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はじめに：機械学習時代の到来 
人工知能（AI）および機械学習（ML）は、企業や組織をかつてない速度で変革する新

興テクノロジーです。デジタル変革の時代に成功するためには、分析を使用して、現在
生成されている膨大な量のデータの中に閉じ込められている洞察を発見することにか
かっています。歴史的には、これらの洞察は手動での多くの作業が必要なデータ分析に
より発見されてきました。しかしデータ量は増加し続けており、データの複雑さも増して
います。AI と ML は、データ サイエンティストにとっては、データをより迅速に洗練し、価
値へと変換することができる最新のツールです。
過去において企業は、大規模な記録システムから生成された有限のデータを処理し

ていました。今日では、ビジネスに接続されているエンドポイントははるかに多くなって
おり、それぞれで分析する必要がある独自のデータが生成されています。たとえば、10 年
前は、モノのインターネット（IoT）の概念ありませんでした。今や、企業はすさまじい速度
で新しいデバイスを接続しています。ZK Research は、2025 年までに、それぞれがかなりの
データを生成する 800 億の接続されたエンドポイントが存在するようになると予想して
います（図 1）他の多くのデータ ソースが存在するため、IoT は AI/ML には必要ありません
が、IoT を追加すると、AI/ML のニーズは高くなります。現在のデータ ボリュームの分析で
企業が直面している困難さを考えると、取り込まれるデータの今後の急増に組織がどう対
応したらよいかは分かりません。効果的に競争する唯一の方法は、AI と ML の利用です。

図 1：IoT はより詳細な分析のために AI と ML を必要とする多くのデータ ソースの 1 つ

ZK Research 2018 Global IoT Forecast 
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AI と ML はすべ

ての業種に適用で

きます。そのため、

単一の「決定的な

応用方法」はあり

ません。

「機械学習」と「人工知能」という用語は同じような意味で使用されていることがよく
ありますが、これは正しくありません。「AI」は、コンピュータがヒューマン インテリジェン
スを模倣するプロセスを表現するために使用される、幅広い意味の用語です。機械学
習は、データ セットに基づいて、示された動作を模倣するモデルを作成できる一連のア
ルゴリズムです。アルゴリズムがヒューマン インテリジェンスを模倣する方法は他にも
あるため、機械学習は一般に人工知能のサブセットと見なされます。

AI と ML はすべての業種に適用できます。そのため、単一の「決定的な応用方法」は
ありません。各企業にはさまざまなビジネス上の課題があり、さまざまなデータ セット
にアクセスできます。したがって、AI と ML のアプローチや応用は異なるものになりま
す。AI と ML にはさまざまな用途がありますが、ここでは一般的ないくつかの使用例を
示します。

異常検出：一連のトレーニング データに基づいて、機械学習ベース システムは変則
的な性質のものを特定できます。この一般的な使用例は、医療業界で見られます。
そこでは AI は、脳の MRI スキャンに映る、人による検査では通常見分けにくい出
血、腫瘍、その他の問題を見つけることができます。

分類：AI システムは、一連のトレーニング データから学習し、新しい入力を特定のグ
ループに分類できます。この例として、自動運転車両は物体を見たときに、木、人、標
識、その他の物体として分類することができます。

予測：AI は特定のシーケンスの次の値を見積もったり予測したりするために使用さ
れます。人間の予測は数十年に渡って存在してきましたが、AI はさらに幅広いデー
タを組み込むことができます。たとえば、小売業者は気象情報を含めることで、今後
の売上をより正確に予測できます。

推奨事項：AI システムは、質問やコメントの回答に関する具体的な提案を行うこと
ができます。これらのシステムは、代理店が一般的な顧客の苦情に対応できるよ
うにするために、コンタクト センターで牽引力を得ています。また、現在でチャット
ボットを使用して、似た立場の個人のパターンに基づいて製品の購入が提案される
ようになりました。

