
クラウドネイティブ化された機械学習基盤

の魅力
フォーラム





の力を引き出す

機械学習基盤



デジタルネイティブな社会
などデータの活用技術も変化する今、あたらしいデータ基盤が求められる

データ利活用

物流
生産技術

認識技術予測技術

セキュア
取引技術

通信技術

活用環境の充実
機械学習を提供するクラウドサービスの普及など、 を活用した
分析が手軽になってきた。

データの飽和
の普及やデジタル化の推進により、企業が蓄積するデータが

急速に増えている。

デジタル化がデファクトスタンダードな社会になっている



出典

デジタルネイティブによる市場変化

デジタルネイティブなサービスの普及率

既存サービスの普及率

多くの市場で新製品が飽和状態になる
より良い 安い製品がすぐに出てくる

製品やサービスが急速に陳腐化する
継続的な改善により、新しいバージョン

のサイクルがさらに短縮

技術的改善の加速により、新しい製品やサービスが市場に浸透する速度を変えている





参考 日経システム 号 「データ活用基盤の作り方」

従来のデータ基盤と機械学習基盤
ビッグデータを収集・蓄積した、データ活用基盤は、業務データを主体とする従来の とは大きく異る

格納するデータ

基盤に利用する
プロダクト

構築方法

プロジェクト推進

構築期間

従来のデータ基盤 機械学習基盤

構造化データ

商用
アプライアンス主体

ウォーターフォール型

情シス部門

年 月単位

構造化データ
非構造化データ

クラウドの
オープンソース主体

アジャイル型
スモールスタート

利用者部門

月 日単位



従来のデータ基盤に必要な処理

データ管理 データ解析 学習 データ利用

構造化データ

データの可用性を
最大限担保

ツールへの依存 構造化データからの
単純な検索処理



機械学習基盤に必要な処理

ダイナミックに蓄積
されたデータを管理

柔軟な計算リソースと
継続的な学習基盤を提供

環境に依存しない
リリース管理とフィードバック

データ管理 データ解析 学習 データ利用

非構造化データ



機械学習基盤の特徴
機械学習基盤に求められるものとは

データ増加への
柔軟性

継続的な
学習環境を構築

環境に依存しない
モデル展開

それぞれのツールやエンジニア
が必要とする開発言語 フレー

ムワークを素早く用意し、構築
できる仕組みを作成。

非構造化データは、業務データ
とは異なり、将来のデータ量を
見積もることが困難である。そ
のため、急激に増加するデータ
量にも耐えられるアーキテク
チャが必要。

特定のクラウドプロバイダーや
ハードウェアに依存せず、出来
上がったモデルを展開し、どこ
でも推論が行えるアーキテク
チャが必要。

機械学習基盤には、スピードと柔軟性が求められる

データ管理 データ解析 学習 モデル展開



クラウドネイティブな機械学習基盤



「プラットフォームの構築から、データサイエンスユーザーを開放すること」

、 、および などを利
用して構築された、機械学習サービスプラットフォームです。
データサイエンティストは を使用してモデルを作成し、 や

、 などからモデル開発用のツールを選択できます。



のコンポーネント
オープンソースで実現する機械学習環境

データ管理 データ解析 学習 モデル展開

ダイナミックに蓄積
されたデータを管理

柔軟な計算リソースと
継続的な学習基盤を提供

環境に依存しない
リリース管理とフィードバック



データ増加への柔軟性
、 、 のデータを で柔軟に管理

を使うことで
上に や などの
を、複数の として起動。

冗長化されたストレージ構成を
作って自動で運用を行ってくれる。

自律的なストレージを提供
必要に応じてハードウェアを追加する
だけで、

を完備したストレージを提
供してくれる



継続的な学習環境を構築
、 、 ワークフローをシンプルに

フレームワークがすぐに利用可能

がチューニング、テスト、動作確認済み
フレームワークは、最新の 上で高速に学習が行えるようチュー

ニング。

最新の環境
はライブラリ、ドライバ、コンテナを継続的に最適化し、更新プログラムを

毎月提供。



環境に依存しないモデル展開
、 、 ワークフローをどこでも実現

どの環境でも、迅速かつ信
頼性の高い

どの環境でも、同様の手順
でアプリケーションを稼働

どの環境でも、自動化され
た運用プロセスを実現

アプリケーションワークロード
に応じた柔軟な開発体験
の実現



補足
コンテナの活用では、どこまでを自社で管理するのかの判断が必要



不正なクレジットカード取引を検出する

・ から使用されるデータセットを取
得
・不正取引を予測できる モデルを
作成
・モデルの提供とモデルメトリックの収集
・ が使用するモデルとサービス
の監視ツールを提供する

