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データパイプライン、データレイク、管理

ネットアップとVMwareによるNVIDIA AI Enterprise

ネットアップとVMwareによるNVIDIA AI Enterprise

ネットアップ、 Mike Oglesby

ITアーキテクトや管理者にとって、AIツールの構築は複雑で、馴染みのない作業です。
さらに、多くのAIプラットフォームはエンタープライズ対応ではありません。ネットア
ップとVMwareを基盤とするNVIDIA AI Enterpriseは、合理化されたエンタープライズク
ラスのAIアーキテクチャを提供するために開発されました。

NVIDIA AI Enterpriseは、NVIDIA認定システムを搭載したVMware vSphere上で動作するようにNVIDIAによっ
て最適化、認定、サポートされている、AIとデータ分析のためのエンドツーエンドのクラウドネイティブスイ
ートです。AIワークロードの導入、管理、拡張を簡易化し、最新のハイブリッドクラウド環境で容易に実行で
きます。ネットアップとVMwareを基盤とするNVIDIA AI Enterpriseは、シンプルで使いやすいパッケージで、
エンタープライズクラスのAIワークロードとデータ管理を実現します。

"次のステップ：テクノロジの概要"
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テクノロジの概要

"前へ：はじめに。"

NVIDIA AIエンタープライズ

NVIDIA AI Enterpriseは、NVIDIA認定システムを搭載したVMware vSphere上で動作するようにNVIDIAによっ
て最適化、認定、サポートされている、AIとデータ分析のためのエンドツーエンドのクラウドネイティブスイ
ートです。AIワークロードの導入、管理、拡張を簡易化し、最新のハイブリッドクラウド環境で容易に実行で
きます。

NVIDIA GPU Cloud （ NGC ）

NVIDIA NGCは、AIソリューションの開発に従事するAI担当者向けに最適化されたGPUソフトウェアのカタロ
グをホスティングします。また、モデルトレーニング用のNVIDIA Baseコマンド、モデルを導入および監視す
るためのNVIDIA Fleetコマンド、独自のAIソフトウェアに安全にアクセスして管理するためのNGC Private

Registryなど、さまざまなAIサービスにアクセスできます。また、NVIDIA AI Enterpriseをご利用のお客様
は、NGCポータルからサポートをリクエストできます。

VMware vSphere の場合

VMware vSphereは、CPU、ストレージ、およびネットワークリソースを含む集約されたコンピューティング
インフラにデータセンターを変革する、VMwareの仮想化プラットフォームです。vSphereは、これらのイン
フラを統合運用環境として管理し、管理者がその環境に含まれるデータセンターを管理するためのツールを提
供します。

vSphereの中核となるコンポーネントは、ESXiとvCenter Serverの2つです。ESXiは、管理者が仮想マシンと
仮想アプライアンスを作成して実行する仮想化プラットフォームです。vCenter Serverは、管理者がネットワ
ークに接続された複数のホストを管理し、ホストリソースをプールするためのサービスです。

NetApp ONTAP

ネットアップが提供する最新世代のストレージ管理ソフトウェアONTAP 9を使用すれば、インフラを最新化
し、クラウド対応のデータセンターに移行できます。ONTAP は、業界をリードするデータ管理機能を活用し
て、データの格納場所に関係なく、単一のツールセットでデータの管理と保護を実現します。エッジ、コア、
クラウドなど、必要な場所に自由にデータを移動することもできます。ONTAP 9には、データ管理の簡易
化、重要なデータの高速化と保護、ハイブリッドクラウドアーキテクチャ全体で次世代インフラ機能を実現す
る多数の機能が搭載されています。

データ管理を簡易化

データ管理は、AIアプリケーションの運用やAI / MLデータセットのトレーニングに適切なリソースを使用で
きるように、エンタープライズIT運用とデータサイエンティストにとって非常に重要です。以下に記載するネ
ットアップテクノロジに関する追加情報 は、この検証の対象外ですが、導入環境によっては関連性がある場
合もあります。

ONTAP データ管理ソフトウェアには、運用を合理化および簡易化し、総運用コストを削減するための次の機
能が含まれています。

• インラインデータコンパクション、強化された重複排除：データコンパクションはストレージブロック内
の無駄なスペースを削減し、重複排除は実効容量を大幅に増やします。この環境データはローカルに格納
され、データはクラウドに階層化されます。
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• 最小、最大、アダプティブのQuality of Service（AQoS）。きめ細かいサービス品質（QoS）管理機能に
より、高度に共有された環境で重要なアプリケーションのパフォーマンスレベルを維持できます。

• NetApp FabricPool の略。Amazon Web Services（AWS）、Azure、NetApp StorageGRID ストレージ解
決策 など、パブリッククラウドとプライベートクラウドのストレージオプションへコールドデータを自動
的に階層化します。FabricPool の詳細については、を参照してください "TR-4598：『FabricPool best

bests』"。

データの高速化と保護

ONTAP は、卓越したパフォーマンスとデータ保護を実現し、以下の方法でこれらの機能を拡張します。

• パフォーマンスとレイテンシの低下：ONTAP は、可能なかぎり最小のレイテンシで最高のスループット
を提供します。

• データ保護ONTAP には、組み込みのデータ保護機能が用意されており、すべてのプラットフォームを共
通の管理機能で管理できます。

• NetApp Volume Encryption（NVE）：ONTAP は、オンボードと外部キー管理の両方をサポートし、ボリ
ュームレベルでのネイティブな暗号化を実現します。

• マルチテナンシーおよび多要素認証ONTAP を使用すると、最高レベルのセキュリティでインフラリソー
スを共有できます。

将来のニーズにも対応できるインフラ

ONTAP は、次の機能を備えており、要件が厳しく、絶えず変化するビジネスニーズに対応できます。

• シームレスな拡張とノンストップオペレーションONTAP を使用すると、既存のコントローラとスケール
アウトクラスタに無停止で容量を追加できます。NVMe や 32Gb FC などの最新テクノロジへのアップグ
レードも、コストのかかるデータ移行やシステム停止を行わずに実行できます。

• クラウドへの接続：ONTAP は、すべてのパブリッククラウドでSoftware-Defined Storage（ONTAP

Select ）とクラウドネイティブインスタンス（NetApp Cloud Volumes Service ）のオプションを選択でき
る、マルチクラウドに対応した最もクラウド対応のストレージ管理ソフトウェアです。

• 新しいアプリケーションとの統合：ONTAP は、既存のエンタープライズアプリケーションをサポートす
るインフラを使用して、自律走行車、スマートシティ、インダストリー4.0などの次世代プラットフォー
ムやアプリケーション向けにエンタープライズクラスのデータサービスを提供します。

NetApp DataOps ツールキット

NetApp DataOpsツールキットは、高性能なスケールアウトネットアップストレージを基盤とする開発/トレー
ニング用ワークスペースと推論サーバの管理を簡易化するPythonベースのツールです。主な機能は次のとお
りです。