分類：データを特定のクラスタに保存する必要があります。AI システムは、大規模
データ セットを分析し、共通の特徴でデータ インスタンスをグループ化できます。
たとえば、買い物習慣を学習すると、AI は年齢や収入別の特定の人口統計を判断で
きます。もう 1 つの新たな使用例は、音声分析のための AI の使用です。オーディオ 
ストリームに個人の音声または背景の雑音が含まれているかどうか（後者について
は自動的にミュートする必要がある）を判断します。

情報の翻訳：機械学習ベースのシステムは、データを別のフォームに迅速に翻訳す
るために使用できます。この最良の例は、AI を自然言語の処理と組み合わせて、ビ
デオ通話でそれぞれがネイティブ言語で話すユーザの支援です。AI はどの言語で
あるかを理解し、リアルタイムで翻訳して、誰もが会話に参加できるようにします。
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AI と ML による成

功は、ビジネスに

ついていく十分な

速度でデータを処

理できる適切なイ

ンフラストラクチャ

があるかどうかに

かかっています。

「深層学習」は、深層ニューラル ネットワークの使用を表現するために AI 界で一般的
に使用されている用語です。従来の機械学習アルゴリズムは線形または本質的に「浅
い」のに対し、深層学習アルゴリズムはニューラル ネットワークを使用して、さまざまな
複雑さと抽象性を持つ着信データを処理します。次の例について考えます。親は子に、
猫とは何であるかを猫を指さして教え、それが実際に猫であることを確認します。それ
から猫でないものを指さして猫でないことを教えます。時がたつうち、子供はどのよう
な特徴が猫を定義しているのか、あるいはそうでないのかをはっきりと認識するように
なり、最終的に猫をすばやく特定できるようになります。子供は実際には階層を構築す
ることによって複雑な抽象化（つまり猫の識別）を行っています。その階層では、各レベ
ルの抽象化は先行する層に格納された知識を使用して作成されます。
コンピュータ深層学習はほぼ同じプロセスを経ますが、階層内の各アルゴリズムは、

推論用のモデルを作成するために、データに非線形変換を適用します。スタックされた
処理層は非常に深くなる場合があります。それで「深層学習」と表現されるのです。ただ
し、深層学習には大量のデータが必要です。
浅い学習ははるかに一般的であり、必要とされるデータは深層学習よりも少なくて

済みます。浅い学習の手法には、線形およびロジスティック回帰や決定木があります。
それらは学習プロセスを監督するためのより多くのデータ サイエンティストを必要と
します。特に最良の結果に至る入力のサブセットを特定するときにはそのようになりま
す。サブセットのこの選択は、特徴エンジニアリングと呼ばれます。深層学習では特徴エ
ンジニアリングはあまり必要としないため、多くの企業がこのアプローチを選ぶように
なってきました。ただし、深層学習もより多くのデータを必要とするので、情報の意味を
理解するためにさらに多くのハードウェアが必要になります。

AI と ML の台頭はあらゆる業種のすべてのビジネスを変革します。これにより運用は
合理化され、コストは大幅に節約され、企業はまったく新しい方法で従業員や顧客と対
話できるようになります。ただし、AI と ML による成功は、ビジネスについていく十分な速
度でデータを処理できる適切なインフラストラクチャがあるかどうかにかかっています。

セクション 2：人工知能と機械学習採用のトレンド  

テクノロジー業界は、歴史上最大の変化の中にあり、多くの企業は、すでに AI と ML 
を導入しています。AI/ML ベース システムの増加により、ビジネスを取り巻く状況は引き
返すことができない変化を遂げようとしています。そのため CIO は準備をする必要があ
ります。IT チームにとって、AI や ML は未来のことのように思えるかもしれませんが、そ
れは今起きていることです。ZK Research 2018 IT Priorities Study では、CIO を含む 800 を超
える IT 意思決定者に、それぞれの組織における AI の現状について尋ねましたが、すで
に導入済みであったのは 10 % のみでした（図 2）。ただしその調査では、別の 22 % が関
心を持ち 12 ヵ月以内に AI を導入する予定であり、28 % は12 ヵ月より先ににそのように
する予定でした。これは今後実装が増大することを示しています。

