
NVIDIA DGX System 
AI 導入企業向け

各企業は戦略的にAI活用を拡大し、成功率を約2倍、収益を約3倍に伸ばし
ています。1

1 アクセンチュア (2019)AI：Built to Scale from experimental to exponential 出典：https://www.accenture.com/_acnmedia/
Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-Built-to-Scale-PDF-Report.pdf
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今日の企業に必要なのは、インサイト獲得をスピードアップして新
たなビジネス分野を見出すための AI イノベーションに向けたエン
ドツーエンドの戦略です。また、常にライバルの一歩先を行くため
には、迅速なプロトタイピング、頻繁なサイクル、継続的なフィー
ドバックをサポートする能率的な AI 開発ワークフロー、さらに、企
業の生産現場に合わせてスケールアップできる強固なインフラスト
ラクチャを構成することが必要です。

NVIDIA DGX ™ システムは、AI とデータサイエンスを導入する企業
の要求に応じた専用システムであり、インサイト獲得を数ヵ月後で
はなく数時間で実現するために、AI 開発を最速で開始し、無理な
く生産性を高め、画期的な性能をもたらします。

DGX システムを導入すると、AI に精通した専門家、DGXpert によ
る支援が受けられます。現場で実証済みのシステム展開に幅広い
実績を持った DGX 担当者が、スクリプト作成前の計画、システム
展開、最適化に関する専門知識を提供し、貴社の AI 化をスピード
アップさせます。

何千社もの大企業が NVIDIA DGX System を導入しています
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エンドツーエンドの AI 開発に特化したポートフォリオ
 > NVIDIA DGX Station ™はデータサイエンスチームのための世界最速
のワークステーションです。4 ポートの NVIDIA NVLink ™アーキテ
クチャに完全接続する NVIDIA V100 Tensor コア GPU を 4 基搭載し
た DGX Station は、500TFLOPS の性能を持ち、AI データセンターの
処理能力をそのままあなたのオフィスで実現できるため、データセ
ンターが不要です。

 > NVIDIA DGX-1 ™はデータセンターに AI を導入する企業向けの初め
ての AI システムです。NVLink の技術により、NVIDIA V100 Tensor 
コア GPU 8 基を統合し、1petaFLOPS の AI 性能を実現しています。

 > NVIDIA DGX-2 ™は、AI に複雑な課題を設定するために構成された
AI システムであり、NVLink と NVSwitch に接続した NVIDIA V100 
Tensor コア GPU を 16 基搭載し、2petaFLOPS の AI 性能を実現して
います。

 > NVIDIA DGX ™ A100 はあらゆる AI ワークロードに対応するユニバー
サルシステムです。世界最先端の NVIDIA A100 Tensor コア GPU 8
基を統合し、かつてない 5petaFLOPS の性能を持つ AI システムとなっ
ています。今や企業では、データの準備および分析からトレーニン
グおよび推論に至るまでのワークフロー全体を、展開が容易な AI
インフラストラクチャ 1 つで構築できるのです。

 > NVIDIA DGX POD ™は、参照アーキテクチャであり、コンピューティ
ング、ネットワーク構築、ストレージ、電力、冷却装置、その他、
AI スケールアップのためのベストプラクティスを組み合わせ、
NVIDIA DGX に構築した統合型 AI インフラストラクチャに組み込ん
でいます。DGX POD は導入後すぐに稼働できるソリューションで
あり、データセンター・ストレージおよびネットワーク構築におけ
る世界大手のプロバイダーを結んで、単一の窓口であらゆるサポー
トを提供しています。

革新的な GPU 最適化ソフトウェアとシンプルな管理ツールを組み
合わせたこの完全統合型システムは、オフィスからデータセンター
まで、AI 開発の最も強力なツールをデータサイエンティストに提供
するために設計されています。より早く実験し、最大規模のモデル
をより高速でトレーニングし、データからインサイトを獲得しましょ
う。第 1 日目から始められます。

NVIDIA DGX ソフトウェアスタックで処理能力を向上
NVIDIA DGX ソフトウェアスタックが各 DGX システムの性能を向上
させることで、エンドツーエンドの AI 開発の生産性と処理能力が
実現できます。このあらかじめ最適化されたフルスタックの AI ソフ
トウェアには、DGX で最適化された OS、ドライバ、ライブラリ、
コンテナのほか、トレーニング済みモデル、モデルスクリプト、業
界別ソリューションなどの追加アセットを利用するための NGC への
アクセスが含まれています。

