AIアプリケーション

より自由な開発環境をローコストで整えたい開発者たち
が超高性能ワークステーションに注目する理由
調査によれば、企業はその規模を問わず、人工知能インフラストラクチャの不可欠
な要素として、強力なグラフィックス プロセッシング ユニット（GPU）を搭載した強
力なワークステーションを使用しています。同じことを検討されているとしたら、今が
その機会です。
人工知能（AI）は、アプリケーション開発者とOEMに最大かつ最も革新的なビジネス チャンスをもたらし
ます。すでにAIアプリケーションによって、ほぼすべての業界で、あらゆる規模の企業の製品、サービス、ビジ
ネス モデルが再構築されています。その影響は、製造、ロジスティクス、金融サービス、エネルギー、ヘルス
ケア、マーケティング、カスタマー サービスをはじめ、ここに挙げきれないほどさまざまな業界に及んでいます。
マクドナルドでさえ、シリコンバレーにAIセンター（McD Tech Labs）を設立し、AIで同一店舗売上を増
加させる方法を開発しています。
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AIアプリケーションの市場は巨大であり、その経済価値はさらに巨大です。Forbes誌は、主要
な市場調査会社による2019年の予測のまとめを発行しました。以下がその要旨です。
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• IDC：コグニティブおよびAIシステムに対する世界の支出は2022年に776億米ドルに達する。これは
•
•

2018年の240億米ドルという予測の3倍超である。
McKinsey：AIと機械学習は、2020年までにマーケティングとセールスではさらに2.6兆米ドル、製
造とサプライ チェーン プランニングでは最大2兆米ドルの価値を創出する可能性を秘めている。
Gartner：AIによって創出されるビジネス バリューは、2022年に3.9兆米ドルに達する。

AIとその一部である機械学習およびディープ ラーニングは、製品のパフォーマンスと監視診断機能を向上
させる方法を求めているアプリケーション開発者とOEMに大きな機会をもたらします。しかし、成功を実現
するには、開発者とOEMはその開発プラットフォーム用のハードウェアとソフトウェアについて重要な選択を
行う必要があります。この意思決定は、ビジネス戦略とビジネス モデルに影響を与える可能性があります。
拡張性の高いHPCインフラストラクチャとクラウド プラットフォームは、もはや唯一の選択肢ではありません。
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4倍のパフォーマンス向上
と3か月の時間節約

AIの開発とワークフローで実証されたワー
クステーションの真価
AIに関するトレンドを詳しく探るために、デルの依頼を受けた
調査会社Forresterは、企業がAIインフラストラクチャのコス
ト削減、セキュリティの強化、ワークフローの高速化にワーク
ステーションをどの程度使用しているかを調査しました。
調査は米国の幅広い業界を対象とし、210社から回答を得
ました。その結果、企業のAIワークフローにワークステーション
を追加すると、時間がかかり予算が少ないタスクはワークス
テーションに任せて、サーバーとクラウド プラットフォームは大
規模な処理を必要とする作業にあてられるようになることが
わかりました。
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Forresterによると、AIインフラストラクチャにワークステーションを
導入している回答者が挙げたユース ケースは次のとおりです。

33%

32%

AIアプリケーション アルゴリズムの学習
または処理
の開発

26%

コアAIアプリケー
ションの実行

AI開発では高性能ワークステーションの
方がクラウドよりも有利
特筆すべきは、調査対象企業のうち、AIアプリケーション開
発にクラウド環境を利用している割合が24パーセントに過ぎ
ないことです。この調査によると、AIアプリケーションを開発ま
たは実行している多くの企業は、特にその作業目的でAIア
ルゴリズムを学習させるために必要な何千回もの反復処理
の実行においては、クラウドまたはHPCデータ センター環境
を利用する場合と比べてワークステーションの方がコスト効
率が高いと認識しています。