CIO にとって最も大きな課題とは、ほとんどの IT プロジェクトと異なり、AI や ML の
構想は単なる IT 主導ではないということです。事業部門のマネージャ、データ サイエン
ティスト、アプリケーション開発者、カスタマー ケア マネージャ、マーケティング チーム、
および他の部門すべては、AI 構想に一定の関心を持っています。AI の知識のレベルは
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図 2：近い将来に訪れる AI 

ZK Research 2018 IT Priorities Study

企業ごとに異なりますが、ZK Research は、通常ほとんどのお客様が次の 2 つのカテゴリ
に分類されることを明らかにしました。

経験がある：これらの組織にはスキルを持つ開発者がおり、AI/ML システムが導入
済みです。これらの組織では、データ サイエンスのチームが構想を主導します。ただ
し、インフラストラクチャの要件が変化するにつれて、IT 組織がより多くの影響力を
持つ可能性があります。経験豊富な組織では、AI の旅のすべてのポイントで特定の
インフラストラクチャのニーズに精通し、テストと開発、トレーニング、推論などさま
ざまなフェーズに最良のインフラストラクチャを購入できるようになります。
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AI と ML の成

功は、システムに

フィードされる

データの品質に

大きく依存してい

ます。

ほとんどあるいはまったく経験がない：図 2 が示すとおり、大多数の人は AI の旅を始
めたばかりであり、ほとんどあるいはまったくスキルを持たない開発者です。これら
の企業は、インフラストラクチャのニーズに合わせて IT 組織に変わる可能性があり
ます。AI 構想は初期段階であり、IT にとってどのようなインフラストラクチャを購入
すべきかを把握するのは困難です。つまりエンドツーエンドのソリューションがベス
トであるということです。また、企業は導入がスムーズに進むように、ある程度のプ
ロフェッショナル サービス支援を必要とする場合があります。

企業がどの程度の経験を持っているかに関係なく、行うインフラストラクチャの選
択は、AI/ML 構想の成功に大きな影響を与えます。誤った選択をすると複雑さとコスト
が増大します。これは高い給与が支払われているデータ サイエンティストによる処理が
かなり遅延することも意味します。

セクション 3：正しいインフラストラクチャの選択を行う 

最良のインフラストラクチャの選択をするための 1 つの鍵は、データの役割を理解
することです。AI と ML の成功は、システムにフィードされるデータの品質に大きく依存
しています。AI 業界には「質の悪いデータは質の悪い推論につながる」という 格言があ
りますが、それは企業がデータを管理する方法に特に注意を払う必要があるという意
味です。
使用されるデータのタイプはさまざまであるとしても、データは AI のすべての使用

例で鍵となる役割を果たします。たとえば、イノベーションは、ビジネスによって生成さ
れた大きなデータ レイク内から機械学習によって洞察を見つけることで促進できます。
事実、企業はデータ サイエンスに基づいて、組織内に新しい考え方を醸成することがで
きます。鍵となるのは AI/ML ワークフローのあらゆる段階で、データが果たす役割を理
解することです（図 3）。
データの最も重要な課題の 1 つには、リアルタイムでのデータ パイプラインの構築

が非常に困難であるということがあります。新しいデータ ソースで探索と検出の作業を
実施しているデータ サイエンティストは、収集、準備、モデル化、および推測を行う必要
があります。したがって IT には、各フェーズ、およびより多くのデータがより多くのソース
から収集されるときに、変化が求められます。
ワークフローは反復サイクルであり、展開フェーズの出力がデータ収集の入力になっ

てモデルが改良されていくことに注意することも重要です。これらの各フェーズにデー
タを首尾良く移動させることは、適切なインフラストラクチャを利用していることに大き
く依存しています。
インフラストラクチャの重要な考慮事項は次のとおりです。

場所：AI と ML の構想は、クラウド内でのみ実施されるのでもオンプレミスで処理さ
れるのでもありません。それらの構想は、出力に最も意味が付与される場所で実行
すべきです。たとえば、空港での顔認識システムは、情報をクラウドに送信して結果
を戻すことに時間がかかるとプロセスがかなり遅延することになるので、ローカル
に分析を実施する必要があります。そのインフラストラクチャを必ずクラウド、オン
プレミス データセンター、エッジに展開することで、AI 構想のパフォーマンスを最適
化することが極めて重要です。
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図 3：AI/ML ワークフローでデータの役割 

