニーズに合わせたカスタマイズ

ソフトウェア Cloudera Enterpriseデータ ハブ、Spark、Clouderaデータ サイエン

ス ワークベンチ、Dell EMCデータ サイエンス プロビジョニング エン

ジン

ライブラリとフレーム

ワーク
BigDL

構成、最適化、ベン

チマーク、データ サイ

エンス

導入、ハードウェア、ソフトウェア、API、モデル

5  『The Total Economic Impact of the 
Dell EMC Ready Solutions for Hadoop』、
委託者：Dell EMC | インテル、2018年5月。

Ready Solutions for 
Hadoopが生み出す成果5

2倍
ROI

410万ドル
の追加利益

1,500万ドル
をデータ ストレージとオフロードで節約

140万ドル
の節約を詐欺減少により達成

30%
のデータ サイエンスの生産性の向上

20%
の詐欺減少

6
か月以下で投資回収

$54万
の節約/1年をシステム管理の効率性の改
善により達成

http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
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競合企業製品の最大2 .9倍の
パフォーマンスを実現6 

自社による実装に比べて最大
12か月を節約可能7

3万人のフルタイムのサービ
ス エキスパートがAIの導入を
支援8

 
6『ESG Technical Review: Accelerating the Artificial Intelligence 
Journey with Dell EMC Ready Solutions for AI』、2018年8月。

7 『The Total Economic Impact of Dell EMC Ready 
Solutions for AI, Machine Learning with Hadoop』
、委託者：Dell EMC | インテル、2018年8月。

8『Dell Technologies Key Facts』2018年2月。

9  80Level、『NVIDIA Tesla V100: The Best 
Processor for AI Research』、2017年5月。

Dell EMC Ready Solutions for AI、NVIDIAによるディープ ラーニング
Dell EMCのNVIDIAによるディープ ラーニングは、GPU最適化 スタックを提供し、ディープ ラー

ニング プロジェクトの無駄な時間を短縮します。Dell EMCのエンジニアは、GPU対応のハード

ウェアとソフトウェアの構成、テスト、チューニングを支援します。また、データ サイエンティストが

データからインサイトをより迅速に発見するのを支援するサービスも行っています。

Dell EMCのNVIDIAによるディープ ラーニングは、NVIDIA Tesla® V100 GPUを中心に構築さ

れています。640 Tensor Coreを使用したこの強力なアクセラレーターは、ディープ ラーニング 
パフォーマンスで初めて100テラフロップスの壁を突破しました。9 NVIDIA NVLink™は、最大

300GB/秒で複数のV100 GPUを接続し、CPUベース サーバーよりも30倍高い推論パフォーマ

ンスを提供します。このレベルのスループットと効率性により、機械学習とディープ ラーニング 
サービスのスケールアウトがさらに実現可能になります。

Dell EMCのNVIDIAによるディープ ラーニングの技術仕様

ヘッド ノード

コンピューティング 1x PowerEdge R740xd

プロセッサー 2xインテルXeon Gold 6148スケーラブル

メモリー 384GB（24x 16GB）DIMMS

ドライブ 12x 10TB NL SAS

ネットワーク カード Mellanox ConnectX‑5シングル ポートEDR VPI QSFP28 PCIeアダ

プター

アクセラレーター 4x NVIDIA Tesla V100‑SXM2 GPU

ワーカー ノード

コンピューティング 4x PowerEdge C4140

プロセッサー 2xインテルXeon 6148 Goldスケーラブル

メモリー 384GB（24x 16GB）DIMMS

ドライブ 2x 240GB M .2 BOSS for boot

ネットワーク カード Mellanox ConnectX‑5 ENシングル/デュアル ポート

アクセラレーター 4x NVIDIA Tesla V100 SXM2 GPU

ネットワーキング

スイッチ Mellanox SB7800 Switch‑IB™‑2 Infiniband EDR 100Gb/秒
Mellanox SX6036 Infiniband/VPIゲートウェイ

Dell EMC Networking S3048‑ON 1GbE top‑of‑rack

ストレージ

外部ストレージ Isilon F800オール フラッシュ スケールアウトNAS

帯域幅 15GB/秒、ストレージ クラスタごとに540GB/秒に拡張

IOPS 250,000 IOPS、ストレージ クラスタごとに900万IOPSに拡張

4Uシャーシの容量 1 .6TB SSD x 60 = 
96TB

3 .2TB SSD x 60 = 
192TB

15 .4TB SSD x 60 = 
924TB 

クラスタ容量 オール フラッシュ：96TB 最大33PB、ハイブリッド：96TB 最大68PB

ネットワーク 8x 40GbE（QSFP+）

https://japan.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://japan.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://japan.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://japan.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf_Facts_2018.pdf
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
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サービス