・データサイエンティスト向けの
や を提供



単一のパブリックプロバイダーに限定されない実稼働プラットフォームを提供

商用の の課題

パブリッククラウドを利用すると、研究チームのメン
バーはそのシステムにアクセスできるが、共同研究
ないし類似の研究を行っている別の大学のチームな
どが、論文の参考にするためにそのシステムを研究
したいと思っても、できないことが多い。

たとえ、構築できても高すぎて使えないために、研
究機関には不向きである。

年に 開始

ホリヨークのマサチューセッツ州グ
リーン高性能コンピューティングセン
ター（ ）で運営されています。



、 、および
がサービスとして統合されています。

マサチューセッツ州、 つの大規模な研究
大学 、ハーバード、 、 、および

、および民間セクターパートナーと
のコラボレーションを推進

【 の包括的な目標】

・連邦におけるクラウドとビッグデータの利
用者のために改良されたコンピューティン
グ資源を作成。

・クラウドとビッグデータの分野で革新し、
利益を得るための研究と技術企業を可能
にするクラウドコンピューティングの新しい
モデルを作成。



の魅力



クラウドネイティブな機械学習基盤
オープンソースだからこそ実現できる、柔軟かつ迅速な機械学習基盤

データ増加への
柔軟性

継続的な
学習環境を構築

環境に依存しない
モデル展開

自律的なストレージを提供
すぐに利用可能な
フレームワークの提供

コンテナによって
マルチクラウドにも対応

データ管理 データ解析 学習 モデル展開

オープンソースだから実現できる、スピードと柔軟性を実現する機械学習基盤



フォーラム

今後の運営の参考にさせて頂きたく、アンケートへ
のご記入をお願いできれば幸いです。
アンケートシートまたは アンケートの完了画面

をスタッフ提示頂くと、「ハズレ無しの豪華特製ノベ
ルティがあたる抽選会」へご招待致します。
ぜひご回答下さい！

豪華景品が当たるアンケートはこちらから



にて提供している と の 製品を、

、または と同時購入の場合に限り、 にて提供いたします。

キャンペーン期間 年 月 日（月）申請分まで

対象製品 年 、 年 ）
年 、 年 ）

注意点等その他の詳細は下記キャンペーンサイトをご確認ください。

豪華景品が当たるアンケートはこちらから

https://www.hpe.com/jp/ja/japan/servers/campaign/oem.html#Ansible


開催！

2019年10月15日（火）
時間 13:30 ～ 17:20 （受付開始 13:00）
会場 赤坂インターシティコンファレンス
主催 日本ヒューレット・パッカード株式会社
協 賛 レッドハット株式会社 / インテル株式会社
定員 100名

※定員になり次第、お申込受付を締め切らせていただきますので
お早めにお申込みください。

対象 ITマネージャー、IT戦略・企画立案に関わる方コンテナ利用や
IT管理業務の自動化を検討中の方

HPE x Red Hat Day 2019
～ITドリブンなビジネスに向かって〜

「 年の崖」に立ち向かうためデジタルトランスフォーメーション加速が不可欠です。

＆ を中心に

から企業を変え、柔軟に、そして俊敏に社会変化に対応できるビジネス基盤のあり方について

、レッドハット、 国際通信の 社で実現するソリューションをご紹介させていただきます。

プログラム

13:30～14:10

基調講演
HPE／ レッドハット／NTT国際通信、3社のハイブリッドクラウドへの取り組み

日本ヒューレット・パッカード株式会社
レッドハット株式会社

NTT国際通信株式会社

14:10～15:10

オンプレで初めてコンテナを利用する方必見！
～エンタープライズ環境でRed Hat OpenShift Container Platformが選ばれる理由～

日本ヒューレット・パッカード株式会社
レッドハット株式会社

15:10～15:25 ご休憩

15:25～16:25

ハイブリッド時代に欠かせない、運用ルーチンワークの自動化に向けて
"ドキュメントレス化に向けた実践例 "

日本ヒューレット・パッカード株式会社
レッドハット株式会社

16:25～17:05 Nexcenter Labセッション NTT国際通信株式会社

17:05～17:20 質疑応答 / 個別相談

豪華景品が当たるアンケートはこちらから





の魅力



開催決定

インターコンチネンタルホテル東京



ウェブブラウザからすぐに の作成をトライアル