ZK Research、2018

幅広い高性能インフラストラクチャ：前述のように、AI パフォーマンスは基盤とな
るインフラストラクチャに大きく依存しています。たとえば、グラフィック処理ユ
ニット（GPU）は、従来の中央処理装置（CPU）と比較して 100 倍の深層学習を促
進できます。サーバを軽視するとプロセスに遅れが発生し、重視しすぎると無駄
なコストが発生します。エンドツーエンドまたはベストオブブリードのどちらの
戦略であるとしても、計算ハードウェアは必ず処理機能と高速ストレージを適切
に組み合わせたものにします。このために、AI プロセスのどのフェーズにも対処
できる幅広いポートフォリオを持つベンダーを選択する必要があります。

検証済みの設計：インフラストラクチャは明らかに重要ですが、その上で稼働
するソフトウェアも同じく重要です。ソフトウェアをインストールすると、基盤の
ハードウェアに合うように調整したり最適化したりするのに数ヵ月かかる場合が
あります。導入にかかる時間を短縮してパフォーマンスを確実に最適化するに
は、ソフトウェアのプリインストールと設計の検証を行うベンダーを選択します。

データセンターの拡張：AI インフラストラクチャは独立して存在しているのでは
なく、現在のデータセンターの拡張と見なすべきです。理想的には、企業は既存
のツールで管理できるソリューションを探すべきです。

エンドツーエンドの管理：投入してオンにして AI プロセスをすぐに開始できるよ
うな単一の「パッケージ AI」は存在しません。それはサーバ、ストレージ、ネット
ワーク、およびソフトウェアを含む可動パーツで構成され、各ポジションには複
数の選択肢があります。最適なソリューションは、単一のインターフェイスですべ
ての（または少なくとも大半の）コンポーネントを管理できる包括的なものです。

ネットワーク インフラストラクチャ：AI を導入するときには、GPU 対応サーバ、フ
ラッシュ ストレージ、および他の計算インフラストラクチャに重きを置きます。AI 
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すべてのテクノロ

ジーをあらゆる場

所に単一の AI ベン

ダーで提供すること

はできません。

はプロセッサとストレージを大量に消費するので、これは理にかなっています。ただ
し、ストレージ システムとサーバは、ネットワークをトラバースするデータをフィード
する必要があります。AI のインフラストラクチャは、ネットワーク、サーバ、ストレージ
を脚とする「3 脚スツール」と見なす必要があります。それぞれが相互に追いつくた
めに、等しく高速でなければなりません。これらの構成要素のいずれかに遅れがあ
ると、パフォーマンスが低下する可能性があります。サーバやストレージに示すのと
同じレベルの適切な配慮を、ネットワークにも示す必要があります。

セキュリティ：AI は、患者の記録、財務情報、個人データなどの非常に機密度が高い
データに関与することもよくあります。このデータが漏えいすると、組織にとって破滅
的な事態となる可能性があります。また、質の悪いデータが注入されると、AI システ
ムは、不完全な意思決定につながる誤った推測をする可能性があります。AI インフ
ラストラクチャは、最先端のテクノロジーによりすべての部分を保護する必要があり
ます。

プロフェッショナル サービス：サービスは技術的にはインフラストラクチャとは見な
されませんが、インフラストラクチャの意思決定の一部とするべきです。ほとんどの
組織、特に経験が限られている組織は、AI を成功させるために必要なスキルが社内
にありません。サービス パートナーは、必要なトレーニング、助言、実装、および最適
化サービスを、AI ライフサイクル全体にわたって提供でき、導入の核となる構成要
素として扱うべきです。

