
パンフレット
Cisco Public 

© 2018 Cisco and/or its a�liates. All rights reserved.

シスコのコンピューティング  
ソリューションによる AI の加速
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データはあらゆる場所
にあります。
データ サイエンティストは、データ主導型インテリ
ジェンスの将来に向けてビジネスを推進していま
す。しかし、人工知能（AI）と機械学習（ML）ワーク
ロードを大規模に導入して管理するにはどうすれ
ばよいのでしょうか。 

ビッグデータ
の旅

従来のデータセンター テクノロ
ジーは、実稼動規模の AI および 
ML のデータ量、速度、変動性に
対応できるように設計されていま
せん。

未知の領域 
データが形作る
データセンター

今後ますます拡大していく状況の
中で、IT は高速コンピューティン
グを、適切な場所に適正な規模で
拡張する必要があります。

AI のエコシステムはまだ初期段階
であり、分断され、使い慣れず、急
速に進化する機械学習ソフトウェ
ア スタックとなっており、その複雑
さとリスクは増大しています。 
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IT のニーズ
• 大規模な AI を実現する AI/ML 
コンピューティング ソリューショ
ンの完全なポートフォリオ。

• AI/ML のハードルを下げる、業
界リーダーと共同で開発された
実績あるフルスタック ソリュー
ション。

• シンプルでクラウド管理の範
囲内。

コア データセンター 

大規模な AI は困難です。
データ サイエンティストは、IoT デバイス、レガシー データベース、フラット ファイル、
SQL サーバ、電子メール、およびソーシャル メディアから膨大な量のデータを収集し
ます。機械学習によって利用される膨大なデータ量により、アプリケーションの動作は
根本的に変化しつつあり、データにより形作られる新しいワークロードに対応できるシ
ステムを必要とするようになっています。 IoT デバイス、リモート、およびブランチ オフィスのロケーション
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テスト、開発、および 
モデルの調整 

データ サイエンティストは、適切なモデルを構
築するために頻繁に処理を繰り返す必要があり
ます。

IT 部門は、データ サイエンティストが迅速に実験
を行えるように、簡単かつ柔軟に環境をセットアッ
プする方法を提供する必要があります。

ハイパーコンバージド インフラストラクチャと、
オプションとして GPU を搭載した Cisco UCS® 
サーバにより、必要な柔軟性を提供します：
Cisco HyperFlex™ HX240c M5 オールフラッ
シュ ノードおよび Cisco UCS C240 M5 ラック 
サーバ

機械学習と 
深層学習 

これは AI ライフサイクルの最もデータおよび計
算集約型である部分です。

IT 組織は AI アルゴリズムに追いつくことができ
る、より高速なコンピューティング ソリューション
を提供する必要があります。

GPU 高密度設計の特別仕様サーバは、大規模なモ
デルを実行するために必要な能力を提供します：
Cisco UCS C480 ML M5 ラック サーバ

推論 

これは新しいデータから導出した実用的な洞察で 
AI のメリットを享受できる分野です。

IT 組織は、迅速かつ効率的にデータを処理するた
めに、データ ソースの近くでコンピューティング能
力を提供する必要があります。

オプションで GPU を搭載する汎用サーバまたは
ハイパーコンバージド インフラストラクチャは新
しいデータを迅速に処理し、有意義な洞察を提供
するために必要な能力を提供します：Cisco UCS 
C240 M5 ラック サーバ、Cisco UCS C220 M5 
ラック サーバ、または Cisco HyperFlex HX240c 
オールフラッシュ ノード

Cisco HyperFlex HX240c Cisco UCS C240 M5 Cisco UCS C480 ML M5 Cisco HyperFlex HX240c
Cisco UCS C220 M5 およ
び Cisco UCS C240 M5 

AI は「旅」です。
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UCS による AI の強化。
シスコ機械学習コンピューティング ソリューションの適応性
を活用して、AI ワークロードを大規模に強化します。データ 
ライフサイクルのすべての段階からより多くのインテリジェ
ンスを抽出するように設計された、検証済みの幅広いテクノ
ロジーによりリスクを軽減します。さらに、クラウド管理型シ
ステムにより運用を簡素化します。

データ ライフサイ
クルの専門知識

ビッグデータと機械学習における
当社の経験は、多くのお客様が、変
化するデータ ソースを動的なデー
タ パイプラインの一部として統合
する助けになってきました。

シスコの検証済みの AI/ML コン
ピューティング ソリューションは、
幅広いテクノロジーとアプリケー
ションを組み合わせて、データ ライ
フサイクルのすべての段階でより
多くのインテリジェンスを抽出でき
るようにしながら、より速く、より信
頼性が高く、予測可能な導入を確
実に実現できるようにします。

AI/ML 用コンピューティング ソ
リューションのフルポートフォリオ
と、Cisco Intersight™ クラウド管
理モデルの簡便さおよび守備範囲
を組み合わせて提供しているのは、
シスコだけです。

ML スタックの 
ハードルを下げる

データがある場所
がデータセンター
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詳しくはこちら

• シスコ営業担当者にお問い合わ
せください。

• cisco.com/jp/go/ai-compute を
ご覧ください。

シスコが選ばれる理由
データのライフサイクル全体で、データからより多くの
インテリジェンスを得たい場合、AI が、データからの学
習と、より適切かつ迅速な意思決定に役立ちます。

シスコでは、AI ライフサイクルのどの段階にも対応でき
るコンピューティング ソリューション ポートフォリオを
提供しています。シスコ サービスを認定パートナーと合
わせてご利用いただくことで、分析、深層学習、自動化
機能の最適な組み合わせが提供さ
れ、データセンターはさらに迅速に
変革されます。

シスコはネットワーキング テクノロ
ジーの世界的リーダーであり、デー
タ収集からモデルのトレーニング
や推論に至るまで、AI によって利
用されるデータ量を移動させるた
めに必要な帯域幅とセキュリティ
を提供することができます。

www.cisco.com/go/trademarks/
cisco.com/jp/go/ai-compute