• ハイパフォーマンスでスケールアウト可能なネットアップストレージを基盤とする、大容量のJupyterLab

ワークスペースを迅速にプロビジョニングできます。

• エンタープライズクラスのネットアップストレージを基盤とする新しいNVIDIA Triton Inference Serverイ
ンスタンスを迅速にプロビジョニング

• 実験的または迅速な反復を可能にするために、大容量のJupyterLabワークスペースをほぼインスタンス化
してクローニングします。

• 大容量JupyterLabワークスペースのスナップショットをほぼインスタンスで保存し、バックアップやトレ
ーサビリティ/ベースライン設定を実現します。
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• ほぼインスタンス化することなく、大容量でハイパフォーマンスなデータボリュームをプロビジョニン
グ、クローニング、およびSnapshot作成する。

"次の例は、アーキテクチャです"

アーキテクチャ

"前のページ：テクノロジの概要"

この解決策 は、ネットアップ、VMware、NVIDIA認定システムを使用した、実績のある
馴染みのあるアーキテクチャを基盤としています。詳細については、次の表を参照して
ください。

コンポーネント 詳細

AIとデータ分析ソフトウェア "NVIDIA AI Enterprise for VMware"

仮想化プラットフォーム "VMware vSphere の場合"

コンピューティングプラットフォーム "NVIDIA認定システム"

Data Management Platformの略 "NetApp ONTAP"
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"次の手順：初期セットアップ。"

初期セットアップ

"前のバージョン：アーキテクチャ"

このセクションでは、ネットアップとVMwareでNVIDIA AI Enterpriseを活用するために
必要な初期セットアップタスクについて説明します。

前提条件

ここで説明する手順を実行する前に、VMware vSphereとNetApp ONTAP が導入済みであることを前提として
います。を参照してください "NVIDIA AI Enterprise製品サポートマトリックス" サポートされているvSphere

のバージョンの詳細については、を参照を参照してください "ネットアップとVMware解決策 のドキュメント"
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NetApp ONTAP を使用したVMware vSphereの導入の詳細については、を参照してください。

NVIDIA AI Enterprise Host Softwareをインストールします

NVIDIA AI Entrpriseホストソフトウェアをインストールするには、のセクション1~4に記載されている手順に
従います "NVIDIA AI Enterpriseクイックスタートガイド"。

"次はNVIDIA NGCソフトウェアを活用"

NVIDIA NGCソフトウェアを利用

"前へ：初期セットアップ。"

このセクションでは、NVIDIA AI Enterprise環境でNVIDIA NGCエンタープライズソフト
ウェアを利用するために実行する必要があるタスクについて説明します。

"次の手順：セットアップ。"

セットアップ（ Setup ）

"以前：NVIDIA NGCソフトウェアを利用"

このセクションでは、NVIDIA AI Enterprise環境でNVIDIA NGCエンタープライズソフト
ウェアを利用するために実行する必要がある初期セットアップタスクについて説明しま
す。

前提条件

このセクションで説明する手順を実行する前に、に記載されている手順に従ってNVIDIA AI Entrpriseホストソ
フトウェアがすでに導入されていることを前提としています "初期セットアップ" ページ

vGPUを使用してUbuntuゲストVMを作成します

まず、vGPUを使用してUbuntu 20.04ゲストVMを作成する必要があります。vGPUを使用してUbuntu 20.04ゲ
ストVMを作成する場合は、の手順に従います "NVIDIA AI Enterprise導入ガイド"。

NVIDIA Guest Softwareをダウンロードしてインストールします

次に、前の手順で作成したゲストVMに必要なNVIDIAゲストソフトウェアをインストールします。必要
なNVIDIAゲストソフトウェアをゲストVMにダウンロードしてインストールするには、のセクション5.1-5.4に
記載されている手順に従います "NVIDIA AI Enterpriseクイックスタートガイド"。

セクション5.4で説明した検証タスクを実行するときは、ガイドの作成後にCUDAコンテナイメ
ージが更新されているため、別のCUDAコンテナイメージバージョンタグを使用する必要があ
る場合があります。今回の検証では「nvidia / CUDA：11.0.3-base-ubuntu20.04」を使用しまし
た。

AI /分析フレームワークコンテナをダウンロード

次に、NVIDIA NGCからAIまたは分析フレームワークのコンテナイメージをダウンロードして、ゲストVM内
で利用できるようにする必要があります。ゲストVM内でフレームワークコンテナをダウンロードするには、
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の手順に従います "NVIDIA AI Enterprise導入ガイド"。

NetApp DataOpsツールキットをインストールして設定します

次に、ゲストVM内で従来の環境にNetApp DataOpsツールキットをインストールする必要がありま
す。NetApp DataOpsツールキットを使用すると、ONTAP システム上のスケールアウトデータボリュームを
ゲストVM内の端末から直接管理できます。ゲストVMにNetApp DataOpsツールキットをインストールするに
は、次のタスクを実行します。

1. pipをインストールします。

$ sudo apt update

$ sudo apt install python3-pip

$ python3 -m pip install netapp-dataops-traditional

2. ゲストVM端末からログアウトし、再度ログインします。

3. NetApp DataOpsツールキットを設定する。この手順を完了するには、ONTAP システムのAPIアクセスの
詳細が必要です。これらはストレージ管理者から入手する必要があります。

7

https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/deployment-guide-vmware/0.1.0/installing-ai.html
https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/deployment-guide-vmware/0.1.0/installing-ai.html
https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/deployment-guide-vmware/0.1.0/installing-ai.html
https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/deployment-guide-vmware/0.1.0/installing-ai.html
https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/deployment-guide-vmware/0.1.0/installing-ai.html
https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/deployment-guide-vmware/0.1.0/installing-ai.html
https://docs.nvidia.com/ai-enterprise/deployment-guide-vmware/0.1.0/installing-ai.html


$ netapp_dataops_cli.py config

Enter ONTAP management LIF hostname or IP address (Recommendation: Use

SVM management interface): 172.22.10.10

Enter SVM (Storage VM) name: NVAIE-client

Enter SVM NFS data LIF hostname or IP address: 172.22.13.151

Enter default volume type to use when creating new volumes

(flexgroup/flexvol) [flexgroup]:

Enter export policy to use by default when creating new volumes

[default]:

Enter snapshot policy to use by default when creating new volumes

[none]:

Enter unix filesystem user id (uid) to apply by default when creating

new volumes (ex. '0' for root user) [0]:

Enter unix filesystem group id (gid) to apply by default when creating

new volumes (ex. '0' for root group) [0]:

Enter unix filesystem permissions to apply by default when creating new

volumes (ex. '0777' for full read/write permissions for all users and

groups) [0777]:

Enter aggregate to use by default when creating new FlexVol volumes:

aff_a400_01_NVME_SSD_1

Enter ONTAP API username (Recommendation: Use SVM account): admin

Enter ONTAP API password (Recommendation: Use SVM account):

Verify SSL certificate when calling ONTAP API (true/false): false

Do you intend to use this toolkit to trigger Cloud Sync operations?

(yes/no): no

Do you intend to use this toolkit to push/pull from S3? (yes/no): no

Created config file: '/home/user/.netapp_dataops/config.json'.

