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半世紀以上にわたり、コンピューター科学者の夢であった人工知能 (AI) は、もはや SF ではなくなり
ました。数年後、AI はあらゆる業界に変革をもたらすことでしょう。

例えば自動運転車によって渋滞が緩和され、交通の安全性が向上するのも、そう遠い未来ではあ
りません。旅行代理店は顧客の好みを把握し、あなたの家族旅行を綿密にアレンジするでしょう。
医療機器が患者の DNA を読み取って分析し、がんの初期症状を発見して治療に活かすこともで
きるようになるでしょう。

我々を強くし、第一次産業革命を導いたエンジンのように、AI が我々をスマートにし、次世代へと導
きます。

この知的産業革命は何を可能にするでしょうか？新しいコンピューティングモデル、GPU ディープラー
ニングによって、コンピュータがデータから学び、人間がプログラミングするには複雑過ぎるソフトウェアを
書くようになるでしょう。
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エヌビディア
GPU の発明者

GPU はコンピュータサイエンスにおける最も複雑な
問題を驚くほど効率的に解くことができます。

それは人間の想像力をシミュレーションするエンジン
としてスタートし、ビデオゲームやハリウッド映画で驚
くような仮想世界をもたらしました。

今日、エヌビディアの GPU はディープラーニングアル
ゴリズムを実行し、コンピュータの脳として、人間の
知能をシミュレートします。これによって、ロボットや
自動運転車は周りの世界を認識し、理解すること
ができるようになります。

想像力と知能を高める、これが我々の使命です。
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エヌビディアの GPU が現代のコンピュータグラフィックスを定義する

1999年にエヌビディアが発明した GPU がリアルタイムプログラマブルシェーダーを可能にし、アーティス
トが無限の表現力を手にしました。以来、エヌビディアがビジュアルコンピューティングの世界をリードし
続けています。
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人間の想像力をシミュレートする

デジタルアーティスト、インダストリアルデザイナー、映画製作者、
放送関係者は NVIDIA Quadro® プロフェッショナルグラフィックス
製品を頼りに、彼らの想像力に命を吹き込んでいます。エヌビディ
アの GPU は世界のプロフェッショナルグラフィックスワークステーショ
ンで 90% のシェアを持っています。8年連続してアカデミー賞の最
優秀視覚効果賞の全ての候補作品でエヌビディアのテクノロジー
が利用されています。
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驚くような世界を創造する
今日のゲーム産業はハリウッド映画に匹敵するほどの大き
な売上をもたらすビッグタイトルが目白押しです。そしてエ
ヌビディアの GPU がそのエンジンとしてこれらのゲームを可
能にしています。エヌビディアの GameWorks™ プログラム
が専門知識やアルゴリズム、ツールをゲーム開発者に提
供します。本物と見紛うような煙や水、髪の毛や毛皮な
ど、エヌビディアのテクノロジーによってゲームをよりグラフィッ
クスリッチになり、ゲームに没入できるようになります。
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GEFORCE ゲーミングPC

世界最大のゲーミングプラット
フォーム

10兆円にもなるコンピュータゲームは世界最大の
エンターテイメント産業です。そして1億人のゲー
マーが利用する NVIDIA GeForce はその最大の
プラットフォームです。GeForce® GTX GPU と
GeForce エクスペリエンスは日常のPCを強力な
ゲーミングマシンに変えます。
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バーチャルリアリティを創造する

ゲーム、映画、ニュース、コミュニケーション、教育、その
他多くの産業を再定義しつつあるコンピュータプラット
フォームである VR のビジュアル体験を可能にしているの
はエヌビディアの GPU です。エヌビディアの VRWorks™ 

がヘッドセットとゲーム開発者が驚くような VR デバイスや
ゲームを作るのを支援しています。
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SHIELD

未来のホームエンターテイメント

アプリはテレビの未来、ストリーミングはゲームの未来です。エヌビ
ディアのSHIELD™ はこの未来の足場です。4K ストリーミングと
先進のゲームによって、SHIELDは最高のAndroid TV ボックス
になっています。そしてそれは定期的なソフトウェアとアプリケー
ションカタログのアップデートによって日々良くなっています。
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エヌビディアの GPU がコンピューティングに革命を起こす

2006年、CUDA プログラミングモデルと Tesla GPU プラットフォームの開発が GPU による汎用的な
コンピューティングを可能にしました。

コンピューティングへのパワフルで新しいアプローチの誕生です。
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世界各地の最速スーパーコンピュータ
を加速する

ムーアの法則が終わりに近づく一方で、計算速度と容量
の指数級数的需要は始まったばかりです。今日、GPU 

コンピューティングが HPC やデータセンターのための最も
普及し、アクセス可能で、エネルギー効率のいい未来へ
の道で、世界各地の最速のスーパーコンピュータを加速
しています。
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人生を変える科学的発見を
加速する
GPU コンピューティングは、最も重要な課題に取り組んで
いる人たちには必須のプラットフォームです。
GPU を搭載したスーパーコンピュータを使って、イリノイ大
学の科学者たちは、ウイルスの全原子のシミュレーション世
界で初めて実行することで HIV 研究のブレークスルーを達
成しました。GPU はまた GE の CT スキャナを進化させ、
最大82％まで放射線量を低減しながら高品質の画像を
生成できるようになりました。
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GPU ディープラーニングが AI ビッグバンをもたらす