幅広いエコシステム：すべてのテクノロジーをあらゆる場所で提供できる AI ベンダー
は 1 つもありません。完全なターンキー方式のエンドツーエンド ソリューションを提
供する、幅広いエコシステムを持ち AI のすべての構成要素をまとめることができる
ベンダーを利用することが重要です。これらの構成要素をつぎはぎに組み合わせて
使用しなければならないと、遅延したり、さらには失敗したりする可能性があります。
強力なエコシステムがあるベンダーの選択は、成功への高速パスを提供します。

サンノゼを本拠地とするシスコは、ネットワーキングの市場リーダーとして知られてい
ます。ここ 10 年で、シスコはさまざまな使用例に対応する幅広いオプションを備えた、
強力なサーバおよびハイパーコンバージド インフラストラクチャ（HCI）のポートフォリ
オも構築してきました。最近では、AI のさまざまなフェーズのニーズを満たすようにポー
トフォリオをアップグレードしてきました。これは ZK Research の意見ですが、シスコは上
記の条件を満たす幅広いソリューションと製品を取り揃えています。シスコは、お客様の
導入サイクルがどの時点であっても、AI/ML の目標に達することを支援できます。

セクション 4：まとめと、推奨事項 

AI/ML 時代が到来し、企業はビジネス史上最大のテクノロジー変化の断崖絶壁に立
たされています。現在は大量のデータが生成されており、企業はそれを分析して、競合
他社よりも早く新たな洞察を見つける必要があります。それができる企業は重要かつ持
続可能な競争優位性を得られますが、できない企業はすぐに後れを取り、生き残るため
の苦労をすることになります。
歴史的に、AI/ML プロジェクトはデータ サイエンスのスペシャリストにより実行され

てきましたが、これらのテクノロジーがメインストリームに移行するにつれて、その役割
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は急速に IT プロフェッショナルへと移行しつつあります。この移行が起きて AI 構想がさ
らに普及するにつれて、IT 組織は AI を実現できるインフラストラクチャについてさらに
幅広く考察することが必要になっています。特定のプロジェクトのためにサーバ、ネット
ワーク インフラストラクチャ、その他のコンポーネントを購入する代わりに、現在のデー
タセンターの運用方法と同様に、今日そして明日のビジネス ニーズについて幅広く考
慮することを目標にする必要があります。
今後数年間で、企業は AI/ML の用途をさらに見つけることでしょう。これらのテクノロ

ジーは、すべての組織の IT 戦略のコア コンポーネントになり、IT リーダーはそれに備え
なければなりません。この移行に備えられるように、ZK Research は次の事柄を推奨して
います。

事業部門とパートナーを組む。アウトプットは重要なビジネス価値を持つ可能性が
あるので、AI/ML を IT 部門が単独で所有することがないようにします。IT リーダーは
これを理解し、絶え間なく変化する環境の需要を満たすために、事業部門のデータ 
サイエンティストと連携する必要があります。

異なる分野での小規模な並行プロジェクトから開始する。経験が限られている企業
は、次のようにする必要があります。ROI を重視するのではなく、教育目的で AI プロ
ジェクトを使用して、まず小規模プロジェクトで実験します。それらのプロジェクトか
ら学習し、以降のプロジェクトに学習内容を応用してスキルの向上を図ります。

インフラストラクチャを決定する際は、幅広く考える。AI/ML ワークフローの各フェー
ズでインフラストラクチャの要件は大きく異なります。たとえば、学習フェーズでの
ニーズは推論フェーズのニーズとは異なります。ただし、何らかの決定を下す前に
一歩引いて、AI と ML を総合的に見て、各フェーズの専用製品だけでなく一般管理
ツールも提供するベンダーを選択します。これによりベスト オブ ブリードのメリット
を手にしながら、それらをエンドツーエンド ソリューションのメリットと組み合わせ
ることになります。

プロフェッショナル サービスでスキル セットを強化する。経験豊富な企業であっても
知識のギャップが存在することがあります。サービス パートナーを活用して、現在の
社内エンジニアリング チームに欠けているスキルを補完します。これには、ビジネ
ス ケース分析、実装サービス、アーキテクチャと設計のサポート、および最適化サー
ビスなどの導入のすべてのフェーズが含まれます。
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