
理論から実践へ 
AIによるビジネス価値の創造
ITリーダーのためのインフラストラクチャーの検討事項



2

ディープラーニングは、2020年までに新たな段階に入ると考えられています。

実験段階を終え、 多くの研究分野や業界においてビジネスや研究の中心的 

役割を担うようになるはずです。

ディープラーニングのワークロードを実行するハードウェアやソフトウェアの

速度と精度が進歩し、 コスト効率も向上してきたことがその予測を裏付けて 

います。 ディープラーニングがもたらす付加価値の多くは、ディープラーニング 

推論によって生み出されます。 ディープラーニング推論とは、モデルを使用して 

これまで見たことのないデータについて何らかの推論を行うことです。 モデルは、

クラウドやデータセンターに配備されることもありますが、 今後の傾向として、 

より多くのモデルがカメラや携帯電話などのエンドデバイスに置かれ利用 

されるようになっていくでしょう。

ディープラーニングにおける推論とトレーニングのサイクルの比率が、 初

期のころは1：1だったものが、 2020年までには 5：1になるとインテルは 

予測しています。¹ インテルでは、これを「大規模な推論」へのシフトと呼びます。

推論が人工知能 （AI）ワークロードの約80% を使用するため（3ページ、 図1）、

このタスクに適したハードウェア ・ アーキテクチャーを選択することによって 

真の AI レディネスへの道が始まります。

しかし、AI の応用範囲がますます複雑になってきているため、 さまざまな環境

固有の要件すべてに対応できる万能なソリューションはありません。

このような意味で、 ハードウェアに関する重要な考慮事項として、 可用性、 

操作性、運用コストを含むことが必要になります。 現在の環境では、エッジデバ 

イス、 ワークステーション、 サーバーに対して、 どのようなインフラストラク

チャーを使用していますか ? また、 複数のアーキテクチャーが生み出す複雑さ

への対処方法をお知りになりたいですか ?

本稿では、これらの課題を検討していきます。
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結果の共有推論の 
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図1: AI の典型的なワークフロー
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AI 導入において、 現在、 組織がどの準備段階にあるのか