コンサルティング Dell EMC Ready Solutions for AI、NVIDIAによるディープ ラーニン

グの基礎（2週間）

Dell EMC Ready Solutions for AI、NVIDIAによるディープ ラーニン

グのデータ ポッド（最低4週間、オプション）

導入 カスタム導入

サポート ProSupport
ProSupport Plusの推奨とオプション

ファイナンス 柔軟な利用モデル、リース、ビジネス クレジット、その他の融資オプ

ションは国によって異なります

特定のワークロードのニーズに合わせたカスタマイズ

ソフトウェア データ サイエンスのためのBright Cluster Manager®、Dell EMCデ
ータ サイエンス プロビジョニング ポータル

ライブラリとフレーム

ワーク
• Caffe 2

• MXNet

• TensorFlow

• NVIDIA CUDA® Deep Neural

•� ネットワーク ライブラリ（cuDNN）

• NVIDIA CUDA basic linear algebra subroutines（cuBLAS）

構成、最適化、ベン

チマーク、データ サイ

エンス

ベンチマーク、サーバー構成、ネットワーク ガイダンス
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Dell EMC PowerEdgeサーバーのリファレンス構成
トレーニングおよび推論の検証済みオプション

Dell EMCは、Bright Computingと提携して、複数のユースケースに対応するサーバー リファレ

ンス構成を提供しています。Dell EMC HPCチームは、Bright Cluster Managerと密接に連携す

る豊富な経験を持っており、サーバー、ストレージ、ネットワーク、ソフトウェア、サービスのポー

トフォリオからソリューションを構築します。その専門技術は、世界中のカスタマー ソリューション 
センター、HPCイノベーション センター、Dell EMC HPCイノベーション ラボ、より広範なデータ解

析コミュニティとのコラボレーションにより、さらに強化されます。

Dell EMC PowerEdgeサーバーは、シングル ノードとマルチノード レベルで強力なアクセラレー

ターをサポートし、ディープ ラーニング アプリケーションに対応します。

ディープ ラーニング シ
ングル ノード「トレーニ

ング」

ディープ ラーニング シ
ングル ノード「トレーニ

ングと推論」

ディープ ラーニング メ
ディア「K」

コンピューティ

ング
PowerEdge R740
または

PowerEdge T640

PowerEdge R740 PowerEdge C4140

プロセッサー 2x インテルXeon Gold 6150 2x インテルXeon Gold 
6148

メモリー 384GB DDR4 @ 2,667 MHz

ドライブ PowerEdge R740：1TB 
SSD  
PowerEdge T640：1TB 
SSD

1TB SSD 2x 
SSDR、120G、SATA、 

M 2、IN、BOSS

アクセラレー

ター
PowerEdge R740： 

3x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

PowerEdge T640：
4x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

3x NVIDIA Tesla  
P40 PCIe

4x NVIDIA Tesla  
P100 SXM2
または

4x NVIDIA Tesla  
V100 SXM2

ソフトウェア データ サイエンスのためのBright Cluster Manager
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Dell Precisionワークステーション構成
Dell Precisionワークステーションは、信頼性、拡張性、コスト パフォーマンスに優れたプラットフォームであり、AI、マシン、ディープラーニングの

