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ソリューション概要

AIコンバージェンスと 
HPCアーキテクチャーの最適化

AIワークロードにとっての、最適なHPCプラットフォームを検討する

概要
近年の AI（人工知能） 機能、 データ量、 コンピューティング・ パワーの進化と拡大により、AI は現
在、 多くの企業にとって重要な選択肢になってきました。 HPC（ハイパフォーマンス・ コンピュー
ティング） と組み合わせると、 AI の可能性はさらに大きなものになります。 しかし、 この2つの
アプローチを結集させるには、 慎重な検討と計画が必要です。 新しい AI への取り組みは、 企業
戦略に沿ったものでなければなりません。 さらに、 効果的でコスト・ パフォーマンスに優れた方
法で最善の結果を得るためには、AI ワークロードを既存の HPC インフラストラクチャーにコン
バージェンス（統合）させる必要性も生まれてきます。 本稿では、AI を HPC 環境に取り込もうと
している企業が考慮すべきことと、HPC/AI 統合への最初のステップを成功に導くための方法に
ついて考察します。

AIとHPCの統合に関する考慮事項
HPC の専門家は、AI の進展がもたらした新たな課題と機会の両方に直面しています。 AI 活用に
関する研究は数十年にわたって行われてきましたが、洞察を導き、それによって強力な意思決定
を下すために必要なデータ量とコンピューティング能力を利用できるまでには長い時間を要し
ました。 多くの学術機関、 政府、 企業などから大量なデータが生成され、 コンピューティング能
力も大幅に進化し、コストも低下してきたことで、現在 AI は、現実的な選択肢になりました。

この進化の結果、 シミュレーションやモデリングといった既存の HPC ワークロードと AI ワーク
ロードを統合することで、AI ソリューションがビジネスを変革し、 研究や学術の成果を加速させ
ることについて活発に議論されるようになりました。

しかし、AI コンバージェンスのプロセスは単純ではありません。 まず、「コンバージェンス」 とは
何を意味するかを考える必要があります。 AI と HPC は、 組織のニーズやユースケースに応じて
さまざまな組み合わせが可能なため、 コンバージェンスの定義も1つではありません。 例えば、
以下に挙げるシナリオはすべて HPC/AI コンバージェンスとして考えられます。

• 既存の HPC インフラストラクチャーに、Tensor Flow* のような AI フレームワークを導入し実
行する。

• モデルの実行後に、AI エンジンを使用して出力データを分析することで、 シミュレーションや
モデリングなどの既存の HPC ワークロードを強化する。

• 教 師 な し 機 械 学 習 用 に 設 計 さ れ た AI アル ゴ リ ズ ム の ク ラ ス で あ る GAN（Generative 
Adversarial Networks）を使用して、 複雑なデータソースを結合する。 例えば、 ダークマター
についての宇宙論的研究では、 統計モデルを作成するために、HPC クラスター上で線形代数
方程式を実行することがある。 しかし、 GAN を使用すれば、 同じプラットフォームに AI レイ
ヤーを追加することで、 衛星からデータや画像を取り込めるので、 結果までの時間を短縮する
ことができ、モデルを改良させることも可能になる。
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これらは、ほんの数例に過ぎません。 このようなワークロードの統合を
可能にするには、 基盤となるテクノロジー・ スタックについて考える必
要もあります。 ハードウェア・ レベルでの要件は類似している場合でも、
それらが実行されるプログラミングとソフトウェア・ スタックは大きく
異なってきます。 例えば、HPC アプリケーションは通常、 最適化された
ドメイン固有の HPC ライブラリー、 並列ファイルシステムなどのミド
ルウェアを利用するベアメタル ・ ハイエンド ・ インフラストラクチャー
で動作します。 しかし、 現在の AI アプリケーションは一般的に、 パブ
リックまたはプライベート ・ クラウド中心のインフラストラクチャーと
Hadoop Distributed File System*（HDFS*）、 Spark*、 S3* のような
ミドルウェアで実行されています。

コンバージェンスのニーズが1つではないため、 すべてに対応できるコ
ンバージド・ スタックは存在しません。 現在の環境で AI と HPC を一緒
に利用したいと考えるなら、以下の2つのポイントを考慮すべきです。

• AI は、 すべての事柄への解答になる訳ではありません。 まずは、 組織
の戦略的な課題と優先事項を見極め、AI がそれらの解決にどう役立
つかを判断することが不可欠です。 AI 活用の戦略的な目的がなけれ
ば、AI 導入の成果は期待できません。