を理解することは、 取り組みの優先順を判断するために

も、 実験から本番運用へスムーズに移行するためにも 

重要です。 AI レディネスの準備段階は、 基礎段階、 運用

段階、 変革段階の３つのカテゴリーにグループ化でき

ます。 次の段階への進歩や、 継続的な成功を達成する

ためには、 スキル、 リソース、 インフラストラクチャー、 

テクノロジー、プロセス、モデルなどの要素を適切に準備 

する必要があります。

運用段階や変革段階にある AI レディネス企業の特徴は、

程度の差はあるにせよ、 より優れた意思決定をサポート

したり、AI による大規模な推論を活用してビジネスプロ

セス / レスポンスを自動化したりする能力を組織として

持っていることです。

基礎段階にある企業は、 AI 対応に必要なインフラスト

ラクチャーの構築、 スキルの確立、 および役員決済など

をスムーズに進めるために、 概念実証 （PoC） の開発と

展開を優先させる必要があります。 これらのトピックスは、

インテルのホワイトペーパー、Five Steps to an AI Proof 

of Concept（ 英 語 ） お よ び The AI Readiness Model 

（英語）で詳述されています。

AI レディネスの段階

基礎段階 データ戦略や対象ユースケースを 

特 定 し、 AI PoC の た め の 適 切 な 

インフラストラクチャーとインター

フェイスを確保します。

• AI にとって重要なデータソースが利用可能でアクセスできるかを確認。

• AI に必要な高い拡張性のある処理能力を備え、PoC をサポートするデータセンターの容量と

機能。

• ユースケースのテストのために、 低額の従量課金で利用できるクラウドベースのサービスを

検討。

• オープンソースや市販のAIソフトウェア・パッケージが、データ管理と視覚化のためにほかの 

ツールとどのように統合できるかを検討。

AI ソリューションを持続的に開発 

するための適切な管理とガバナンス 

の仕組みを確立します。

• 変化する要件に迅速に対応するため、DevOps のようなベスト・プラクティス・モデルを準備。

• 必要に応じて、 初期の PoC を超えて展開するために、 ユースケースに必要なスキルを社内で

強化。

• 破損したデータの入力、モデルの改ざん、得られたインサイトへの不正アクセスなどのリスクを

軽減するため、 データ、 インフラストラクチャー、 アルゴリズムへのセキュリティー対策の優先

順位を検討。

企業が AI から得られる価値を最大

化するために、 達成すべき目的に 

優先順位を付けます。 例えば、上級 

レベルでのより良い意思決定を支援 

するか、ビジネスプロセスの自動化 

/自動応答の推進を支援するかなど 

を検討します。

• 社内のステークホルダーは、 プロセスの改善や顧客関係の構築など AI 主導で得られたビジ

ネス機会を見定めることができる組織構造の構築に注力。

• AI による成功がどのようなものかを理解するために、コストが明確なビジネスケースを適用。

• 第一線のスタッフや関係する人々の日常業務などのビジネスニーズにソリューションが適合

するよう、AI の導入を検討。

運用段階

変革段階

最優先 IT 施策 準備指標

2.  AI レディネス 
（対応準備）の確認

https://www.intel.ai/papers/5-steps-to-an-ai-proof-of-concept-2/#gs.IesLXdBb
https://www.intel.ai/papers/5-steps-to-an-ai-proof-of-concept-2/#gs.IesLXdBb
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/ai-readiness-model-whitepaper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/ai-readiness-model-whitepaper.pdf
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AI からセキュリティーを考える際は、 ２つの異なる観点があります。 まず、 アル

ゴリズム、 パラメーター、 およびデータの形式で AI 自体を保護するという観点。

そして、AI を高度なサイバー攻撃の検出に活用するという観点です。

AI とセキュリティー、 ガバナンスの関係には多くの複雑な側面があります。 AI

の取り組みの初期段階では、 ガバナンスの問題は、 プロジェクトの成果や顧客

のプライバシーの保護など、 他のデータ・ セントリックな IT プロジェクトと何ら 

変わりはありません。 しかし、AI の利用が拡大すると、 さまざまな影響が追加 

されます。 例えば、 予測プランや保守管理、 購買意思決定にどのくらい人的な

関与が必要なのかといったことです。

さらに、AI 主導の意思決定が人々の生命に影響を与える場合、 不正確または

偏った AI のアウトプットによって生じる風評リスクは、 今日見られる消費者

データの漏えいリスクなどよりも重大な問題を引き起こします。

この脅威は、 外れ値入力や未使用パラメーターへのバックドアの挿入により、 

モデルが偏る 「モデル・ポイズニング」 という形で現れるかもしれません。 ハード

ウェアベースのトラステッド実行環境 （Trusted Execution Environments: 

TEE）は、エンドポイントと更新が保護されているアグリゲーターとの間で信頼 

されたモデルを構築できるようにし、 モデル ・ ポイズニングのリスクを最小限

に抑えることを考慮する必要があります。

3. データガバナンスと 
 セキュリティー
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既存ハードウェアの転用