ユースケースに対応しています。このワークステーションは、高いコア数をGPUにフィードします。これはワークステーションの中心であり、トレー

ニングと推論の両方において効率的です。また頻度も高く、逐次化するされたタスクをすばやく実行し、非GPUベースのタスクのパフォーマンスを

向上させ、ディープ ラーニングの一環として、蓄積と重み付けのステップを高速化します。柔軟な構成オプションは、さまざまなニーズと規模をサ

ポートします。

ユースケース トレーニングと推論 モバイル

機械学習ベースライン 中等度の従来型の機械学習

とディープ ラーニング

パフォーマンス従来型の機

械学習、ディープラーニン

グ、推論

ポータブル、従来型の機械学

習、学習移転、アイディエー

ション、繰り返し

コンピューティ

ング
5820 Tower 7920 Tower 7920 Tower 7730モバイル ワークステー

ション

プロセッサー インテルXeon W‑2145 8c 2x インテルXeon 
Gold 6134 8c

2x インテルXeon 
Gold 6136 12c

インテルXeon E‑2175M

メモリー 64 GB 192 GB 384 GB 32～64 GB

アクセラレー

ター
1x NVIDIA Quadro®  GV100 2x NVIDIA Quadro GV100 + 

NVLink
3x NVIDIA Quadro GV100 
+2x NVLink

NVIDIA Quadro P5200

ドライブ 1x 1TB NVMe SSD – データ

1TB SSD ‑ OS
2x 1TB NVMe SSD – データ

1TB SATA SSD ‑ OS
4x 1TB NVMe SSD – データ

1TB SATA SSD ‑ OS
4x 256G NVMe SSD – デー

タ/OS

ネットワーキ

ング
1Gb統合済み

ソリューションのコンポーネント
• Dell EMC PowerEdge R640サーバーは、拡張可能なシステム アーキテクチャ上に構築された1U、2ソケット ソリューションにおいて密度と拡
張性の理想的なバランスを実現し、パフォーマンス要件を容易に満たす選択肢と柔軟性が得られます。

• Dell EMC PowerEdge R740サーバーは、アクセラレーター カード、ストレージ、コンピューティング リソースのバランスを最適化して、2U、2ソ
ケット サーバーでアプリケーション パフォーマンスを向上させます。

• Dell EMC PowerEdge C4140サーバーは、GPUおよびコプロセッサー向けに最適化された柔軟かつ高密度の1Uラック サーバーで、要求の厳
しいHPC、データのビジュアル化、レンダリングのワークロードを加速します。

• Dell EMC Isilon F800オール フラッシュ スケールアウトNASは、極めて高いパフォーマンスと大規模な拡張性により、早い学習サイクルでAIの
イノベーションを加速し、大規模なデータセットにアクセスしてモデルの精度を向上させ、ストレージのI/Oボトルネックを排除して計算効率を最
大化します。

• NVIDIA Tesla V100 GPUアクセラレーターは、1つのGPUで100個のCPUに相当するパフォーマンスを発揮し、かつては不可能だった課題にデ
ータ サイエンティスト、研究者、エンジニアが取り組むことが可能になります。

• Dell EMCネットワーキングZ9100‑ONシリーズ スイッチは、25GbEで、 ネットワーク パフォーマンスを最適化するノンブロッキング アーキテク
チャを備えたHPC環境のアプリケーション向けに特化して設計されています。

• Dell EMC Networking S3048‑ONスイッチは、ハイ パフォーマンスのソフトウェア デファインド データセンターで、従来のワークロードを実行す
る機能と、HADOOP、SDS（ソフトウェア デファインド ストレージ）、Big Dataなど新しいワークロードをデプロイできる柔軟性を備えています。

• Dell EMC Networking S6000 40GbEクラスタ スイッチは、業界初の分離型ハードウェアおよびソフトウェア データセンター ネットワーキング 
ソリューションです。オープン ネットワーキング時代向けに設計された最新のワークロードとアプリケーションを容易に導入できます。

• Mellanox Infiniband SB7800 IB‑2 EDRスマート スイッチは、世界初のスマート ネットワーク スイッチであり、すべてのアクティブ データセンタ
ー デバイスの使用を可能にするアーキテクチャにより、アプリケーション パフォーマンスを大幅に向上させます。

• Mellanox ConnectX‑4 Lx EN rNDCネットワーク コントローラは、真の意味でのハードウェア ベースのI/O分離と優れた拡張性と効率性によ
り最適なパフォーマンスを実現します。

http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r640
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r740
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-c4140
https://shop.dellemc.com/en-us/Product-Family/Dell-EMC-Products/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage/p/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/documents/dell-networking-z9100-spec-sheet.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-S3048-ON-Spec-Sheet.pdf
http://www.dell.com/en-us/work/shop/cty/pdp/spd/networking-s-series-25-100gbe
http://www.mellanox.com/related-docs/prod_ib_switch_systems/pb_sb7800.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/ConnectX-4_Lx-EN_25GB_rNDC.pdf
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ライブラリとフレームワーク
• BigDLは、既存のSparkまたはHADOOPクラスタ上で直接実行できるApache Spark用の分
散型ディープ ラーニング ライブラリです。BigDLを使用すると、ScalaやPythonプログラムとし
てディープ ラーニング アプリケーションを書くことができます。

