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データセンターにおける、規模に応じた人工知能
シスコの機械学習コンピューティング ソリューションは、機械学習（ML）のワークロードを
企業のデータセンターに取り入れながらそのニーズをサポートすることで、IT 組織やデー
タ サイエンティストが直面している負担を軽減します。シスコ ソリューションを使用するこ
とで、人工知能（AI）ワークロードの処理効率を規模に応じて向上させ、より妥当な意思決
定を導くための有益なインテリジェンスをデータから抽出できるようになります。

深層学習のワークロードのための、妥協のないアプローチ
機械学習向けに Cisco UCS® C480 ML M5 が加わったことで、コンピューティングの選択オプションが広
がり、AI のライフサイクルの各段階（エッジ付近でのデータの収集および分析、データセンター コアでの
データの前処理と学習、AI 中心部でのリアルタイムの推論処理）それぞれに合ったサイズを選択できるよう
になりました。シスコのクラウドベース管理を採用すれば、分散化の進む IT 環境の中で、高速化されたコン
ピューティングを適切な場所に容易に拡張できるようになります。

• パフォーマンスとキャパシティを獲得：Cisco UCS C480 ML M5 は、非常に優れた GPU アクセラレーショ
ンを実現しながら、CPU、メモリ、ネットワーキング、ストレージ向けの柔軟なオプションを用意しています。

• 機械学習インフラの導入ハードルを下げる：検証済みのソリューションを採用することで、機械学習ソフト
ウェア エコシステムを導入しやすくします。

• シンプルな運用：Cisco Intersight™ プラットフォームを使用して運用をシンプル化し、高速化されたコン
ピューティングを必要な場所に拡張します。 

メリット
• 情報の取得と意思決定を促進：
高性能システムにより、絶えず
変化するデータ集約型ワーク
ロードに対処します。

• ML スタックのハードルを下げ
る：実績のあるソリューション
を採用することで、より迅速か
つ信頼性の高い導入を実現し
ます。

• コストと複雑さを軽減：クラウド
ベースの管理を行うことで、コ
ンピューティング環境全体で一
貫性のある統一された操作が
可能になります。

深層学習の高速化
AI および ML ワークロード向けに設計された Cisco UCS C480 ML M5 ラック サーバを 
活用する 
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AI の実践例
• 小売業：購入パターンの予測およ
びサプライ チェーンの最適化。
損失の防止。レジ廃止によるス
ムーズな販売の実現。

• 医療機関：放射線画像、病理画
像、皮膚画像の迅速な判定また
はトリアージ。患者転帰の予測と
治療指針の策定支援。

• スマート シティ：ビデオに映った
顔、ナンバー プレート、不審物の
認識処理の迅速化。車、自転車、
歩行者の往来パターンの観察と、
保護エリアへの侵入の監視。
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AI および ML の 
ライフサイクル全体をサポート
IDC 社の調査において 30 % の業界成長率が見込ま
れる場合、その数字は、まもなく IT 部門に変化が現れ
る良い兆候と考えることができます。人工知能、機械学
習、深層学習のアプリケーションは、企業や官公庁に
おいて、より情報に基づいた迅速な判断の実現に寄与
しています。

しかし、従来のデータセンター テクノロジーは、実稼
動規模の AI のデータ量、速度、変動性に対応できる
ようには設計されていません。そのため、従来のビジ
ネス アプリケーションとは大きく異なるモデルが必要
となっています。必要なデータ量の多さとその処理ス
ピードにより、アプリケーションの動作が根本的に変
わりつつあります。今やアプリケーションは、データに
よってその在り方を左右されるようになり、新しいワー
クロードに対応できる高性能システムを必要として
いるのです。IT 部門は、そのような状況についていこ
うと奮闘しています。データ ソースを頻繁に変更する
データ サイエンティストや、ソフトウェアのインフラス
トラクチャ要件の変化から後れを取らないように努め

ているのです。同時に、データ サイエンティストも、機
械学習を競争力あるビジネス ツールとして活用でき
るよう奮闘しています。 

人工知能のプロジェクトのライフサイクルは、まず
データの取得と前処理から始まり、その後に、機械学
習ソフトウェアの開発とテストが続きます。準備ができ
たら、大量のデータをソフトウェアに学習させた上で、
そのソフトウェアを使用して、意思決定を支援する推
論を導き出します（図 1）。

深層学習のワークロードの 
処理効率を向上
Cisco UCS C480 ML M5 ラック サーバは、AI およ
び ML のライフサイクルの中でもコンピューティング
の集約を最も必要とする、深層学習のフェーズを念頭
に設計されています。このサーバには、大容量のスト
レージと最大 100 Gbps のネットワーク接続を兼ね
備えた高速相互接続テクノロジーと GPU が統合され
ています。