• 戦略： AI の取り組みを始めたばかりの企業の多くは、 データセンターの

「スペアサイクル」を使って、AIワークロードを実行するか、単一の「スペア」

サーバーまたはワークステーション・ノード、もしくは小規模なクラスター

ベースのソリューションを構築します。

• メリット： 既存のハードウェア・ リソースを活用することで、 集中してこれ

までの環境を 「増強」 するよう AI のメリットを強化する検証が行えます。

• デメリット： より広範なソリューションとの統合は容易ではありません。

そして、ハードウェアがニーズに合わせて調整されない限り、最適ではない

リソースの変換や割り当て変更にコストがかかってしまう場合があります。

ソリューションのアウトソース

• 戦略： AI の取り組みのさまざまな段階にある組織は、サードパーティのリソース 

（クラウドベースのオプションを含む）を使用して、 フルスタック・ ソリューショ

ンを提供したり、既存のリソースを操作したりすることができます。

• メリット： 機能を 「既製品として」 入手できる可能性があり、展開や構成の問題 

を最小限に抑えられます。 社内に導入する前に、 外部サービスを利用して、 

新しいソリューションを増強し、検証することができます。

• デメリット： アウトソースにかかわる追加コストと非効率性が生じます。 また、

結果として得られるインフラストラクチャー・ アーキテクチャーでは、 データの 

供給元に応じてデータのボトルネックも発生する場合があります（例えば、 

社内システムからクラウドへのデータアップロードの必要がある場合など）。

ワンオフ・ソリューションの利用

• 戦略： 明確に定義されているユースケースに対応するため、 カスタム ・ 

ソリューションを採用します。

• メリット： 事前に明確化されたユースケースを念頭に置いてソリューション 

が設計されるため、 迅速な導入、 効率性やパフォーマンスの良さを確実

に実現できる可能性が高くなります。

• デメリット： ワンオフアプローチでは複数の AI 「サイロ」 が発生し、 それ

らを並行して管理する必要が出てくる場合があります。 全体的にコストが

より高価なものになる懸念があります。

より広範なプラットフォームの構築

• 戦略： AI の経験が多い組織は、 より一般的な AI ワークロードをサポートする

広範なインフラストラクチャーのソリューションを採用することを推奨します。

• メリット： プラットフォーム ・ ベースのアプローチは、 AI アプリケーションの 

一元的な構成と自在な展開を可能にします。 また、組織的な管理や専門知識の 

獲得も容易になります。

• デメリット： 構築の初期段階は、 複雑に感じられることがあります。 社内での 

確保が難しいスキルを必要とし、また、実際のニーズに対しアーキテクチャーが 

適合しない場合にはリスクが大きくなります。

AI は、複雑な要素が組み合わされています。 生データを利用可能にしてモデル 

を作成し、セキュリティーを確保したうえで調整を行うなどの機能によって構成 

されます。 また、実際の環境においてソリューションを大規模に展開する準備も

複雑です。 電力とスペースの厳しい制約の中、 オンプレミスのデータセンター

での比較的安全な範囲を超えて継続的に改良し運用していく必要もあります。

つまり、 AI 向けのオンプレミスやハイブリッド ・ クラウドのソリューションを 

開発するには、 オンデマンド ・ コンピューティングの膨大なリソースをプール

できる柔軟なデータセンターの構築など、 全く新しいアプローチが必要です。

また、 ストレージ、 接続性、 さらには、 最小の遅延で高速にデータを移動できる

ネットワークも必要です。

AI は、 すべての課題に対処できるわけではないため、 さまざまな困難が生じて 

きます。 しかし、 組織に適したインフラストラクチャー戦略を検討している

IT リーダーにとっては、 大きく分けて4つのカテゴリーに分類される選択肢

があります。 （インテルのホワイトペーパー Select the Best Infrastructure 

Strategy to Support Your AI Solution（英語）で詳述されています）。

4. 大規模なディープラーニング 
 推論へのシフト

https://www.intel.ai/wp-content/uploads/sites/53/2018/05/Select-the-Best-Infrastructure-Strategy-to-Support-Your-AI-Solution.pdf
https://www.intel.ai/wp-content/uploads/sites/53/2018/05/Select-the-Best-Infrastructure-Strategy-to-Support-Your-AI-Solution.pdf


詳細はこちら

詳細はこちら （英語）

データセンターを超えて：  
AI をネットワークエッジに
現在 AI のほとんどはデータセンターかクラウドで実行されています。 しかし、

数十億のデバイスがインターネットに接続され、 リアルタイムなインテリ

ジェンス・ニーズが高まるにつれ、クラウドへのデータ転送を避けるために、

より多くの AI 推論がネットワークのエッジに移動しています。

この例として、フェデレーション・ラーニングがあります。 このプロセスでは、

エッジデバイスはデバイス上のすべてのトレーニング・ データを維持しな 

がら、 エッジデバイス同士が協調して共有予測モデルのトレーニングを 

行うことができます。 これにより、クラウドにデータを格納する必要性と、モ

デルを強化する機能が分離され、モデルのトレーニングにデバイスを使用

することもできます。 デバイスは、 最新のモデルをダウンロードし、 デバイ

ス上のデータから学習することでモデルを改善し、 変更点を小さなアップ

デートとしてまとめます。

この更新プログラムのみがクラウドに送信され、 暗号化された通信を 

使用して、 他のユーザーの更新と一緒に平均化され、 共有モデルが改善

されます。 すべてのトレーニングデータはエッジデバイスに残り、クラウド

上で個々の更新は保存されることはありません。

インテルは、 エッジデバイスに AI を展開する企業を支援するため、 以下の

ようなハードウェアおよびソフトウェアのツールを提供しています。

-  OpenVINO™ ツールキットは、 ビデオ向けのニューラルネットワークを

エッジで展開するために設計されたソフトウェア・ツールキットです。

-  インテル® Movidius™視覚処理装置 （VPU）は、 デバイス上でディープ・

ニューラル ・ ネットワーク（DNN）の推論を究極的に低消費電力で行う

ため、エッジでの AI の可能性の限界を超えていきます。
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その性質上、 多くの AI ユースケースでは、 オフラインやバッチモードではなく、