ゲストVMテンプレートを作成します

最後に、ゲストVMに基づいてVMテンプレートを作成する必要があります。このテンプレートを使用する
と、NVIDIA NGCソフトウェアを使用するゲストVMをすばやく作成できます。

ゲストVMに基づいてVMテンプレートを作成するには、VMware vSphereにログインし、ゲストVM名をクリ
ックして「Clone」を選択し、「Clone to Template…」を選択して、ウィザードに従います。
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"次の例：「ユースケース- TensorFlowトレーニングジョブ」"

使用例- TensorFlowトレーニングジョブ

"前へ：セットアップ。"

このセクションでは、NVIDIA AI Enterprise環境内でTensorFlowトレーニングジョブを実
行するために実行する必要があるタスクについて説明します。

前提条件

ここで説明する手順を実行する前に、に記載されている手順に従ってゲストVMテンプレートを作成済みであ
ることを前提としています "セットアップ（ Setup ）" ページ

テンプレートからゲストVMを作成します

最初に、前のセクションで作成したテンプレートから新しいゲストVMを作成する必要があります。テンプレ
ートから新しいゲストVMを作成するには、VMware vSphereにログインし、テンプレート名を右クリックし
て「このテンプレートからVMを新規作成…」を選択し、ウィザードに従います。
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データボリュームを作成してマウント

次に、トレーニングデータセットを格納する新しいデータボリュームを作成する必要があります。NetApp

DataOpsツールキットを使用して、新しいデータボリュームを簡単に作成できます。次のコマンド例
は、「ImageNet」という名前のボリュームを作成し、容量を2TBにしています。

$ netapp_dataops_cli.py create vol -n imagenet -s 2TB

データボリュームにデータを入力する前に、ゲストVM内でデータボリュームをマウントする必要がありま
す。NetApp DataOpsツールキットを使用して、データボリュームを簡単にマウントできます。次のコマンド
例は、前の手順で作成したボリュームをアンマウントしています。

$ sudo -E netapp_dataops_cli.py mount vol -n imagenet -m ~/imagenet

データボリュームの取り込み

新しいボリュームのプロビジョニングとマウントが完了したら、トレーニングデータセットをソースの場所か
ら取得して、新しいボリュームに配置できます。通常はS3またはHadoopのデータレイクからデータを取得す
る必要があり、場合によってはデータエンジニアの支援も必要になります。

TensorFlowトレーニングジョブを実行する

これで、TensorFlowトレーニングジョブを実行する準備が整いました。TensorFlowトレーニングジョブを実
行するには、次のタスクを実行します。

1. NVIDIA NGC Enterprise TensorFlowコンテナイメージを取得します。

$ sudo docker pull nvcr.io/nvaie/tensorflow-2-1:22.05-tf1-nvaie-2.1-py3

2. NVIDIA NGCエンタープライズTensorFlowコンテナのインスタンスを起動します。「-v」オプションを使
用して、データボリュームをコンテナに接続します。

$ sudo docker run --gpus all -v ~/imagenet:/imagenet -it --rm

nvcr.io/nvaie/tensorflow-2-1:22.05-tf1-nvaie-2.1-py3

3. コンテナ内でTensorFlowトレーニングプログラムを実行します。次のコマンド例は、コンテナイメージに
含まれるResNet-50トレーニングプログラムの実行例を示しています。

$ python ./nvidia-examples/cnn/resnet.py --layers 50 -b 64 -i 200 -u

batch --precision fp16 --data_dir /imagenet/data

"次へ：追加情報 の検索場所。"

11



追加情報の検索場所

"前の例：「Case - TensorFlow Training Job」"

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web

サイトを参照してください。

• NetApp ONTAP データ管理ソフトウェア—ONTAP 情報ライブラリ

http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286

• NetApp DataOps ツールキット

"https://github.com/NetApp/netapp-dataops-toolkit"

• NVIDIA AI Enterprise with VMware

https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/vmware/^]

謝辞

• Bobby Oommen、Sr.ネットアップ、マネージャー

• ネットアップ、システム管理者、Ramesh Isaac氏

• ネットアップ、テクニカルマーケティングエンジニア、Roney Daniel氏

TR-4851：自動運転ワークロード向けのネットアッ
プStorageGRID データレイク-解決策 設計

ネットアップ、David Arnette

TR-4851は、機械学習（ML）とディープラーニング（DL）のソフトウェア開発のための
データリポジトリおよび管理システムとして、NetApp StorageGRID オブジェクトスト
レージを使用する方法を示しています。このホワイトペーパーでは、自律走行車ソフト
ウェア開発におけるデータフローと要件、およびデータライフサイクルを合理化す
るStorageGRID 機能について説明します。この 解決策 環境 は、MLおよびDL開発プロ
セスで一般的なマルチステージのデータパイプラインワークフローです。

"TR-4851：自動運転ワークロード向けのネットアップStorageGRID データレイク-解決策 設計"

NetApp AI コントロールプレーン

TR-4798 ：『 NetApp AI Control Plane 』

ネットアップ、 Mike Oglesby

あらゆる規模の企業や組織が、多くの業界で、人工知能（ AI ）、機械学習（ ML ）、デ
ィープラーニング（ DL ）を導入して、現実世界の問題を解決し、革新的な製品やサー

12

http://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=62286
https://github.com/NetApp/netapp-dataops-toolkit
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/vmware/^
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf
https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/19399-tr-4851.pdf


ビスを提供し、競争が激化する市場で優位に立つことになりつつあります。AI 、 ML 、
DL の利用が増えるにつれ、ワークロードの拡張性やデータの可用性など、多くの課題に
直面しています。このドキュメントでは、ネットアップのデータ管理機能と一般的なオ
ープンソースのツールやフレームワークとのペアリングを行う解決策である NetApp AI

コントロールプレーンを使用して、これらの課題に対処する方法について説明します。

このレポートでは、データネームスペースを迅速にクローニングする方法について説明します。また、サイト
やリージョン間でデータをシームレスにレプリケートし、統合された AI / ML / DL データパイプラインを構築
する方法も示します。さらに、トレーサビリティとバージョン管理のためにデータやモデルベースラインをほ
ぼ瞬時に作成する AI 、 ML 、 DL トレーニングワークフローの定義と実装についても説明します。この解決
策を使用すると、すべてのモデルトレーニングを、モデルのトレーニングや検証に使用したデータセットまで
トレースできます。最後に、このドキュメントでは、 Jupyter Notebook ワークスペースを、大規模なデータ
セットにすばやくプロビジョニングする方法を説明します。

注：同じデータセットへの共有アクセスを必要とする多数の GPU サーバを対象とした大規模な HPC スタイ
ルの分散トレーニング、または並列ファイルシステムを必要とする場合は、チェックアウトしてください
"TR-4890"。本テクニカルレポートでは、この情報を記載する方法について説明します "ネットアップのフル
サポートの並列ファイルシステム解決策 BeeGFS" ネットアップの AI コントロールプレーンの一部として提
供されます。この解決策は、数台の NVIDIA DGX A100 システムで構成される 140 ノードの SuperPOD まで
拡張できるように設計されています。