事例：AIアプリケーション開発者が高
性能タワー ワークステーションを使用し
て市場投入までの時間を短縮。失明
率の軽減に取り組む医師を支援して
います。
Voxeleron社が開発した眼科用AIアプリケー
ションは、畳み込みニューラル ネットワーク
（CNN）モデルによるディープ ラーニングを利
用して、網膜の画像を鮮明にします。医師はこ
のアプリケーションを使って、加齢黄斑変性の発
症者のうち、ドライ型から失明につながるウェット
型に移行する患者を予測できます。
このアプリケーションはトリアージ ツールであり、
眼科医はこれまでにはない予測を行うことがで
きます。Voxeleronは、機械学習により高速で
トレーニングでき、光干渉断層計から取得され
た3Dイメージ データ セットを処理できるCNN
ベースのディープ ラーニング モデルを開発する必
要がありました。
こ れ を 実 現 す る た め に 、 Voxe l e ro n は D e l l
Precision 7920 Towerモデルを購入し、3基の
NVIDIA Quadro GV100 GPUをそれぞれに増
設しました。NVIDIA GV100 GPUは、5,000基
を超えるコアを搭載し（640基のTensorコアを
含む）、118.5 TFLOPSのTensorパフォーマン
スを発揮します。
共同創業者のJonathan Oakley氏は次のよ
うに述べています。「NVIDIA Quadro GV100
GPUを搭載したDell Precision 7920 Tower
ワークステーションで当社のAIモデルを実行し、
以前のセットアップに比べて3か月もの時間を節
約できました。これは約4倍の向上であり、AIア
プリケーションの市場投入時間が大幅に短縮さ
れました。最も重要なのは、眼科医が、治療不
能の疾患で引き起こされる失明率をより効果
的に軽減できるようになったことです」
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AI向けDell Precision
ワークステーション
デルは、3種類のファミリーのAI対応Precision
ワークステーションを提供しています。製品ファミ
リーはすべて、NVIDIA GPUを搭載できるように
開発、構築され、社内でもモバイル環境でも、
大規模な並列処理に対応します。

• Dell Precision 5820 Tower：極めて高
い信頼性のコンパクトなタワー ワークステー
ションコンパクトなタワー ワークステーション
• Dell Precision 7920 Tower：拡張性に
優れたタワー モデルとラック モデル
• Dell Precision 7540/7740：オフィス、
自宅、移動先で高いパフォーマンスを発揮
するモバイル ワークステーション
上記のDell Precisionワークステーション モ
デルの多くは、最大3基のNVIDIA GPUを搭
載可能です。これにより、15,000基のコアが
Precisionワークステーションの非常に強力な
ベースライン パワーに追加されます。複数の22
コア インテル ® Xeon ® CPUと最大256GBの
RAMを搭載できます。その他の独自機能は以
下のとおりです。
• Reliable Memory Technology（RMT）
Proは、ECCメモリーを搭載したすべての
Precisionワークステーション向けのデルの特
許取得済み機能で、特にミッションクリティカ
ルなアプリケーションで重要となる高い可用
性と信頼性を実現します。
•

より自由な開発環境を、
より少ないコストで
AIアプリケーション開発にワークステーションを利用してい
る企業では、クラウドで調査を実行する場合よりもコスト
がかからず、自由な開発環境で調査を実行できると感
じています。これは特に、リソースに限りがある小規模な
企業や、クラウドを使用する場合のキャッシュバーン レー
トを懸念するスタートアップ企業にとってメリットとなりま
す。ワークステーションを使用して何千ものAIモデルを社
内で評価できれば、得られる洞察が大幅に増えます。

AIアプリケーション向けワークステーションを
最も効果的かつ効率的に導入する5つ
の方法
AIインフラストラクチャとしてのワークステーションの利用に
関する調査の過程で、Forresterは調査対象企業の利
用実態から、以下の5つのベスト プラクティスを導き出す
ことができました。

1. AIに対して集中的、実務的
なアプローチを採用する
AIアプリケーション開発にワークステーションを利用し
ている企業では、クラウドで調査を実行する場合よ
りもコストがかからず、自由な開発環境で調査を実
行できると感じています。これは特に、リソースに限り
がある小規模な企業や、クラウドを使用する場合の
キャッシュバーン レートを懸念するスタートアップ企業
にとってメリットとなります。ワークステーションを使用し
て何千ものAIモデルを社内で評価できれば、発見で
きる事柄が大幅に増えます。

Dell Precision Optimizer（DPO）は、
業界唯一のAIベースのパフォーマンス最
適化ソフトウェアです。機械学習によって
Precisionワークステーションを自動的に
チューニングし、アプリケーション パフォーマン
スを最大521%向上させます。
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2. AIを推進するためのインフラ
ストラクチャ システムのポート
フォリオを開発する
集中型AIでは、柔軟なAI開発、学習、ワークフ
ロー、運用を実現するために、ローカルの並列処理
機能に加えて、クラウドとデータ センターにも同じ機
能が必要です。コストを気にせずAIアプリケーションを
最高速度で実行する場合は、大規模なサーバーと
クラウド プラットフォームが必要になります。反対に、
ワークステーションは、データ セキュリティを優先事項
とし、スケジュールが柔軟で、あまりコストがかけられ
ないアプリケーションに最適です。