リアルタイムで推論を実行するシステムが必要になります。 さらに、 モデルを

長期的に再トレーニングし更新する必要があります。 しかし、 メモリーや電力、 

データの移動がボトルネックを発生させ、 使用率が低下し、 コストが増加する

可能性があります。

インテルは、これらの課題を解決する企業向けのハードウェアおよびストレージ 

のソリューションを提供しています：

• 推論ワークロードの多くはすでに、 世界中のデータセンターの基盤となる 

インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサーで実行されています。 インテル®  

Xeon® スケーラブル・プロセッサーは、すでに実行されているデータセンター

やクラウドのアプリケーションと並行して、 高性能の AI アプリケーション 

を実行するように拡張しています。 最新世代のインテル® Xeon®スケーラブル・ 

プロセッサーは、前世代と比べてパフォーマンスの向上を実現しています。

• 最新世代のインテル® Xeon® スケーラブル・ プロセッサーは、 組み込まれた 

新しい命令を通じて AI アクセラレーターを提供します。 また、画像分類、音声 

認識、言語翻訳、オブジェクト検出などのディープラーニングのユースケース

向けに、 より効率的な推論の高速化を実現するために設計されたインテル® 
Deep Learning Boost （英語）が組み込まれています。 その新しく組み込ま

れた命令セット（ベクトル・ ニューラル・ ネットワーク命令（VNNI））は、 畳み

込みニューラル・ネットワーク（CNN）やその他のディープ・ニューラル・ネット 

ワーク（DNN）の高密度のコンピューティングを高速化します。

• 最新世代のインテル® Xeon® スケーラブル ・ プロセッサーに実装されたサ

ポートにより、インテル® Optane ™ DC パーシステント・メモリーは、CPU に 

より近いところにメモリーを増やすことができ、電源がオフになった場合でも、 

あるいはシステム ・ メンテナンスが行われてもデータを維持することが 

可能です。 不揮発性のこのメモリーは、 再起動時間が短縮し、 組織が稼働 

時間とサービス提供を最大化しながら、 インフラストラクチャーにパッチを

適用し、 アップグレードを行い、 セキュリティーによる保護を可能にします。

また、 復旧までの時間が短縮されるため、 計画外の停止があってもビジネス

に影響を及ぼす可能性が低くなります。 低レイテンシーであるため、 企業は

大容量のワーキング・データセットをインメモリーで処理することができます。

大規模なデータセットからより多くの価値を引き出し、 強力なビジネス上の

意思決定を迅速に行うことが可能になります。

• インテル® Optane™ SSD を使用すると、 データセンターはより大規模で 

手ごろな価格のデータセットを展開し、アプリケーションを高速化し、大規模 

メモリープールでの作業から得られるエンタープライズ・レベルの洞察を活用 

できます。 つまり、 インテル® Optane™テクノロジーは、 ディープラーニング 

のトレーニングと推論の両方の側面に付加価値をもたらすことができます。 

トレーニング段階では、 データセットが大きいほど、 AI ソリューションは 

より賢く、 より速くなります。 推論段階では、より大きなデータセットによって、

推論されている内容の範囲を拡大することができます。

https://www.movidius.com/solutions/vision-processing-unit%20
https://www.intel.ai/intel-deep-learning-boost/#gs.5thw1u
https://www.intel.ai/intel-deep-learning-boost/#gs.5thw1u
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ハードウェアは、 適切なソフトウェアがなければ、 ピーク時のワークロードを 