ネットアップの AI コントロールプレーンは、データサイエンティストやデータエンジニアをターゲットとす
るため、ネットアップや ONTAP ® に関する専門知識は最小限に抑えられます。この解決策を使用すると、シ
ンプルで使い慣れたツールやインターフェイスを使用してデータ管理機能を実行できます。ネットアップスト
レージがすでにある環境では、ネットアップの AI コントロールプレーンを今すぐテストできます。解決策の
テストドライブを希望していても、ネットアップストレージがない場合は、にアクセスしてください
"cloud.netapp.com"クラウドベースのネットアップストレージ解決策を使用すれば、数分で稼働を開始できま
す。次の図に、解決策を視覚的に示します。
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"次の手順：概念とコンポーネント"

コンセプトとコンポーネント

人工知能

AI とは、人間の心の認識機能を模倣するためにコンピュータが訓練されているコンピュータ科学分野で
す。AI 開発者は、人間に似た方法、または人間に比べて優れた方法で、コンピュータをトレーニングして問
題を解決します。ディープラーニングと機械学習は AI のサブフィールドです。組織は、重要なビジネスニー
ズに対応するために、 AI 、 ML 、 DL を導入する傾向に迫られています。次に例を示します。

• 未知のビジネスに大量のデータを分析しています 分析

• 自然言語処理を使用して顧客と直接やり取りする
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• さまざまなビジネスプロセスと機能を自動化します。

最新の AI トレーニングと推論のワークロードには、超並列処理機能が必要です。そのため、 GPU の並列処
理機能は汎用 CPU よりもはるかに優れているため、 GPU を使用した AI 処理も増えています。

コンテナ

コンテナは、共有ホストオペレーティングシステムカーネル上で実行される独立したユーザスペースインスタ
ンスです。コンテナの採用が急速に増加しています。コンテナは、仮想マシン（ VM ）が提供するものと同じ
アプリケーションのサンドボックス化のメリットの多くを提供します。ただし、 VM が依存するハイパーバイ
ザーレイヤとゲストオペレーティングシステムレイヤが排除されているため、コンテナの軽量化が大幅に向上
しています。次の図に、仮想マシンとコンテナを視覚的に示します。

コンテナを使用すると、アプリケーションの依存関係や実行時間などをアプリケーションで直接効率的にパッ
ケージングできます。最も一般的に使用されるコンテナパッケージ形式は Docker コンテナです。Docker コ
ンテナ形式でコンテナ化されたアプリケーションは、 Docker コンテナを実行できる任意のマシンで実行でき
ます。これは、アプリケーションの依存関係がマシンに存在しない場合でも当てはまります。これは、すべて
の依存関係がコンテナ自体にパッケージ化されているためです。詳細については、を参照してください
"Docker Web サイト"。

Kubernetes

Kubernetes は、 Google が当初設計した、オープンソースの分散型コンテナオーケストレーションプラット
フォームであり、 Cloud Native Computing Foundation （ CNCF ）によって管理されています。Kubernetes

を使用すると、コンテナ化されたアプリケーションの導入、管理、拡張の機能を自動化できます。近年、
Kubernetes は主要なコンテナオーケストレーションプラットフォームとして登場しています。他のコンテナ
パッケージ化形式や実行時間もサポートされていますが、 Kubernetes は Docker コンテナ用のオーケストレ
ーションシステムとして最もよく使用されます。詳細については、を参照してください "Kubernetes Web サ
イト"。

NetApp Trident

Trident は、ネットアップが開発および管理しているオープンソースのストレージオーケストレーションツー
ルで、 Kubernetes ワークロード向けの永続的ストレージの作成、管理、使用を大幅に簡易化します。Trident

は Kubernetes ネイティブのアプリケーションであり、 Kubernetes クラスタ内で直接実行されます。Trident
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を使用すると、 Kubernetes のユーザ（開発者、データサイエンティスト、 Kubernetes 管理者など）は、
使い慣れた標準的な Kubernetes 形式で永続ストレージボリュームを作成、管理、操作できます。同時に、ネ
ットアップの高度なデータ管理機能と、ネットアップテクノロジを基盤とするデータファブリックを活用でき
ます。Trident は、複雑な永続的ストレージを抽象化して、消費を簡易化します。詳細については、を参照し
てください "Trident の Web サイト"。

NVIDIA DeepOps のことです

DeepOps は NVIDIA が開発したオープンソースプロジェクトです。 Ansible を使用することで、ベストプラ
クティスに従って GPU サーバクラスタの導入を自動化できます。DeepOps はモジュール方式であり、さま
ざまな導入タスクに使用できます。このドキュメントとこの検証の演習では、 DeepOps を使用して、 GPU

サーバワーカーノードで構成される Kubernetes クラスタを導入します。詳細については、を参照してくださ
い "DeepOps の Web サイト"。

クビフロー

Kubeflow は Kubernetes 向けのオープンソースの AI / ML ツールキットで、 Google が開発したもので
す。Kubeflow プロジェクトでは、 Kubernetes での AI ワークフローと ML ワークフローの導入を、シンプ
ル、ポータブル、拡張性に優れた方法で実施します。Kubeflow は Kubernetes の複雑さを抽象化し、データサ
イエンティストがデータサイエンスのベストプラクティスに集中できるようにします。表示については、次の
図を参照してください。Kubernetes で企業の IT 部門の標準化が進むにつれて、 Kubeflow は大きな牽引力を
発揮してきました。詳細については、を参照してください "Kubeflow の Web サイト"。
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Kubeflow パイプライン

Kubeflow Pipelines は Kubeflow の主要コンポーネントです。Kubeflow Pipelines は、移植性と拡張性に優れ
た AI および ML ワークフローを定義、導入するためのプラットフォームと標準です。詳細については、を参
照してください "Kubeflow の公式ドキュメント"。

Jupyter Notebook Server の 2 つのツールを使用

Jupyter Notebook Server はオープンソースの Web アプリケーションで、データサイエンティストは Jupyter

Notebook と呼ばれる Wiki 形式のドキュメントを作成できます。このドキュメントには、ライブコードと説明
的なテストが含まれています。Jupyter Notebook は、 AI プロジェクトと ML プロジェクトを文書化、保存、
共有する手段として、 AI と ML のコミュニティで広く使用されています。Kubeflow を使用すると、
Kubernetes での Jupyter Notebook Server のプロビジョニングと導入が簡単になります。Jupyter Notebook

の詳細については、を参照してください "Jupyter のウェブサイト"。Kubeflow のコンテキスト内の Jupyter

Notebook の詳細については、を参照してください "Kubeflow の公式ドキュメント"。

Apache の通気

Apache Airflow は、複雑なエンタープライズワークフローのプログラムによるオーサリング、スケジューリン
グ、監視を可能にするオープンソースのワークフロー管理プラットフォームです。ETL やデータパイプライ
ンのワークフローを自動化する目的でよく使用されますが、こうした種類のワークフローに限定されるわけで
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はありません。Airflow プロジェクトは Airbnb が開始しましたが、業界で非常に人気があり、現在は Apache

Software Foundation の後援を受けています。空気の流れは Python で書かれており、 Python スクリプトを使
用して空気の流れが作られています。また、空気の流れは、「コードとしての設定」という原則に基づいて設
計されています。 現在、多くの企業のエアフローユーザが Kubernetes の上で通気を実行しています。

ダイレクト非周期グラフ（ DAG ）

エアーフローでは、ワークフローは Directed Acyclic Graphs （ DAG ）と呼ばれます。DAG は、 DAG の定
義に応じて、順番に実行されるタスク、並列タスク、またはその組み合わせで実行されるタスクで構成されま
す。エアーフロースケジューラは、 DAG 定義で指定されているタスクレベルの依存関係を維持しながら、一
連のワーカーに対して個々のタスクを実行します。DAG は Python スクリプトを使用して定義および作成さ
れます。

NetApp ONTAP 9.