人工知能はコンピュータを利用して人間の知能をシミュレートすることです。

AI によって我々のコグニティブ能力が高まり、極めて複雑だったり、情報が不完全だったり、極僅か
な違いしかなく、専門的なトレーニングが必要な問題を解けるようになります。

データから学ぶこと、コンピュータにとっての人生経験は、AI が進化することです。ディープニューラル
ネットワークが巨大なデータからパターンを認識するようにトレーニングされる、新しいコンピューティング
モデルである GPU ディープラーニングが AI コンピューティングの時代をもたらします。
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GPU ディープラーニング
新しいコンピューティングモデル

GPU ディープラーニングはソフトウェアの開発、運用方法を変えています。
以前はソフトウェアエンジニアが丹念に細部に目を凝らしながらアルゴリズム
をコーディングしていました。現在、実世界の大量の事例から学んだアルゴリ
ズムによって、ソフトウェアは自身で生成されます。ディープニューラルネット
ワークはデータセンターでトレーニングやインテリジェントデバイスに配置され、
次の最適な行動を推測したり、予測したりできます。この新しいコンピュー
ティングモデルは GPU の上でトレーニングされたディープニューラルネットワー
クによって可能になります
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AI 研究者がエヌビディアの GPU を発見
2010年までに、世界中の AI 研究者が、ニューラルネットワークをトレーニングするためにエヌビ
ディアの GPU の並列処理機能を利用していました。 2012年、トロント大学の Alex 

Krizhevsky 氏は、エヌビディアの GPU でトレーニングされたディープニューラルネットワークを使
用して ImageNet 画像認識コンテストで数十年にわたり磨かれてきたアルゴリズムを破って優
勝しました。同年、スタンフォード大学の Andrew Ng と NVIDIA Research は、大規模な
ネットワークでより多くのことを学ぶことができることを発見し、大規模な GPU コンピューティング
システムを使用してネットワークをトレーニングする方法を開発しました。 これらの萌芽的な論
文は、現代の AI のビッグバンをもたらしました。
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AI が「超人的」な成果を達成

GPU ディープラーニングによるビッグバンは「超人的な」業績を上げまし
た。 2015年には、グーグルとマイクロソフトが ImageNet チャレンジで
人間の最高スコアを超えました。 DeepMind の AlphaGo は、2016

年に碁のチャンピオンのリ セドルに対する歴史的勝利を記録し、マイ
クロソフトは音声認識において人間同等の結果を達成しました。
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世界初のワンボックス
AI スーパーコンピュータ

ディープラーニングは大きな可能性を秘めていますが、膨
大な計算力が必要です。すべての組織のデータ科学者
を支援するため、NVIDIA DGX-1™ というワンボックス AI 

スーパーコンピュータを作りました。 このプラグアンドプレイ
アプライアンスは、250 ノードの HPC クラスタに匹敵する
コンピューティングパワーを提供し、ニューラルネットワーク
のトレーニング時間を数週間から数日間に削減します。
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AI エンタープライズの頭脳

すべての業界がAIに目覚めました。世界の大手インターネッ
ト企業は、すべてのアプリに知性を注入するために競争して
います。1,500 以上の AI スタートアップが世界中で生まれ
ています。エヌビディアは世界最大のエンタープライズテクノロ
ジープロバイダーと協力しているので、あらゆる企業が GPU

ディープラーニングの力を活用することができます。アリババ、
アマゾン、グーグル、IBM、マイクロソフトは、クラウドにエヌビ
ディアの GPUを提供しています。IBM の Minsky と呼ばれる
POWER8 および NVIDIA Tesla P100 を利用したサーバー
は、AI 用に特別に設計されています。SAPは NVIDIA DGX-

1 を使用して、32万人のお客様に機械学習エンタープライ
ズソリューションを構築しています。また GPU に最適化され
たマイクロソフトコグニティブツールキットは、データセンターから
の Microsoft Azure クラウドまで、AI プラットフォームを企業
に提供します。
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AI 自動車の頭脳

自動運転車は事故を減らし、商用車の生
産性を向上させ、新しいモビリティサービスを
可能にして、1000兆円の輸送産業を変革
するでしょう。NVIDIA DRIVE™ PX 2 は自律
走行を可能にする AI のための、スケーラブル
なアーキテクチャです。現在80以上の企業が
開発を進めており、テスラモーターズは完全
自動運転に対応するため、DRIVE PX 2 を
全車両に搭載しています。
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例から学ぶ
エヌビディア BB8 AI 自動車