• HPC/AI コンバージェンスはまだ始まったばかりで、 そのベストプラ
クティスは進化を続けています。 しかし、 既存のインフラストラク
チャーを起点として、 今日からコンバージェンスに向かっていくこと
は可能です。

スタートガイド
ビジネスやミッションの目標を検討し、AI が既存の HPC 環境でいかに
速く、 安く、 確実に実行できるようになるかを明確にします。 AI は、 進
化し続けている分野であり、 研究機関、 大学、 企業は、AI が研究やビジ
ネスを加速させる方法についてまだ評価をしています。 AI を新しく導
入する組織や開発者にとっての優先課題は、 アルゴリズムの開発と最
適化を行い、 ニーズに合わせてモデルをトレーニングすることです。 そ
して同時に、価値を生み出し生産性を向上させるためにインフラストラ
クチャーに集中的な投資が行われているかを確認することです。 既存
の HPC センターのリソースの多くは、 インテル® Xeon® プロセッサー
をベースとしたクラスターであり、 これはさまざまな AI ワークロード用
に最適化することができます。 本当に AI が必要か、 あるいはどのよう
にそれらを効率的に使用できるかを完全に理解するまでは、 高価なア
クセラレーターや GPU に投資する必要はありません。 どのユースケー
スに取り組むべきか分からない場合は、 他社成功例（英語）を検討して
みるのもいいでしょう。

また、 今日の AI はターンキー ・ ソリューションではないことを忘れな
いでください。 高品質なトレーニング ・ モデルを構築し、 それらのモ
デルを HPC プロセスに統合して洞察を収集するには、 特定の開発
者スキルとリソースが必要です。 一般的に AI を利用するデータ ・ サ
イエンティストは、 AI フレームワークを使用するコーディング ・ スキ
ルを持っていないので、 トレーニングやサポートが必要になります。
インテル® AI アカデミー（英語）では、クラウドからエッジデバイスまで、
ディープラーニングやその他の AI ワークロードにインテル ® テクノロ
ジーを使用する方法についてのガイダンスを提供しています。 継続的
なインサイトとトレーニングによって、 これらのスキルを補完および開
発することができます。

最適化へのステップ
インテルは、 学術機関、 政府、 企業などのお客様と協力し、 AI 機能の
HPC 環境への適用、 計画、 および実装を支援しています。 以下の5つ
のステップを踏まえることをお勧めします。

1.	 HPCインフラストラクチャーの現在の機能を理解する  
コンピューティング、 メモリー、 ストレージ、 I/O リソースを評価し、
AI 向けに最適化するためにどこに投資すればよいかを特定します。
HPC と AI ワークロードは、 インテル ® Xeon® スケーラブル ・ プロ
セッサーのような高性能なコンピューティング・ プラットフォーム、
インテル ® Omni-Path アーキテクチャー（インテル ® OPA）などの
低レイテンシー相互接続環境、およびインテル® Optane™ ソリッド
ステート ・ ドライブのような大量なデータセットを保持できる十分
なメモリーに展開したとき最適に動作します。 AI ニーズの評価を始
めたばかりであれば、 組織内にステークホルダー全員の目標を理
解し、技術的な能力を評価してギャップを特定してください。

2.	 利用可能なさまざまなAIフレームワークとライブラリーを評価する 
画像認識、 言語翻訳、 レコメンドエンジン、 GAN など、 多くの一般
的な AI アプリケーションを構築するための利用可能なフレーム
ワーク（英語）（Tensor flow*、Caffe*、MXNet* など）がすでに用意
されています。 それらのフレームワークを評価しニーズに合うもの
を選択してください。

3.	選択したAIフレームワークが最適化されているかを確認する  
現在の HPC インフラストラクチャー用に AI フレームワークが最適
化されているかを確認します（最新の最適化されたフレームワーク
をダウンロード（英語）できます）。 これは、 AI アプリケーションの
最高の拡張性、 効率性、 優れたパフォーマンスを実現するために必
要なステップです。

4.	現在のインテル®	アーキテクチャー環境で最適に機能する	  
アルゴリズムを開発する  
独自のアルゴリズムを開発することを選択した場合は、 現在の
インテル® アーキテクチャー環境で最適化されるよう取り組んでく
ださい。 現段階では、アクセラレーターや GPU などの新しいハード
ウェアに多額の投資を行う必要はありません。 クラウドで既製ツー
ルを使用してアルゴリズムをテストする場合は、 現在のインフラス
トラクチャーに最適化されたリソースが使用されていることを確認
してください。 例えば、インテルは Amazon Web Services*（英語）