NetApp ONTAP 9 はネットアップが提供する最新世代のストレージ管理ソフトウェアです。お客様のような企
業がインフラを刷新し、クラウド対応のデータセンターに移行できるようにします。業界をリードするデータ
管理機能を備えた ONTAP では、データの格納場所に関係なく、単一のツールセットでデータの管理と保護を
行うことができます。エッジ、コア、クラウドなど、必要な場所に自由にデータを移動することもできま
す。ONTAP 9 には、データ管理を簡易化し、重要なデータを高速化、保護し、ハイブリッドクラウドアーキ
テクチャ全体で将来のニーズに対応できるインフラを実現する、多数の機能が搭載されています。

データ管理を簡易化

データ管理は、アプリケーションやデータセットに適切なリソースを使用できるようにするために、企業の
IT 運用にとって非常に重要です。ONTAP には、運用を合理化および簡易化し、総運用コストを削減するため
の次の機能が含まれています。

• * インラインデータコンパクションと重複排除の強化。 * データコンパクションはストレージブロック内
の無駄なスペースを削減し、重複排除は実効容量を大幅に増やします。

• * 最小、最大、アダプティブの Quality of Service （ QoS ；サービス品質）。 * きめ細かい QoS 管理機能
により、高度に共有された環境で重要なアプリケーションのパフォーマンスレベルを維持できます。

• * StorageGRID 。 * この機能は、 Amazon Web Services （ AWS ）、 Azure 、 NetApp ONTAP

FabricPool オブジェクトベースストレージなどのパブリックおよびプライベートクラウドストレージオプ
ションへのコールドデータの自動階層化を提供します。

データの高速化と保護

ONTAP は、卓越したパフォーマンスとデータ保護を実現し、以下の機能を通じてこれらの機能を拡張しま
す。

• * ハイパフォーマンスと低レイテンシ。 * ONTAP は、可能な限り低いレイテンシで最高のスループットを
提供します。

• * NetApp ONTAP FlexGroup テクノロジ。 * FlexGroup ボリュームは、最大 20PB と 4 、 000 億ファイル
までリニアに拡張可能な高性能データコンテナで、データ管理を簡易化する単一のネームスペースを提供
します。

• * データ保護。 * ONTAP は、組み込みのデータ保護機能を提供し、すべてのプラットフォームで共通の管
理を実現します。

• * NetApp Volume Encryption* ONTAP は、オンボードと外部の両方のキー管理をサポートし、ボリューム
レベルのネイティブ暗号化を実現します。
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将来のニーズにも対応できるインフラ

ONTAP 9 は、要件が厳しく、絶えず変化するビジネスニーズに対応します。

• * シームレスな拡張とノンストップオペレーション。 * ONTAP は、既存のコントローラとスケールアウト
クラスタに無停止で容量を追加できます。NVMe や 32Gb FC などの最新テクノロジへのアップグレード
も、コストのかかるデータ移行やシステム停止を行わずに実行できます。

• * クラウドへの接続。 * ONTAP は、すべてのパブリッククラウドで Software-Defined Storage （ ONTAP

Select ）とクラウドネイティブインスタンス（ NetApp Cloud Volumes Service ）を選択できる、最もク
ラウドに接続されたストレージ管理ソフトウェアの 1 つです。

• * 新しいアプリケーションとの統合。 * 既存のエンタープライズアプリケーションをサポートする同じイ
ンフラを使用して、 ONTAP は、 OpenStack 、 Hadoop 、 MongoDB などの次世代プラットフォームや
アプリケーションにエンタープライズクラスのデータサービスを提供します。

NetApp Snapshot コピー

NetApp Snapshot コピーは、ボリュームの読み取り専用のポイントインタイムイメージです。次の図に示す
ように、イメージには Snapshot コピーが最後に作成されたあとに作成されたファイルへの変更だけが記録さ
れるため、ストレージスペースは最小限しか消費せず、パフォーマンスのオーバーヘッドもわずかです。

Snapshot コピーの効率性は、 ONTAP の中核的なストレージ仮想化テクノロジである Write Anywhere File

Layout （ WAFL ）によって実現します。WAFL は、データベースと同様に、メタデータを使用してディスク
上の実際のデータブロックを参照します。ただし、データベースとは異なり、 WAFL は既存のブロックを上
書きしません。更新されたデータは新しいブロックに書き込まれ、メタデータが変更されます。ONTAP で
は、 Snapshot コピーの作成時にデータブロックをコピーするのではなくメタデータを参照するため、非常に
効率的です。他のシステムと違ってコピーするブロックを探すシーク時間もなければ、コピー自体を作成する
コストもかかりません。

Snapshot コピーを使用して、個々のファイルまたは LUN をリカバリしたり、ボリュームの内容全体をリスト
アしたりできます。ONTAP は、 Snapshot コピーのポインタ情報をディスク上のデータと比較することで、
ダウンタイムや多大なパフォーマンスコストなしで損失オブジェクトや破損オブジェクトを再構築します。
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NetApp FlexClone テクノロジ

NetApp FlexClone テクノロジは、 Snapshot メタデータを参照してボリュームの書き込み可能なポイントイ
ンタイムコピーを作成します。コピーと親でデータブロックが共有されるため、次の図に示すように、コピー
に変更が書き込まれるまではメタデータに必要な分しかストレージは消費されません。従来の手法でコピーを
作成すると数分から数時間かかりますが、 FlexClone ソフトウェアを使用すれば大規模なデータセットのコピ
ーもほぼ瞬時に作成できます。そのため、同じデータセットのコピーが複数必要な状況（開発用ワークスペー
スなど）や一時的にデータセットのコピーが必要な状況（本番環境のデータセットでアプリケーションをテス
トする場合など）に適しています。
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NetApp SnapMirror データレプリケーションテクノロジ

NetApp SnapMirror ソフトウェアは、データファブリック全体にわたる、コスト効率に優れた使いやすいユニ
ファイドレプリケーション解決策です。LAN または WAN 経由でデータを高速で複製します。仮想環境と従来
の環境の両方でビジネスクリティカルなアプリケーションを含む、あらゆるタイプのアプリケーションに対
し、高いデータ可用性と高速なデータレプリケーションを提供します。1 つ以上のネットアップストレージシ
ステムにデータをレプリケートし、セカンダリデータを継続的に更新すると、データが最新の状態に保たれ、
必要なときにいつでも使用できます。外部レプリケーションサーバは必要ありません。SnapMirror テクノロ
ジを利用したアーキテクチャの例については、次の図を参照してください。