• Caffeは、数式、速度、モジュール性を念頭に置いた、ディープ ラーニング フレームワークで
す。Caffeは、BVLC（Berkeley Vision and Learning Center）とコミュニティの貢献者が共同で
開発した、人気の高いコンピューター ビジョンです。

• インテルMKL‑DNNは、インテルのアーキテクチャ上のディープ ラーニング フレームワークを
加速するためのオープンソース パフォーマンス ライブラリです。高度にベクトル化およびスレ
ッド化されたビルディング ブロックが含まれており、CおよびC++インターフェイスを使用した
畳み込みニューラル ネットワークを実装することができます。

• インテルMLSLは、ディープ ラーニングに使用される通信パターンを効率的に実装できるライ
ブラリです。通信パターンの拡張性を高めるために最適化されています。

• インテルNeonは、Pythonに基づいてインテル アーキテクチャ向けに最適化されたディ
ープ ラーニング フレームワークです。これは、AlexNet、VGG（Visual Geometry Group）
、GoogLeNetなど、最新のディープ ニューラル ネットワークでの使いやすさと拡張性を考慮し
て設計されています。

• NVIDIA cuBLASライブラリは、標準BLASのGPU加速型実装です。cuBLAS APIsを使用する
と、単一のGPUにコンピューティング集中型のオペレーションを展開したり、マルチGPU構成
全体に効率的に作業をスケールアップして分散したりすることで、アプリケーションの処理速
度を向上させることができます。

• NVIDIA cuDNNは、ディープ ラーニング ニューラル ネットワーク向けのプリミティブのGPU加
速型ライブラリです。cuDNNは、順方向および逆方向の畳み込み、プール、正規化、アクティ
ベーション レイヤーなど、標準ルーチンの高度にチューニングされた実装を実現します。

• NVIDIA NCCLは、NVIDIA GPU用にパフォーマンスを最適化したマルチGPUおよびマルチ 
ノード集合通信プリミティブを実装します。NCCLは、PCIeおよびNVLinkの高速相互接続で広
帯域幅を実現するように最適化されたルーチンを提供します。

• TensorFlow は、Googleの機械知能研究組織によって開発された、データ フロー グラフを用
いた数値計算向けソフトウェア ライブラリです。

Dell EMCが選ばれる理由

Dell EMCは、ITインフラストラクチャ ビジネスの最も成長率の高いいくつかの分野で、卓越した

リーダーの地位を確立しているため、お客様は1つのプロバイダーであらゆるITニーズを解決で

きます。

• No .1コンバージド/ハイパーコンバージド インフラストラクチャ10

• 従来のストレージとオール フラッシュ ストレージ分野でNo .111

• クラウドITインフラストラクチャ分野でNo .112

• データ保護でNo .113

• ソフトウェア デファインド ストレージ分野でNo .114

• No .1サーバー15

Bright Cluster Manager for Data Scienceに
より、データ サイエンス プロジェクトを容易に
進めて、Big Dataクラスタを導入、監視、管理
できるようにします。

Dell EMCデータ サイエンス プロビジョニング 
ポータルは、Bright Cluster Manager向けの
直感的なポイント アンド クリック操作GUIによ
り、クラスタ導入を大幅にシンプルにし、わず
か5回のクリックですぐに実行できる環境を提
供します。

Cloudera Enterprise Data Hubは、データ サ
イエンスとエンジニアリングから、運用データ
ベースへの電源供給、大規模な分析の実行
まで、さまざまなアプリケーションを備えた1つ
のソフトウェア パッケージです。

Cloudera Data Science Workbenchは、迅
速、簡単、安全なセルフ サービス データ サイ
エンスを企業に提供します。

Dell EMCデータ サイエンス プロビジョニング 
エンジンは、Cloudera Data Scienceコンテナ
上に構築されたエンジンを使用してHADOOP
環境を素早く開始し、シンプルにします。

