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の設置場所や消費電力／熱量、GPU 基盤設計などへの
対応が不要になり、運用管理の負担が軽減されます。
しかし、GPU サーバーを自社で購入して利用すると
かなり高額になります。また、各パブリッククラウドサ
ービスが用意しているリザーブドプラン（一定期間の利
用をコミットすることで価格割引が受けられるプラン）
を利用しても、プランによってはデータ転送量や初期費
用が発生する場合があります。
さらに、計算量が膨大なディープラーニングでの利用
では、パフォーマンスが重要になります。通常は、複数
の GPU サーバーを相互接続して処理を分散させること
で高速化を図ります。ここで課題となるのがサーバー間
の接続です。分散処理ではサーバー間で多くのデータを
転送しますが、そのネットワークに遅延が発生してしま
うと、全体のパフォーマンスに影響を与えてしまうので、
サーバー間の相互接続環境が非常に重要になります。
　

NTT Comでは、専有型GPUプラットフォームと、必
要な周辺システム／サーバー／ストレージ／ネットワー

ビジネスシーンにおけるディープラーニングの活用で
重要な役割を担うテクノロジーとして「GPU」が注目さ
れています。GPUは、3Dグラフィックスの描画に必要
な計算処理を行うために開発された専用チップで、CPU
では長時間かかる処理を高速で処理できるよう
にします。このディープラーニング向けの高い
計算能力を他の領域でも利用できるようにする
GPGPU（General Purpose GPU）が広まったこ
とで、交通インフラ、製造・建築、医療・介護、
金融などの分野で AI、ディープラーニング、
eVDI、HPC、高精細画像処理などの用途で利用
されています。
活用範囲の拡大に伴い、最近では GPU サー
バーを提供するクラウドサービスが増えていま
す。クラウドサービスであれば、GPUサーバー

さまざまな課題の解決が求められているGPU

高い計算処理能力を持つGPU（Graphics 
Processing Unit）は、各産業におけるAI（人
工知能）やディープラーニング（深層学習）を
活用した取り組みを加速させるテクノロジーとし
て注目されています。その一方で、ハードウェア
構成、ソフトウェア構成、チューニングなどに関
する課題の解決が求められています。NTTコミュ
ニケーションズ（以下、NTT Com）は、お客さ
まごとにGPUサーバーの専有環境を構築/運用
する「GPUクラウドソリューション（仮称）」を提
供しています。本ソリューションは、GPUサーバ
ーを中心に、高速ストレージやネットワークなど
の周辺インフラを月額定額で提供します。

お客さま専有のプライベートクラウド環境で
最新GPUのパフォーマンスと
安定性をお届けします
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図 1　「GPUクラウドソリューション」の構成イメージ

ネットワークから基盤構築、OSインストールまで
お客さま専有のGPU基盤として提供



27ビジネスコミュニケーション　2019  Vol.56  No.2

サーバー 128 台（GPU：1,024 基）を使った国内最大規
模のシステム基盤を構築しました。この基盤を構築・運
用しているのが「GPUクラウドソリューション」です。
2018 年 8 月には、最新の GPU を 512 基さらに追加し、
GPUが合計1,536基に拡張。PFNでは本基盤を利用して、
大量の計算資源を必要とする交通システム、製造業、バ
イオ・ヘルスケア、クリエイティブ分野での研究開発を
より一層加速させています。

クを月額課金で一括提供する
「GPUクラウドソリューション」
を提供しています（前頁・図 1
参照）。本ソリューションは、
ネットワークから基盤構築、
OS インストールまでをお客さ
ま専有の GPU 基盤として提供
することで、GPU のパフォー
マンス最大化と安定稼動をプラ
イベートクラウド環境で実現し
ます。特長として、次のような
ことがあげられます。
◆専有型IaaSでのGPU基盤を
国内データセンターで提供：高性能なGPU計算リソー
スをお客さま専有で提供します。NTT Comがもつ世界
トップレベルの高品質なデータセンターでのIaaS
（Infrastructure as a Service）提供で、消費電力/熱量を
気にすることなく、セキュアに安心して利用することが
できます。
◆最新GPU製品の機能を月額定額でサービス提供：月
額定額のため従量課金が発生しません。ディープラーニ
ング計算などのGPU稼働率の高い利用シーンにおいて
は、パブリッククラウドよりお得に利用できます。
◆最適なGPUの構成をマネージドで提供：最大性能を発揮
させるためのネットワーク構成など、用途に応じた最適な
インフラ設計をご提案します。高い運用ノウハウ、システ
ム運用を担保するマネージドサービスもご提供します。
「GPU クラウドソリューション」は、NTT Com のク
ラウドサービス「Enterprise Cloud」のオプションとし
て提供しています（図 2参照）。

「GPUクラウドソリューション」は、さまざまな分野
で利用されています。
AI 領域において先進的な研究開発を行っている
Preferred Networks（以下、PFN）は、ディープラーニ
ング分野における最先端の研究開発用途として、GPU

お問い合わせ先
NTT コミュニケーションズ株式会社　クラウドサービス部　販売推進部門
ホームページ　http://www.ntt.com/sol-hc

「GPU クラウドソリューション」
は、お客さまのニーズに合わせて
GPU サーバー基盤をお客さま専
用で構築するプライベートクラ
ウド型のサービスです。デジタル
トランスフォーメーションとし
て、ビジネス推進の原動力となる
GPU の導入・利用は、幅広い知
見と豊富な実績を持つ NTT Com
にお任せください。

NTT コミュニケーションズ
クラウドサービス部 販売推進部門

ICT コンサルティング本部 ICT コンサルティング部門 

「GPUクラウドソリューション」は、
NTT Comのクラウドサービス「Enterprise Cloud」のオプションとして提供します
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図 2　「GPUクラウドソリューション」の位置づけ

●記載内容は2019年1月現在のものです。●表記のサービス内容は予告なく
変更することがありますので、お申込み時にご確認ください。●「AWS（Amason 
Web Services）は、米国その他の国における、Amason.com.inc.のまたはそ
の関連会社の商標です。●「Microsoft Azure」は米国Microsoft Corporationの
米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「GCP（Gogle 
Cloud PlatformTMサービス）は、米国Google Li,ited Liability Companyの商標
または登録商標です。●「VMware」は、米国およびその他の地域における
VMware, Inc.およびその子会社の登録商標または商標です。●記載されている
会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

お客さま専有のプライベートクラウド環境で
最新GPUのパフォーマンスと
安定性をお届けします

AI 領域における国内最大規模のシステム基盤を
GPUプラットフォーム上で構築・運用