実行することができません。 AIの各ユースケースは、ダウンストリーム・システム、 

カスタマイズ、最適化、その他の変更を考慮に入れて、ジョブに最適なツールを

選択するソフトウェア ・ アーキテクチャーが必要になります。 下記の表にさま

ざまな選択肢が記載されています。

これらの選択肢を検証する場合、ツールキット、ライブラリー、フレームワークが

以下のものであるかを確認します：

•  既存のハードウェア機能に最適化されていること。   
TensorFlow* などのオープンソースのソフトウェア・ ライブラリーの多くは、

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー用に最適化されています。

•  企業のユースケースのニーズと整合性があること。   
PoC を実行するか、 既存のソリューションを拡張するかにかかわらず、 IT 

リーダーは、 ソフトウェア最適化によって克服できる具体的なボトルネック

や課題は何かということを明確にする必要があります。

•  社内の能力に適していること。   
企業のデータ ・ サイエンティストや開発者は、 これらのツールを使用する 

必要があります。 選択したツールに精通していない場合は、開発時間を短縮し、

効率を向上させる方法を検討する必要があります。

インテルは、 TensorFlow* で Google* と協力し、MXNet* で Apache* と協力し、

PaddlePaddle*でBaidu*と協力しています。 そしてCaffe*で、データセンター

のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー用のソフトウェア最適化を使用

してディープラーニングのパフォーマンスを向上させ、Microsoft* やその他の

業界リーダーのフレームワークを継続的に追加しています。

コンピューター ・ ビジョン ・ チームが、 複数のインテル® プラットフォーム（CPU、 GPU、 FPGA、

VPU） のゲートウェイやデバイス上で、 ニューラル ・ ネットワーク ・ アプリケーションの開発と 

展開をスピーディに行うためのソフトウェア・ ツールキット。 トレーニング済みモデルを迅速に

最適化し、広範なインテル® ハードウェアおよびアクセラレーターに展開します。 多くのケースで、

現状のままでディープ・ ラーニング・ フレームワークを使用するより、 現在の展開方法を大きく

変更せずに、大幅なパフォーマンスの向上を実現しています。

インテル® 
Distribution of 
OpenVINO™ toolkit

インテル® 
Movidius™ Neural 
Compute SDK
（NCSDK）

インテル® Math 
Kernel Library for 
Deep Learning 
Networks 
（インテル® MKL-DNN）

PyTorch*

インテル® Movidius™ Neural Compute SDK（NCSDK）などの互換性のあるニューラル・コン 

ピュート・デバイス上で、迅速なプロトタイピングとディープ・ニューラル・ネットワーク（DNNs）の

展開ができるソフトウェア開発キット。 DNN をコンパイル、 プロファイルして、 検証するための

一連のソフトウェア・ツールを含みます。

インテル® MKL-DNN は、インテル® アーキテクチャーのディープ・ラーニングフレームワークを

高速化するためのオープンソースのパフォーマンス向上ライブラリです。 ディープ・ラーニングの 

トピックスに興味のあるソフトウェア開発者は、 インテル® MKL-DNN のことを聞いたことは 

あるものの、おそらく、まだ探求する機会を得ていません。

PyTorch* は、 その柔軟性と使いやすさで AI 研究者に人気のオープンソースのディープ・ ラーニ

ング・ ライブラリーです。 研究段階のプロトタイピングから本番環境での展開までシームレスに

行えることを目指しています。 今日のユーザーが経験する多くのトレーニング・ ワークロードに

対する普及率と容量を考慮すると、 インテルは、 インテル® アーキテクチャーとりわけインテル® 

Xeon® スケーラブル・プロセッサー上で継続的に PyTorch* の加速化、合理化を行っています。

説 明ツールキット

ライブラリー

5. 最適化されたソフトウェア 
 の大きな効果
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導入事例：
Ziva Dynamics*： 
AI でシミュレーションの境界を押し広げる
CGI 視覚効果 （VFX）は通常、 専門知識、 技術、 多大な時間、 すべてを網羅する 

創造的なイテレーションなどの複雑なオーケストレーションを必要とします。 

Ziva Dynamics* は、 VFX アーティストが物理法則に基づいて本物の見た目 

と動きを正確に再現できる人工知能ベースのシミュレーション・ ソフトウェア 

を使用してこの課題に取り組んでいます。 Ziva* は、インテル® Xeon® スケーラ 

ブル・プロセッサーをベースとした環境で、このソフトウェアを実行しています。 

ソフトウェアの大部分はまた、 インテル ® マス ・ カーネル ・ ライブラリー

（インテル® MKL）PARDISO* とインテルMKL Linear Algebra Package*（LA 

PACK*）で書かれています。 その結果、 同社は本物そっくりのリアルなイメー

ジをスピーディに創作できるようになりました。

Ziva Dynamics* のストーリー全文をお読みください（英語）

導入事例：
フィリップス*： 
AI 主導の効率的な医用画像処理
イ ン テル は、 フ ィ リ ッ プ ス * と 連 携 し て、 ア ク セ ラ レ ー タ ー を 使 わ ず に、