Apache Sparkは、オープン ソースのクラスタ 
コンピューティング フレームワークであり、大
型データ処理のための高速かつ汎用的なエ
ンジンです。

10『 IDC WW Quarterly Converged 
Systems Tracker』、2018年7月。

11  『IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker』、2018年6月。

12  IDC、『Worldwide Quarterly 
Cloud IT Infrastructure Tracker, 
Q1 2018』（2018年6月）。

13  Dell EMC Pulse、『Gartner Magic 
Quadrant for Data Center Backup and 
Recovery Solutions』、2017年6月。

14  『IDC WW Semiannual Software 
Tracker』、2018年4月。

15  IDC、『Worldwide Server Market Revenue 
Grew 38 .6% in the First Quarter of 
2018, According to IDC』、2018年5月。

http://www.brightcomputing.com/product-offerings/bright-cluster-manager-for-data-science
https://www.cloudera.com/products/enterprise-data-hub.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://spark.apache.org/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
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お客様の成功事例
• MITリンカーンLLSC（ラボ スーパー コンピューティング センター）は、解析にかかる時間を

1/2〜1/10に短縮しました。

• ピサ大学 は、ディープ ラーニング テクノロジーを使用して、DNAシーケンス、イメージとして
のDNAのエンコーディングを行っています。

• Dell EMCは、共同のAIと高度なコンピューティング ラボで、中国科学院で協力しています。

• Mastercard®は、お客様を詐欺から守るためにAIを使用しています。

• AeroFarmsは、植物の栄養素、光などの要因を調整して収量、味、質感を改善するため
に、AIを使用して画像の認識と分類を自動化しています。

• Ziff .aiは、画像、音声、ビデオの認識と選択を行うために、AI対応アルゴリズムを使用してい
ます。

• サイモン フレーザー大学の科学者は、DNAによってウイルスを追跡し、発症の迅速な抑制と
治療を行っています。

• Otto Motorsは、サプライ チェーンの補充/在庫管理に自律型車両/ロボットを使用しています。

• Epsilonは、マーケティング サービスとリアルタイム コンテンツにAIを使用しています。

• Caterpillarは、安全のために自律採掘車両を活用しています。

お客様の成功事例の詳細は、Dell EMCお客様事例ポータルを参照してください。

サービスとファイナンス

Dell EMCは、AI、機械学習、ディープ ラーニングへの取り組みによるお客様の成功が、サーバ

ー、ネットワーク、ストレージ コンポーネントを正しく構成できるかどうかにかかっていることを理

解しています。適切な導入には、膨大な時間とリソースがかかります。だからこそ、あらゆる規

模の組織がお客様の成功に必要なサービスを提供するためにDell EMCとパートナーを選んで

いるのです。

Dell EMC Services for AI、機械学習、ディープ ラーニングは、投資を最適化するためのサービ

スを備えた柔軟なデリバリ モデルを使用します。

Dell EMC Consultingサービス チームは、戦略的ガイダンス、エキスパートによる統合、知識の

伝達を通じてお客様のタイム トゥ バリューを加速するように設計されており、アーキテクチャに

関する推奨事項や業界で実績のあるベスト プラクティス、ツール、教育を提供します。

Dell EMCのBig Data Vision Workshopでは、Big Dataと分析を通じてビジネスを変革する方法

を定義することができます。このコンサルティング サービスでは、Dell EMC Servicesの実証済

みの方法論を活用してビジネスとITのコラボレーションを実現し、Big Dataのビジネス チャンス

を想定、特定、優先順位付けして、そのビジョンを実行に移すためのロードマップも提供します。

Dell EMC 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。Deep Learning Instituteは、セルフ ペースのオンライン ラボやインストラクター主