SnapMirror ソフトウェアは、変更されたブロックのみをネットワーク経由で送信することで、 NetApp

ONTAP の Storage Efficiency 機能を活用します。SnapMirror ソフトウェアには、組み込みのネットワーク圧
縮機能も使用して、データ転送を高速化し、ネットワーク帯域幅の使用量を最大 70% 削減しま
す。SnapMirror テクノロジを使用すると、 1 つのシンレプリケーションデータストリームを利用して単一の
リポジトリを作成し、アクティブなミラーと以前のポイントインタイムコピーの両方を保持できるため、ネッ
トワークトラフィックを最大 50% 削減できます。
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NetApp Cloud Sync の略

Cloud Sync は、高速でセキュアなデータ同期を実現するネットアップのサービスです。オンプレミスの NFS

または SMB ファイル共有、 NetApp StorageGRID 、 NetApp ONTAP S3 、 NetApp Cloud Volumes Service

、 Azure NetApp Files 、 AWS S3 、 AWS EFS 、 Azure Blob 、 Google Cloud Storage または IBM Cloud

Object Storage を使用すると、 Cloud Sync は必要な場所に迅速かつ安全にファイルを移動できます。

転送されたデータは、ソースとターゲットの両方で完全に使用できます。Cloud Sync では、事前に定義され
たスケジュールに基づいて、更新がトリガーされたときやデータの継続的な同期を行うときに、データをオン
デマンドで同期できます。いずれにせよ、 Cloud Sync は差分のみを移動するため、データレプリケーション
にかかる時間とコストを最小限に抑えることができます。

Cloud Sync は、セットアップや使用がきわめて簡単なソフトウェアサービス（ SaaS ）ツールです。Cloud

Sync によって実行されるデータ転送は、データブローカーによって実行されます。Cloud Sync データブロー
カーは、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform 、オンプレミスに導入できます。

NetApp XCP

NetApp XCP は、ネットアップとネットアップ間のデータ移行およびファイルシステムに関する分析情報を提
供するクライアントベースのソフトウェアです。XCP は、大量のデータセットとハイパフォーマンスな移行
を処理するために、利用可能なすべてのシステムリソースを活用することで、最大限のパフォーマンスを実現
するように設計されています。ファイルシステムを完全に可視化するために XCP を使用すると、レポート生
成オプションが利用できます。

NetApp XCP は、 NFS プロトコルと SMB プロトコルをサポートする単一パッケージで提供されます。NFS

データセット用の Linux バイナリと SMB データセット用の Windows 実行可能ファイルが XCP に含まれてい
ます。

NetApp XCP File Analytics は、ファイル共有を検出し、ファイルシステム上でスキャンを実行し、ファイル
分析用のダッシュボードを提供するホストベースのソフトウェアです。XCP File Analytics は、ネットアップ
システムと他社システムの両方に対応し、 Linux ホストまたは Windows ホストで動作して、 NFS および
SMB エクスポートファイルシステムの分析を提供します。

22



NetApp ONTAP FlexGroup Volume の略

トレーニングデータセットは、数十億に及ぶ可能性のあるファイルの集まりです。ファイルには、テキスト、
オーディオ、ビデオなどの形式の非構造化データを含めることができます。これらのデータは、並行して読み
込まれるように保存して処理する必要があります。ストレージシステムは、多数の小さなファイルを格納し、
シーケンシャル I/O とランダム I/O でそれらのファイルを並行して読み取る必要があります

FlexGroup ボリュームは、次の図に示すように、複数のコンスティチュエントメンバーボリュームで構成され
る単一のネームスペースです。ストレージ管理者の視点で見ると、 FlexGroup ボリュームは管理され、
NetApp FlexVol ボリュームのように機能します。FlexGroup ボリューム内のファイルは、個々のメンバーボ
リュームに割り当てられ、複数のボリュームやノードにまたがってストライプされることはありません。次の
機能が有効になります。

• FlexGroup ボリュームは、数ペタバイトの容量と、メタデータ比率の高いワークロード向けの予測可能な
低レイテンシを提供します。

• 同じネームスペースで最大 4 、 000 億個のファイルをサポートします。

• CPU 、ノード、アグリゲート、コンスティチュエント FlexVol ボリューム全体で NAS ワークロードの並
列処理をサポートします。

"次の手順：ハードウェアとソフトウェアの要件"

ハードウェアとソフトウェアの要件

NetApp AI コントロールプレーン解決策は、このような特定のハードウェアには依存し
ません。解決策は、 Trident でサポートされている、任意のネットアップ物理ストレージ
アプライアンス、ソフトウェア定義インスタンス、クラウドサービスと互換性がありま
す。例としては、ネットアップ AFF ストレージシステム、 Azure NetApp Files 、ネット
アップ Cloud Volumes Service 、ネットアップ ONTAP Select ソフトウェアで定義され
るストレージインスタンス、ネットアップ Cloud Volumes ONTAP インスタンスなどが
あります。また、使用する Kubernetes のバージョンが Kubeflow および NetApp Trident

でサポートされていれば、どの Kubernetes クラスタにも解決策を実装できま
す。Kubeflow でサポートされる Kubernetes バージョンの一覧については、を参照して
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ください "Kubeflow の公式ドキュメント"。Trident でサポートされている Kubernetes

のバージョンのリストについては、を参照してください "Trident のドキュメント"。解決
策の検証に使用した環境の詳細については、次の表を参照してください。

インフラストラクチャコ
ンポーネント

数量 詳細 オペレーティングシステ
ム

展開ジャンプホスト 1. VM Ubuntu 20.04.2 LTS の場
合は

Kubernetes マスターノー
ド

1. VM Ubuntu 20.04.2 LTS の場
合は

Kubernetes ワーカーノー
ド

2. VM Ubuntu 20.04.2 LTS の場
合は

Kubernetes GPU ワーカ
ーノード

2. NVIDIA DGX-1 （ベアメ
タル）

NVIDIA DGX OS 4.0.5 （
Ubuntu 18.04.2 LTS に基
づく）

ストレージ 1 つの HA ペア NetApp AFF A220 NetApp ONTAP 9.7 P6

ソフトウェアコンポーネント バージョン

Apache の通気 2.0.1

Apache Airflow Helm チャート 8.0.8

Docker です 19.03.12

クビフロー 1/2

Kubernetes 1.18.9

NetApp Trident 21.01.2.