インテル® Xeon® スケーラブル・ プロセッサーを搭載したサーバーを使用し、

患者のレントゲンや CT スキャンにディープラーニング推論を効率的に実行 

できることを示しました。 フィリップス* の最終的な目標は、顧客のシステムの

コストを大幅に増やすことなく、 また現場に導入されているハードウェアへの 

変更を加えることなく、 エンドユーザーに AI を提供することです。 両社は、

ディープラーニング推論モデルに関して、ヘルスケア分野で2つのユースケース 

を検証しました。 骨年齢測定モデルのレントゲンと肺のセグメント化の CT 

スキャンです。

フィリップス* が実現した結果についてご覧ください（英語）

Apache Spark* 用の分散型ディープ・ラーニング・ライブラリーで、ユーザーはディープ・ラー

ニング・ アプリケーションを標準の Spark* プログラムとして記述できます。 これは、 既存の

Spark* や Hadoop* のクラスターで実行することができます。

Berkeley AI Research* によって開発されたディープ ・ ラーニング ・ フレームワークです。 

初年度、 Caffe* は1,000人以上の開発者によって 「フォーク」 され、 多くの変更が加えられ

急速に発展しました。

nGraph* は、オープンソースの、フレームワーク・ニュートラルなディープ・ニューラル・ネット 

ワーク（DNN） モデル ・ コンパイラーです。 複数のハードウェアへのモデルの適合や、 

異なるフレームワークでのモデルの実行にかかわるエンジニアリングの複雑さを軽減する 

ために設計されました。 現在、nGraph* は、TensorFlow*、MXNet*、neon* を直接サポートし、

ONNX* を通して CNTK*、PyTorch*、Caffe2* を間接的にサポートしています。

開発者が AI のアイディアを安全かつ迅速に実装できるように設計されたオープンソース

ディープ ・ ラーニング ・ フレームワークです。 PaddlePaddle* は、 インテル® Xeon® スケー

ラブル・ プロセッサー向けに最適化されているため、 開発者やデータ・ サイエンティストは、 

世界中のデータセンターやクラウドで AI アルゴリズムを進化させているハードウェアと同じ

ものを使用することができます。

ハイパフォーマンス・コンピューティング用のオープンソースのソフトウェア・フレームワーク 

です。 Google* によって開発が始められ、機械学習やディープラーニングをサポートしています。

BigDL*

Caffe*

nGraph*

PaddlePaddle*

TensorFlow*

フレームワーク

https://www.intel.ai/ziva-dynamics/
https://www.intel.ai/ai/wp-content/uploads/sites/69/Intel-PhilipsAIHealthcare-CaseStudy-FinalV2.pdf
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AI で解決するシナリオ、ユースケース、問題が明確になっていますか ?

最もビジネス価値を生み出せるところを優先して、AI 導入を考えていますか ?

計画しているインフラストラクチャー・アーキテクチャーは明確かつ適切ですか ?

必要なデータソースはすべて明確に理解され、アクセス可能ですか ?

選択したソフトウェア・パッケージは、AI ソリューションをエンドツーエンドで提供できますか ?

十分なスキルとリソース（社内外の）が利用できますか ?

トレーニングや学習時間についての期待がありますか ?

エンドツーエンド・ソリューションの TCO が明確で、承認されていますか ?

基礎段階のレディネス： 初めて AI を使う

AI ベースの継続的な改善を監視するチームがありますか ?

AI をもっと広く活用できる機会が調査され、明確になっていますか ?

AI ソリューションはアジャイル・ベストプラクティスに従って、開発、展開されていますか ?

AI ソリューションのビジネス効果を監視する対策は取られていますか ?

AI のアーキテクチャーは、ワンオフ・ソリューションではなく、プラットフォームとして提供されていますか ?

AI がプロセスにどのような影響を与えるかについて、事業部門は完全に理解し、関与していますか ?

AI ソリューションにかかわるガバナンスニーズは明確に理解されていますか ?

AI は IT 対応のビジネス戦略の中心的な柱として認識されていますか ?

運用段階のレディネス： AI の利用規模を拡大する

計画しているソリューションで、当初の検証や評価を超えた拡張が可能ですか ?

明確に定義されたビジネスケースについて事業部門の確認が取れていますか ?

直接使えるリソースは十分ありますか ? リソースの時間が配分され、確保されていますか ?

ネットワーク帯域幅は、大規模なデータ配信を遅延なく行うのに十分ですか ?

AI デリバリーをカバーする運用管理プロセスが実施されていますか ?