導のワークショップを通して、さまざまなアプリケーションドメインにわたるニューラル ネットワー

クの設計、トレーニング、導入の最新技術に関するトレーニングを提供します。

Dell EMC Deploymentのエキスパートは、Dell EMCのAI、機械学習、ディープ ラーニング ソリ

ューションの計画、設計、実装の成功を促すための経験、専門知識、ベスト プラクティスを備え

ています。世界中で実現してきた成功実績を誇るDell EMCは、パートナーとして最適です。

「 Dell EMCを利用することには多く

の利点があります。私たちが要件

を策定し、Dell EMCがその要件に

応じて必要なものを正確に開発し

てくれました。私たちのエンジニア

は非常に満足していました。私た

ちは皆、他のことをするのにとても

忙しかったからです。この分野の

エキスパートであり、私たちの要

件を理解していて、実際にその要

件を満たした製品を提供できる会

社にお任せできたことを非常に嬉

しく思っています」。

— Caterpillar、自動採掘、 

エンジニアリング マネージャー、 

Thomas McCauley氏

事例を読む

http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1SrJ7PkRrkY
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2016/11/29/dell-china-receives-ai-innovation-award
https://www.youtube.com/watch?v=V24hDhiC0KY
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/aerofarms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
https://www.youtube.com/watch?v=WkNDYfirrJw
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/otto-motors.htm
https://www.japan.emc.com/video-collateral/demos/microsites/epsilon-data-driven-marketing-services.htm
https://www.japan.emc.com/collateral/customer-profiles/caterpillar-case-study.pdf
http://www.dellemc.com/poweredge-stories
http://dellemc.com/services
https://www.dellemc.com/en-us/services/consulting-services.htm
https://www.dellemc.com/ja-jp/services/professional-services/big-data-vision-workshop.htm
https://education.emc.com/content/emc/en-us/home/DellEMC-NVIDIA.html
http://www.dell.com/en-us/work/learn/prodeploy-plus
https://www.japan.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-caterpillar-case-study.pdf


ソリューションの概要

お問い合わせ
詳細については、dellemc .com/ja-jp/
readyforaiにアクセスするか、EMCセー
ルス担当者またはEMC認定リセラーま
でお問い合わせください。
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インテル®およびXeon®は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。Mellanox®、Infiniband®、Switch‑IBTM、ConnectX®はMellanox Technologies, Ltd .の登録商
標です。Bright Computing®およびBright Cluster Manager®Bright Computing, Inc .の商標です。Mastercard®は、米国におけるMasterCardまたはその子会社の登録商標またはサー
ビス マークです。NVIDIA®、Tesla®、CUDA®、NVLink™は、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの登録商標です。Cloudera®は、Clouderaの商標またはトレード ドレスで
す。Apache®、Hadoop®、Spark®は、Apache Software Foundationの商標です。

掲載される情報は、発信現在で正確な情報であり、予告なく変更される場合があります。

Dell EMCサポートのエキスパートは、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日で提供し、最適なシステム パフォーマンスを確保し、ダウンタイムを最小限に

抑えるための支援をします。ProSupportには、4時間/8時間以内の部品およびサービス対応オプ

ション付きの翌営業日オンサイト サービスや、お客様が定義する重大度レベル オプション付きの

エスカレーション管理を用意しています。お客様は、ProSupport Plusを通じて、サポートが必要な

場合の単一の窓口となるテクノロジー サービス マネージャーを利用することもできます。

Dell Financial Services
Dell Financial Servicesの豊富なリース/ファイナンス オプションを利用すれば、設備投資、運用

コスト、キャッシュ フローに関して判断を迫られた際の対策に役立ちます。Dellは、自社のニー

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オプションを提供します。

•� リース/ファイナンス ソリューションは、米国、カナダ、欧州全域で利用可能。

• Dell Financial Servicesではテクノロジー購入の融資が可能。

•� 電子見積りとオンライン契約が効率的な購入エクスペリエンスを実現。

Dell Financial Servicesの詳細については、こちらをご参照ください。

Dell EMC HPCイノベーション ラボ
オースティンの13,000平方フィートのデータセンターにあるDell EMC HPCとAIイノベーション ラ
ボでは、数千台Dell EMCサーバー、2つの強力なHPCクラスタ、洗練されたストレージ、HPCの
ネットワーク システムにアクセスできます。ラボのZenithクラスタは、Dell EMCとインテルのパー

トナーシップにより生まれ、2018年6月の世界最速スーパーコンピューター トップ500の265位に

ランクインしました。16

Dell EMCカスタマー ソリューション センター
Dell EMCカスタマー�ソリューション�センター専用の21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、ブリーフィング、ワークショップ、またはPoC（概念実証）を使用して

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。Dell EMC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、導入のスピードを

向上させます。

今すぐ活用する理由

AI、機械学習、ディープ ラーニングへの取り組みにパワーを与える準備ができたソリューショ

ンをすばやく展開する方法に関する詳細をご覧ください。詳細については、Dell EMCまたは

Authorizedパートナーの営業担当にお問い合わせいただくか、Dell EMCDell EMC機械学習

知識センターやHPCコミュニティ（dellhpc .org）にアクセスするか、インテルAIビルダーまたは

dellemc .com/ja-jp/readyforaiをご覧ください。

16  TOP500: The List、2018年6月。
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