3. パ フ ォ ー マ ン ス 、 コ ス ト 、
セキュリティのバランスを取る
AIアプリケーションを実行するためのインフラストラク
チャを設計する企業は、常にセキュリティを念頭に置
きつつ、パフォーマンスとコストのバランスを取る必要
があります。
天秤を思い浮かべてください。セキュリティというバラ
ンスを保つために、企業はパフォーマンスとコストの間
で妥協する必要があります。パフォーマンスは、集中
型AIが実際に問題を解決できるスピードに影響し、
コストには、AIに関する高度な専門知識、AIモデル
を実行するためのテクノロジー、および両者に関連
するオーバーヘッドが含まれます。また、コストはAIプ
ロジェクトのビジネス ケースと正当性に合致する必
要があります。
セキュリティは、特に顧客や患者が含まれるデータ
セット、または規制コンプライアンスが適用される可
能性のあるその他の機密データを扱う場合に重大
性が増します。増大するセキュリティ要件を満たすた
めに、企業はアルゴリズムの学習と実行に時間を費
やす必要があるかもしれません。

データは、企業がビジネスを
遂行する方法を根底から変
えていきます。同時にデータ
サイエンティストに対する需
要も、そのワークフローの複
雑さも増していきます。
NVIDIAを搭載したデータ サイエン
ス ワークステーションを使用すれば、
膨大なデータからを洞察を引き出
し、優れたカスタマー エクスペリエン
スを創出するために必要なパフォー
マンスを得られます。 Quadro RTX
GPUの処理能力と高速化された
CUDA-X AIデータ サイエンス ソフト
ウェアを組み合わせるためにデルが
構築した、データ サイエンス向けの
まったく新しい完全統合型Precision
ワークステーションです。
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4.AIアプリケーション開発用のプラット
フォームとしてワークステーションを導入
する
今日の企業のおよそ3分の1が、AIアプリケーションの開
発、アルゴリズムの学習または処理、そしてR&Dの概
念化や反復を、ワークステーションの主要なワークロー
ドとして見ています。開発者とデータ サイエンティストの
ワークフローでは、ワークステーションの柔軟性、セキュ
リティ、スピードのメリットを活用して集中型モデルを作
成できます。これは、それらのモデルが後でクラウドまた
はデータ センターのワークロードとして実行される場合
にも当てはまります。現在こうした企業では、ワークス
テーションの活用を評価または拡張して、多くのAIアプ
リケーションに必要な、安全でコスト効率に優れたソ
リューションを実現しています。

5.ワークステーションをAIのエンドツー
エンド プロセスに組み入れる
今日、ワークステーションに関する意思決定者のお
よそ4分の1が、すでにワークステーションを使用して、
事前学習済みの垂直ソリューション、インテリジェント
リサーチ ソリューション、イメージおよびビデオ分析、
スピーチ分析でコアAIアプリケーションを実行している
と述べています。
クラウドのスケールを必要とするシナリオでも、ワーク
ステーションは重要な役割を担うことができます。た
とえば、ワークステーションを使用することで、さまざま
なAIモデルを検討し、アルゴリズムを学習させ、デー
タを管理して、後でそれらをクラウドにスケールアウト
できます。
もう1つの例は、オープン ソースのアルゴリズムです。
オープン ソースのアルゴリズムをワークステーションで
実行して評価し、必要に応じて修正して、AIアプリ
ケーションを立ち上げる準備ができたらクラウドに展
開できます。
その後、開発と学習のフェーズでは、ワークステーショ
ンをデータ センターやクラウドと組み合わせて使用で
きます。AIアルゴリズムを学習させる時間や問題を
処理する時間が多少かかっても予算を抑えたい場
合、ワークステーションは最適なソリューションになり
得ます。

5

今こそ、 AI 開発および運用インフラストラ
クチャの構築を始めるとき
GPUを搭載した高性能なAI対応ワークステーションは、 AI
インフラストラクチャ展開の主力であることが実証されてい
ます。 Forresterの調査が示すように、広範囲の業界にわ
たるあらゆる規模の企業が、オンプレミス AIインフラストラク
チャとしてワークステーションを使用しています。これらはスタ
ンドアロンとして、またはデータ センターとクラウドの HPC 並
列処理機能を補完するために使用されています。

こうした企業では、ワークステーションは開発チームの調査
領域を拡大しつつ、より効率的で、安全かつコスト効率の
高い AI開発を実現できると考えています。
開発者とOEMにとって、 AI開発および運用インフラストラク
チャの構築を始めるときは今をおいてありません。極めて高
い競合優位性を獲得すると同時に、大きなビジネス チャ
ンスへの扉が開かれます。立ち止まっていたら、こうしたチャ
ンスへの有利な状況を、みすみす新しい競合に譲ることに
なるでしょう。

AI開発を強化する方法の詳細については、今すぐデルま
たはNVIDIAの担当者にお問い合わせください。または、
delltechnologies.com/ja-jp/precisionをご覧ください。
Dell TechnologiesとNVIDIAは、強力なワークステーション
プラットフォームを提供してお客様の AI開発のコストと時間
を削減するだけでなく、戦略的パートナーシップを締結す
ることもできます。特に中小規模の企業に最適です。さら
に、両社が提携している各分野のリーダーである AI パート
ナーを紹介することもできます。
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