運転は第二の性質として私たちが行う学習行動です。しかし、コンピュータで実行するよう
にプログラムすることは不可能です。NVIDIA DRIVE PX 2 に搭載されているすべての AI 機
能を使用して、AI 自動車BB8 は人間が運転するのを見て学び、高速道路や土道、障害
物コース、夜間、雨などあらゆる状況下で自律走行することが可能になります。
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インテリジェントマシンと
IoT の頭脳

数十億のインテリジェントデバイスは、いつの日かイ
ンテリジェントな仕事を実行するためにAIを活用す
るでしょう。組込み AI スーパーコンピュータである
NVIDIA Jetson™ TX1 は、クレジットカードサイズ
のモジュールで 1 テラフロップスの性能を実現しま
す。このようなパワーは、危険な状況を乗り越える
ことができる捜索救助ドローン、人間と感情的につ
ながることができるソーシャルデバイス、そして試行
錯誤を通じて学ぶことができるロボットを可能にす
るでしょう。
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AI ファクトリーの頭脳

世界中に20億台の産業用ロボットがあり、日本は
ロボット工学の革新の中心です。 日本の産業用
ロボット大手ファナックは、エヌビディアの AIプラット
フォーム上で将来の工場をエンドツーエンドで構築
しています。 エヌビディアの GPU でディープニューラ
ルネットワークの学習を行い、GPU を搭載した
FANUC ユニットがロボット群を操作して、互いに学
習できるようにし、各ロボットにはリアルタイム AIを
実行するための GPU が組み込まれます。
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AI シティの頭脳

2020年までに世界に10億台のカメラが設置されます。
監視システムの世界的リーダーである Hikvision は、
都市をより安全にするために AI を使用しています。
ニューラルネットワークのトレーニング用に DGX-1 を使
用し、16台の Jetson TX1 プロセッサをベースにした
画期的なサーバー「Blade」を作りました。Blade は21

台の CPUベースのサーバーと同等の性能を持ちながら、
20の１のスペースと10の１の電力しか必要としません。
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がん研究を加速する
AI プラットフォーム

エヌビディアは国立癌研究所、米国エネルギー省、およ
びバイデン副大統領の CANCER MOONSHOT に関す
るいくつかの国立研究所と協力して、わずか5年間で癌
予防、診断および治療の10年の進歩を実現します。

この作業には、一般的な発見プラットフォームとして、
CANDLE と呼ばれる AI フレームワークの構築と加速が
含まれます。 この作業をさらに加速するために、NVIDIA 

DGX SATURNV スーパーコンピュータを使用して
CANDLE を開発します。 124 台の DGX-1 で構成され
た DGX SATURNV は、現在世界で最速の AI スーパー
コンピュータであり、世界で最もエネルギー効率の高い
スーパーコンピュータです。
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AI コンピューティングの未来

エヌビディアは、次世代インテリジェントマシンの核となる、ビジュ
アルプロセッシング、ハイパフォーマンスコンピューティングと AI の
交点でのイノベーションに注力しています。世界初の AI スー
パーコンピュータチップ「エグゼビア」は、近い将来これを実現す
るために作られました。エグゼビアは、最先端のサーバクラスの
CPU よりも複雑な 70 億個のトランジスタを備えており、わず
か 20 ワットでディープラーニング演算を毎秒 20 兆回の実行
可能です。
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我々のカルチャー

クラフトマンシップへの情熱

エヌビディアは、最高の技術の習得こそが、私たちに世界の重要な
課題に取り組ませることができるという確信をもって結束しています。

この姿勢は私たちの文化に浸透し、驚くべき製品の設計から世界
の偉大な企業になろうとする努力に至るまで、私たちのすべてに
宿っています。
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我々のカルチャー

地域社会への貢献
エヌビディアの社員は企業の責任感を共有しています。今
年の寄付金は合計 500 万ドルでした。

地域社会を変革するために毎年エヌビディア社員を結集
させる「プロジェクト インスパイア」は、勢いを増し続けてい
ます。今年だけでも、従業員は 17000 時間以上のボラン
ティアを行い、64000 人以上の子供のための教育プログラ
ムを支援しました。
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我々のカルチャー

学習する機械

エヌビディアは 20 年以上に渡り絶えず革新してきました。

1999 年の GPU の発明は、PC ゲーム市場の成長を促し、
現代のコンピュータグラフィックスを再定義し、並列コン
ピューティングに革命をもたらしました。最近では、GPU 

ディープラーニングが次世代のコンピューティングとなる AI 

時代に火をつけました。

エヌビディアは私たちにしか取り組むことができない、世界に
とって重要な問題を解決するための新しい機会に適応す
ることによって常に進化する「学習する機械」なのです。



29

エヌビディア
AI コンピューティングカンパニー

> 1993 年創業
> 創業者及び CEO ジェンスン ファン
> 従業員 9,500 人
> 2016 会計年度売上高 50億ドル

“World’s Best Performing CEOs” — Harvard Business Review

“World’s Most Admired Companies” — Fortune

“America’s Greenest Companies” — Newsweek

“50 Smartest Companies” — MIT Tech Review

“Top 50 Best Places to Work” — Glassdoor