DGX システムのシンプルな展開、画期的な性能、企業グレードの
品質は、企業をオープンソースのチャーンから切り離し、データサ
イエンティストや開発者の生産性を無理なく向上させます。既製品
のコモディティハードウェアとは異なり、進化し続けるソフトウェア
スタックの革新的技術が組み込まれた DGX システムは、DGX のお
客様のためのコンテナ化バージョンで入手できます。これにより、
長期にわたって継続的に性能を向上させることができるため、ソフ
トウェア・エンジニアリング業務費を何十万ドルも削減することが
できます。

NVIDIA 社の最適化されたソフトウェアで業務を向上させることができま
した。DGX で最適化された TensorFlow で、トレーニングは 1.5 倍に高
速化しました。自社製の「最適化」TensorFlow ソフトウェアスタックで
は毎秒 1,680 枚の画像を処理していたのに比べ、NVIDIA DGX で最適
化したスタックで ResNet50 を使用すると毎秒 2,600 枚に向上しました。
2 年後、NVIDIA で最新のソフトウェア最適化を行ったところ、同じハー
ドウェアで性能がさらに 4 倍向上しました。素晴しい仕事ぶりです！
－ グローバル展開する画像処理関連企業

無理なく生産性を向上—プロトタイプから生産へ
貴社の開発者は、インフラストラクチャに束縛されることなく、適
切に機能する高性能のコンピューティングに容易にアクセスして迅
速に作業開始することを求めています。貴社のデータサイエンス
チームのために、データセンター不要のサーバークラスシステム、
DGX Station を導入して、実験と開発をすぐにスタートさせましょう。
最速のタイム・トゥ・ソリューションが必要なら、DGX-1、DGX-2、
DGX A100 でモデルをトレーニングしてください。導入後すぐに稼
働できるソリューション、DGX POD を活用して AI の大規模なトレー
ニングを行いましょう。

貴社での AI 開発が進む間も、上記の各ソリューションにより、最
重要の業務をあるシステムから別のシステムへと途中でコードを変
更することなく楽に移行させることができるため、作業のために手
元へ置くリソースの規模を適正化することができます。

貴社のニーズに適合するフレキシブルな AI インフラストラクチャ
AI インフラストラクチャへの従来のアプローチは、分析、トレーニ
ング、推論の各ワークロードを分割した低速のコンピューティング
アーキテクチャであり、複雑化し、コストがかさみ、スケールアッ
プ速度が制限されます。

NVIDIA DGX A100 は、AIインフラストラクチャの基礎となるビルディ
ングブロックである最適化ソフトウェアを用いて、分析、トレーニン
グ、推論の全ての AI ワークロードを単一のシステムに統合してい
ます。DGX A100 は、最高の性能を提供するだけでなく、複数のユー
ザが複数の並列ワークロードを処理するためのフレキシビリティを
もたらしてインフラストラクチャの活用を向上させることで、さらに
TCO を削減します。

信頼できる AI 専門家がどんな困難な問題にも対応 
NVIDIA DGXpert が AI 導入の各過程でお客様をサポートいたしま
す。DGX システムは単なるサーバーやワークステーションではなく、
ハードウェアとソフトウェアを完備したプラットフォームであり、
NVIDIA 社の数千名の AI 専門家によって支えられています。DGX
システムを所有すると、AI に精通した専門家のグローバルチーム
に直接問い合わせができます。チームは、スクリプト作成前のガイ
ダンスや設計に関する専門知識を提供し、10 年以上 AI 業界を率
いてきた NVIDIA 社のノウハウと経験によって迅速な AI 化をお手
伝いします。このようなサポートにより、ミッションクリティカルな
アプリケーションを迅速に起動、実行し、スムーズな実行を維持し
て、インサイト獲得までの時間を劇的に短縮させることができます。

大規模なコンピュータビジョンの問題に対処するには強力なインフラ
ストラクチャが必須です。様々なアーキテクチャと様々なハイパーパラ
メーター構成をテストする上で、非常に頼りになります。DGX-1 から
DGX-2 に移行することで、生産性が最大 86% 向上しました。適切に
機能する参照アーキテクチャがあると、AI プロダクトを大規模に実現
するのに必要な安心感が得られます。
－ エレメント AI 社の IT 部長、Ludwig Gamache 氏
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NVIDIA DGX システムに関する詳細は、https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/dgx-systems/ をご覧ください。
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