NVIDIA DeepOps のことです コミット時点でマスターブランチから Trident 導入機
能を利用できるようになりました "61898cdfda"; バー
ジョン 21.03 の他のすべての機能

サポート

ネットアップは、 Apache Airflow 、 Docker 、 Kubeflow 、 Kubernetes 、 NVIDIA DeepOps のエンタープラ
イズサポートを提供していません。ネットアップの AI コントロールプレーン解決策と同様の機能を備えた、
完全にサポートされている解決策に関心がある場合： "ネットアップにお問い合わせください" ネットアップ
がパートナー様と共同で提供する、完全にサポートされている AI / ML ソリューションについて説明します。

"次： Kubernetes の導入"

Kubernetes の導入

このセクションでは、 NetApp AI コントロールプレーン解決策を実装する Kubernetes

クラスタを導入するために完了しておく必要があるタスクについて説明しま
す。Kubernetes クラスタをすでにお持ちの場合は、 Kubeflow と NetApp Trident でサポ
ートされるバージョンの Kubernetes を実行していれば、このセクションをスキップで
きます。Kubeflow でサポートされる Kubernetes バージョンの一覧については、を参照
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してください "Kubeflow の公式ドキュメント"。Trident でサポートされている
Kubernetes のバージョンのリストについては、を参照してください "Trident のドキュメ
ント"。

NVIDIA GPU を搭載したベアメタルノードを統合したオンプレミスの Kubernetes 環境では、 NVIDIA の
DeepOps Kubernetes 導入ツールの使用を推奨します。このセクションでは、 DeepOps を使用した
Kubernetes クラスタの導入について説明します。

前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. 標準的な構成手順に従って、ベアメタルの Kubernetes ノード（ ONTAP AI ポッドに含まれる NVIDIA

DGX システムなど）を設定済みであること。

2. すべての Kubernetes マスターノードとワーカーノード、および導入ジャンプホストに、サポートされて
いるオペレーティングシステムをインストールしておきます。DeepOps でサポートされているオペレー
ティングシステムのリストについては、を参照してください "DeepOps GitHub サイト"。

NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes をインストールおよび設定します

NVIDIA DeepOps で Kubernetes クラスタを導入および設定するには、導入ジャンプホストから次のタスクを
実行します。

1. の手順に従って、 NVIDIA DeepOps をダウンロードします "「はじめに」ページ" NVIDIA DeepOps

GitHub サイトで入手できます。

2. の手順に従って、クラスタに Kubernetes を導入します 。 "Kubernetes 導入ガイドのページ" NVIDIA

DeepOps GitHub サイトで入手できます。

"次のセクションでは、 NetApp Trident の導入と構成の概要について説明します"

NetApp Trident の導入と設定

NetApp Trident の導入と設定

このセクションでは、 Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定
するために必要な作業について説明します。

前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. Kubernetes クラスタはすでに稼働しており、 Trident でサポートされるバージョンの Kubernetes を実行
している。サポートされているバージョンの一覧については、を参照してください "Trident のドキュメン
ト"。

2. すでに稼働しているネットアップストレージアプライアンス、ソフトウェア定義インスタンス、クラウド
ストレージサービスで、 Trident でサポートされているものを使用している。
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Trident をインストール

Kubernetes クラスタに NetApp Trident をインストールして設定するには、導入ジャンプホストから次のタス
クを実行します。

1. Trident は、次のいずれかの方法で導入できます。

◦ NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入した場合は、 NVIDIA DeepOps を使用して
Kubernetes クラスタに Trident を導入することもできます。Trident で DeepOps を導入する方法につ
いては、を参照してください "Trident の導入手順" NVIDIA DeepOps GitHub サイトで入手できます。

◦ NVIDIA DeepOps を使用して Kubernetes クラスタを導入していない場合や Trident を手動で導入する
場合は、次の手順で Trident を導入できます "導入手順" Trident のドキュメントの設定方法の詳細につ
いては、Tridentバックエンドと少なくとも1つのKubernetes StorageClassを作成してください "バック
エンド" および "ストレージクラス" ネットアップドキュメントのリンクされたサブセクションを参照
してください。

解決策 AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン ONTAP を導入する場合は、
を参照してください "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例" さまざまな Trident

バックエンドの例を紹介します とを作成します "ONTAP AI 導入向けの Kubernetes

StorageClasses の例" を参照してください。

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Trident バックエンド"

ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例

Trident を使用して Kubernetes クラスタ内のストレージリソースを動的にプロビジョニ
ングするには、 Trident バックエンドを 1 つ以上作成する必要があります。以下に示す
例は、 ONTAP AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン解決策を導入する場合
に作成するバックエンドのタイプを表しています。バックエンドの詳細については、を
参照してください "Trident のドキュメント"。

1. ネットアップでは、 NetApp AFF システムで使用する各データ LIF （データアクセスを提供する論理ネッ
トワークインターフェイス）に対して、 FlexGroup 対応の Trident バックエンドを作成することを推奨し
ます。これにより、 LIF 間でボリュームマウントを分散させることができます

以下のコマンド例は、同じ ONTAP Storage Virtual Machine （ SVM ）に関連付けられている 2 つの異な
るデータ LIF を対象に、 FlexGroup 対応の Trident バックエンドを 2 つ作成する方法を示しています。こ
れらのバックエンドは 'ONTAP-NAS-flexgroup ストレージ・ドライバを使用しますONTAP では、 FlexVol

と FlexGroup の 2 つの主要なデータボリュームタイプがサポートされます。FlexVol ボリュームのサイズ
は限られています（現時点では、最大サイズは環境によって異なります）。一方、 FlexGroup ボリューム
は最大 20PB 、 4 、 000 億ファイルまでリニアに拡張でき、データ管理を大幅に簡易化する単一のネーム
スペースを提供します。そのため、 FlexGroup ボリュームは、大量のデータに依存する AI や ML のワー
クロードに最適です。

少量のデータを処理していて、 FlexGroup ボリュームではなく FlexVol ボリュームを使用する場合は、「
ONTAP-NAS-flexgroup 」ストレージドライバの代わりに「 ONTAP-NAS' ストレージドライバ」を使用す
る Trident バックエンドを作成できます。

$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface1.json

{
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    "version": 1,

    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",

    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface1",

    "managementLIF": "10.61.218.100",

    "dataLIF": "192.168.11.11",

    "svm": "ontapai_nfs",

    "username": "admin",

    "password": "ontapai"

}

EOF

$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-

iface1.json -n trident

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |

UUID                 | STATE  | VOLUMES |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-

b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-iface2.json

{

    "version": 1,

    "storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",

    "backendName": "ontap-ai-flexgroups-iface2",

    "managementLIF": "10.61.218.100",

    "dataLIF": "192.168.12.12",

    "svm": "ontapai_nfs",

    "username": "admin",

    "password": "ontapai"

}

EOF

$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexgroups-

iface2.json -n trident

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |

UUID                 | STATE  | VOLUMES |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-

9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+
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$ tridentctl get backend -n trident

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |

UUID                 | STATE  | VOLUMES |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-

b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |

| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-

9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

2. また、 FlexVol 対応の Trident バックエンドも 1 つ以上作成することを推奨します。FlexGroup ボリュー
ムをデータセットストレージのトレーニングに使用する場合は、結果、出力、デバッグ情報などの格納に
FlexVol ボリュームを使用できます。FlexVol ボリュームを使用する場合は、 FlexVol 対応の Trident バッ
クエンドを 1 つ以上作成する必要があります。次に示すコマンド例は、単一のデータ LIF を使用する、
FlexVol 対応の Trident バックエンドの作成例を示しています。
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$ cat << EOF > ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json