シスコが提供するもの
実績のあるソリュー

ションを備えた、
拡大するエコシステム パートナー

すべての ML ニーズに
徹底対応する完全
なポートフォリオ

既存のデータセンター 
インフラストラクチャ

のスムーズな拡張

開発およびテスト 推論の実行データの前処理
クリーニング | 変換 | 移行 反復プロセス

規模に応じた学習
深層学習 | 機械学習 より適切で迅速な意思決定

図 1：AI および ML に特化した包括的サーバ ポートフォリオにより、データ サイエンティストを効率的にサポート
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基本的な単純作業を人間よりも
速く行う（例：画像の分類や
音声認識）

AI 技術を使用して、データ
解析、学習、意思決定を
行う（例：スパム 
メールの検出）

ニューラル ネットワークを利用
して、膨大なデータを選別し、
判定を行う（例：医療画像から
のがんの特定）
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深層学習への進化 
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Cisco UCS C480 ML M5 の機能（図 2）
• GPU アクセラレーション：8 個の NVIDIA V100 

SMX2 32-GB モジュールが NVIDIA NVLink と相
互接続し、GPU 全体の通信速度を向上させること
でコンピューティングを高速化します。NVIDIA 社の
仕様では、TensorFlow の性能はモジュール単位で
最大 125 テラフロップス、サーバ単位の合計処理
能力で最大 1 ペタフロップスとなっています。

• 最新のインテル Xeon スケーラブル CPU：1 基あ
たり最大 28 コアを搭載可能な CPU 2 基で、機械
学習プロセスを管理し、計算時間を GPU にディス
パッチします。

• ストレージ容量とパフォーマンス：データがローカル
に存在することが、深層学習アプリケーションにとっ
て重要である場合があります。そのため、データの
使用場所の近くで最大 24 台のハード ディスク ド
ライブまたは SSD にデータを保存できます。これ
らは、ミッドプレーン常駐の RAID コントローラ経
由でアクセスされます。IO 性能がより高い NVMe 

ドライブには最大 6 個のディスク ドライブ スロッ
トを使用し、クラス最高性能を実現できます。

• 最大 3 TB のメイン メモリ：高速な 2666 MHz 
DDR4 DIMM を使用しています。

• 高速ネットワーキング：10 ギガビット イーサネット 
インターフェイスが 2 つ組み込まれており、サーバ
に出入りするデータの流れを高速化します。

• PCIe の拡張性：PCIe スロットをそれぞれ 16 個
そなえた PCIe スイッチ 4 台で、高性能ネットワー
キングを実現します。また、オプションとして Cisco 
UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）やサード
パーティ製 NIC を使うことで、最大 100 Gbps の接
続にも対応します。

• ユニファイド マネジメント：今回の新しい Cisco 
UCS C480 ML M5 サーバの登場により Cisco 
UCS のポートフォリオが拡大されたことで、どのよ
うなワークロードでも、管理の手間を増やすことなく
これまでと同様にサポートできます。

TPM 2.0 冗長ファン

PCIe 
スロット

 × 4

RAID コントローラ NVDIA V100 SXM2 
32-GB GPU × 8

最大 24 台の 
SFF ドライブまたは 
16 台のドライブ

（DVD ドライブあり）

2 ソケット サーバ

図 2：Cisco UCS C480 ML M5 ラック サーバの物理構成図

エアーフロー
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シスコが選ばれる理由
AI および ML のデータ ライフサイクル全体を促進
シスコには、変化を続けるデータ ソースを動的データ パイプラインの一部として統合する取り組みを支援
してきた経験があります。シスコは、GPU を Cisco Uni�ed Computing System™（Cisco UCS）や Cisco 
HyperFlex™ システムに統合することで、ビッグデータ環境を AI や ML に拡張する際に支援できます。それに
より、Cisco UCS プラットフォームの順応性やプログラマビリティを活用し、AI ワークロードの処理効率を規模
に応じて増強できます。

サイロの排除
Cisco Intersight を使用すれば、新しいテクノロジーをどこにでも容易に導入できます。それにより、データセン
ターでも、複数のリモート/ブランチ オフィスでも、ネットワークのエッジでも、サーバの設置場所にかかわりな
く、スタンドアロン サーバの孤立状態を解消できます。

ML スタックのハードルを下げる
シスコでは、AI および ML ソリューションのテストと検証に投資して、お客様が安心してサーバを導入できるよ
うにしています。Cisco Validated Design は、ソリューション導入のあらゆる場面に対応するプラクティスを提
供します。導入検証をシスコのエンジニアリングが行うので、お客様は、より迅速かつ低リスクにソリューション
を導入することができます。

AI は、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、データセンターの変革をより短期間で実現することが可能になります。

関連情報
• cisco.com/jp/go/ai-compute

• Cisco UCS C480 ML M5 データ 
シート 

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