アーキテクチャーは業界標準やベストプラクティスに適合していますか ?

サイバー・セキュリティーのリスク評価を実施し、行動していますか ?

現実的な展開プランを設定し、伝達されていますか ?

変革段階のレディネス： AI の利用範囲を広げる

AI の技術や社会へのインパクトは、 まだ初期段階にありますが、 その勢いは 

はっきりと感じられます。 いくつかの主要な企業や市場が、 すでに AI を採用 

していますが、 開始したばかりの段階では、 大規模なディープラーニング推論

への道筋の確立を模索するべきです。 そしてビジネスケースを探索し、 順番に

データを取得し、AI への期待を現実のビジネスに変換することができる人材と、

テクノロジーの適切な組み合わせを見つけることなどの AI レディネス（対応準

備）がその第一歩となります。

AI の取り組みにおける最初のステップや次のステップを考える時、 組織が、 

現在 AI レディネス ・ モデルのどのカテゴリーに位置しているかを考えてくだ

さい。 レディネス（対応準備）のレベルに応じて、 右のチェックリストを使用し、 

企業が成功するために必要なビジネス目標、 ツール、 人材、 セキュリティーに

関する考慮事項に合わせて拡張の可能性を確認します。

6. ネクストステップ： 
 モデルと現実の間の壁
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参考資料

• 詳細： インテル® Deep Learning Boost（英語）   

• ホワイトペーパー： Lower Numerical Precision Deep Learning Inference and Training 
（より低い数値精度のディープラーニング推論および学習）（英語）   

• ソリューション概要： Intel Select Solutions for Big DL Apache Spark 
（Big DL Apache Spark* 向けのインテル® Select ソリューション）（英語）   

1  https://www.nextplatform.com/2018/10/18/deep-learning-is-coming-of-age/（英語）

インテル® テクノロジーの機能と利点はシステム構成によって異なり、対応するハードウェアやソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。 実際の性能はシステム構成によって
異なります。 絶対的なセキュリティーを提供できるコンピューター・システムはありません。 詳細については、各システムメーカーまたは販売店にお問い合わせいただくか、http://www.intel.co.jp/ を
参照してください。

性能に関するテストに使用されるソフトウェアとワークロードは、 性能がインテル® マイクロプロセッサー用に最適化されていることがあります。 SYSmark* や MobileMark* などの性能テストは、 
特定のコンピューター・ システム、 コンポーネント、 ソフトウェア、 操作、 機能に基づいて行ったものです。 結果はこれらの要因によって異なります。 製品の購入を検討される場合は、 他の製品と組み
合わせた場合の本製品の性能など、 他の情報や性能テストも参考にして、 パフォーマンスを総合的に評価することをお勧めします。 詳細については、 http://www.intel.com/benchmarks/（英語）を 
参照してください。

最適化に関する注意事項： インテル® コンパイラーでは、 インテル® マイクロプロセッサーに限定されない最適化に関して、 他社製マイクロプロセッサー用に同等の最適化を行えないことがあります。 
これには、 インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令2、 インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令3、 インテル® ストリーミング SIMD 拡張命令3補足命令などの最適化が該当します。 インテルは、 
他社製マイクロプロセッサーに関して、 いかなる最適化の利用、 機能、 または効果も保証いたしません。 本製品のマイクロプロセッサー依存の最適化は、 インテル® マイクロプロセッサーでの使用を
前提としています。 インテル® マイクロアーキテクチャーに限定されない最適化のなかにも、インテル® マイクロプロセッサー用のものがあります。 この注意事項で言及した命令セットの詳細については、
該当する製品のユーザー・リファレンス・ガイドを参照してください。

注意事項の改訂 #20110804

結果はインテル社内での分析またはアーキテクチャーのシミュレーションあるいはモデリングに基づくものであり、情報提供のみを目的としています。 システム・ハードウェア、ソフトウェア、構成などの
違いにより、実際の性能は掲載された性能テストや評価とは異なる場合があります。

インテルは、サードパーティーのデータについて管理や監査を行っていません。 本稿の内容を検討し、他の情報も参考にして、本資料で参照しているデータが正確かどうかを確認してください。

ここに記載されているすべての情報は、予告なく変更されることがあります。 インテルの最新の製品仕様およびロードマップをご希望の方は、インテルの担当者までお問い合わせください。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Xeon、Optane、Movidius、OpenVINO は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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