ユースケース例
プリンストン大学での脳の研究

プリンストン大学神経科学研究所は、 インテルラボと協力して、
リアルタイムで人間の心をマッピングするソフトウェアを開発し
ました。 このソフトウェアは、HPC、機械学習、AI を使用して、機
能的磁気共鳴画像 （fMRI） スキャンからのデータを分析し、 脳
内で起こっていることを特定します。 チームは、Brain Imaging 
Analysis Kit* を作成しました。 これは現在、 世界中の神経科学
者が研究をさらに進めるために利用できるようになっています。
同研究から得られる知見は、精神疾患の診断や治療の発展に活
用されています。

https://ai.intel.com/
https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks
https://www.intel.ai/framework-optimizations/
https://www.intel.ai/framework-optimizations/
https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks
https://software.intel.com/en-us/ai-academy/frameworks
https://ai.intel.com/amazon-web-services-works-with-intel-to-enable-optimized-deep-learning-frameworks-on-amazon-ec2-cpu-instances/
https://iq.intel.com/mapping-mind-artificial-intelligence/
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と緊密に連携して、 クラウドでのアルゴリズム・ トレーニングを最適
化しています。 ソフトウェア開発では、 プロセスの円滑化と迅速化
に有益な最新のツール（英語）を使用していることを確認します。

5.	予想されるAIワークロードを把握する  
ユースケースによって必要な AI 機能は異なるため、計画されている
AI の取り組みの中で、 どのくらいのトレーニングが必要か、 そしてど
の程度の推論が必要なのかを確認してください。

拡張や拡大に備える

最初の実験的な AI ワークロードを正常に実装し、 実行したら、 次の課
題は、 組織全体への展開に向けスケールアウトすることです。 この実
現には、最適化された最新のフレームワークで HPC システムの機能を
利用し、 CPU のすべてのコアで実行され、 HPC クラスター内の複数の
ノードにまたがってスケーリングするようにアプリケーションを記述す
ることが必要です。 これらの機能を使用することで、 モデルのトレーニ
ングに必要な時間と頻度を明確に理解したうえで、 効果的かつ効率的
にスケールする方法や、 コンピューティングの観点から投資が必要と
なる対象を事前に判断します。

すぐに実行したいというニーズに応えるため、 インテルは、 他の業界の
リーディング・ カンパニーと協力して、HPC 向けのインテル® Select ソ
リューション（英語）を開発しました。 これは、 分析クラスターと HPC
アプリケーション向けに最適化され、 ブレークスルーまでの時間を
短縮し、 実用的な洞察、 新製品開発をサポートするインフラストラク
チャー向けのテクノロジー・スイートです。

どの AI ワークロードを開始する場合でも、HPC 環境との完全な統合に
は時間がかかります。 HPC と AI の両方の機能が進化し続ける中で、 新
しい課題と機会がもたらされます。 目標達成に向けた AI 活用を戦略的
に検討することで、長期的な成功を収めることが可能になります。

組織に適したソリューションをお選びください。 詳細は、 インテル担当
者までお問い合わせいただくか、 http://www.intel.co.jp/hpc/ を参
照してください。

フレームワークの最適化
インテルは、 インテル® Xeon® スケーラブル・ プロセッサーを
ベースにした最新のコンピューティング・ プラットフォームを、
最も一般的な AI フレームワーク向けに最適化することを目指
しています。 最適化には以下が含まれます。

• Tensor Flow* 向けインテル® オプティマイゼーション：  
この Python* をベースとしたディープ・ラーニング・フレーム
ワークは、 最新のディープ・ ニューラル・ ネットワークでの使
いやすさと拡張性を考慮して設計されています。

• Caffe* 向けのインテル® オプティマイゼーション：  
Caffe* 向けに最適化されたこのブランチは、 画像認識のた
めの最も人気のあるフレームワークの1つです。

• MXNet*：  
このオープンソースのディープ ・ ラーニング ・ フレームワー
クには、 インテル® マス・ カーネル・ ライブラリー（インテル® 
MKL）の組み込みサポートが含まれています。

詳細
• トレーニング： Using Tensor Flow* for Deep Learning 

Training and Testing（Tensor Flow* を使ったディープ 
ラーニングのトレーニングとテスト）（英語）

https://ai.intel.com/tools/
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/solutions/select-solutions/hpc.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/solutions/select-solutions/hpc.html
http://www.intel.co.jp/hpc/
https://software.intel.com/en-us/articles/using-tensorflow-for-deep-learning-training-and-testing
https://software.intel.com/en-us/articles/using-tensorflow-for-deep-learning-training-and-testing
https://software.intel.com/en-us/articles/using-tensorflow-for-deep-learning-training-and-testing
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