{

    "version": 1,

    "storageDriverName": "ontap-nas",

    "backendName": "ontap-ai-flexvols",

    "managementLIF": "10.61.218.100",

    "dataLIF": "192.168.11.11",

    "svm": "ontapai_nfs",

    "username": "admin",

    "password": "ontapai"

}

EOF

$ tridentctl create backend -f ./trident-backend-ontap-ai-flexvols.json -n

trident

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID

| STATE  | VOLUMES |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-

a9c1-52a69657fabe | online |       0 |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

$ tridentctl get backend -n trident

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

|            NAME            |   STORAGE DRIVER    |                 UUID

| STATE  | VOLUMES |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

| ontap-ai-flexvols          | ontap-nas           | 52bdb3b1-13a5-4513-

a9c1-52a69657fabe | online |       0 |

| ontap-ai-flexgroups-iface1 | ontap-nas-flexgroup | b74cbddb-e0b8-40b7-

b263-b6da6dec0bdd | online |       0 |

| ontap-ai-flexgroups-iface2 | ontap-nas-flexgroup | 61814d48-c770-436b-

9cb4-cf7ee661274d | online |       0 |

+----------------------------+---------------------

+--------------------------------------+--------+---------+

"次の例： ONTAP AI 導入向けの Kubernetes Stageclasses"

ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例

Trident を使用して Kubernetes クラスタ内のストレージリソースを動的にプロビジョニ
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ングするには、 Kubernetes StorageClasses を 1 つ以上作成する必要があります。以
下に示す例は、 ONTAP AI ポッドにネットアップ AI コントロールプレーン解決策を導入
する場合に作成する、さまざまなタイプのストレージクラスを表していま
す。StorageClasses の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント
"。

1. FlexGroup が有効な Trident ごとに別々のストレージクラスを作成することを推奨します セクションで作
成したバックエンド "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、手順 1.これらの Granular

StorageClasses を使用すると、 StorageClass 仕様ファイルで指定されている特定のバックエンドとし
て、特定の LIF （ Trident バックエンドの作成時に指定した LIF ）に対応する NFS マウントを追加できま
す。以降のコマンド例では、 2 つのを作成しています StorageClasses を使用して、バックエンドの 2 つ
の例に対応しています セクションで作成されます "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、手順
1.StorageClasses の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

対応する PersistentVolumeClaim （ PVC ）が削除されたときに永続ボリュームが削除されないようにす
るため、次の例では「 Retain 」の「 ReclaimPolicy 」の値を使用しています。「 ReclaimPolicy 」フィー
ルドの詳細については、公式を参照してください "Kubernetes のドキュメント"。
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$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface1.yaml

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1

provisioner: netapp.io/trident

parameters:

  backendType: "ontap-nas-flexgroup"

  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface1:.*"

reclaimPolicy: Retain

EOF

$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-

iface1.yaml

storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface1 created

$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-iface2.yaml

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

  name: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2

provisioner: netapp.io/trident

parameters:

  backendType: "ontap-nas-flexgroup"

  storagePools: "ontap-ai-flexgroups-iface2:.*"

reclaimPolicy: Retain

EOF

$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain-

iface2.yaml

storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain-iface2 created

$ kubectl get storageclass

NAME                                PROVISIONER         AGE

ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   0m

ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   0m

2. に対応するストレージクラスを作成することも推奨します セクションで作成した FlexVol 対応の Trident

バックエンド "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、ステップ 2 。以下のコマンド例は、
FlexVol ボリューム用の単一のストレージクラスの作成を示しています。

次の例では、 FlexVol 対応の Trident バックエンドが 1 つしか作成されていないため、 StorageClass 定義
ファイルで特定のバックエンドが指定されていません。Kubernetes を使用してこの StorageClass を使用
するボリュームを管理すると、 Trident は「 ONTAP-NAS' 」ドライバを使用するバックエンドで利用可能
なものを使用しようとします。
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$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

  name: ontap-ai-flexvols-retain

provisioner: netapp.io/trident

parameters:

  backendType: "ontap-nas"

reclaimPolicy: Retain

EOF

$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexvols-retain.yaml

storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain created

$ kubectl get storageclass

NAME                                PROVISIONER         AGE

ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   1m

ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   1m

ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   0m

3. また、 FlexGroup ボリューム用の汎用の StorageClass を作成することを推奨します。次のコマンド例
は、 FlexGroup ボリューム用の汎用の StorageClass を 1 つ作成する方法を示しています。

特定のバックエンドが StorageClass 定義ファイルで指定されていないことに注意してください。したが
って、 Kubernetes を使用してこのストレージクラスを使用するボリュームを管理する場合、 Trident は「
ONTAP-NAS-flexgroup 」ドライバを使用する利用可能なバックエンドを使用しようとします。

$ cat << EOF > ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

  name: ontap-ai-flexgroups-retain

provisioner: netapp.io/trident

parameters:

  backendType: "ontap-nas-flexgroup"

reclaimPolicy: Retain

EOF

$ kubectl create -f ./storage-class-ontap-ai-flexgroups-retain.yaml

storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexgroups-retain created

$ kubectl get storageclass

NAME                                PROVISIONER         AGE

ontap-ai-flexgroups-retain          netapp.io/trident   0m

ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   netapp.io/trident   2m

ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   netapp.io/trident   2m

ontap-ai-flexvols-retain            netapp.io/trident   1m
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"次のセクションでは、 Kubeflow の導入の概要を説明します"

Kubeflow の導入

このセクションでは、 Kubernetes クラスタに Kubeflow を導入するために実行する必要
のあるタスクについて説明します。

前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. Kubernetes クラスタはすでに稼働しており、 Kubeflow でサポートされるバージョンの Kubernetes を実
行しているとします。サポートされているバージョンの一覧については、を参照してください "Kubeflow

の公式ドキュメント"。

2. 内に NetApp Trident のインストールと設定が完了している必要があります Kubernetes クラスタ（を参照
） "Trident の導入と設定"。

デフォルトの Kubernetes StorageClass を設定します

Kubeflow を導入する前に、 Kubernetes クラスタ内でデフォルトの StorageClass を指定する必要がありま
す。Kubeflow の導入プロセスでは、デフォルトの StorageClass を使用して新しい永続ボリュームのプロビジ
ョニングが試行されます。StorageClass がデフォルトの StorageClass として指定されていない場合、導入は
失敗します。クラスタ内のデフォルトの StorageClass を指定するには、導入ジャンプホストから次のタスク
を実行します。クラスタ内ですでにデフォルトの StorageClass を指定している場合は、この手順を省略でき
ます。

1. 既存のストレージクラスの 1 つをデフォルトのストレージクラスとして指定します。以降のコマンド例で
は、「 ontap/ai-sFLEXs-retain 」という名前の StorageClass がデフォルトの StorageClass として指定さ
れています。

「 ONTAP-NAS-flexgroup 」の Trident バックエンドタイプには、かなり大きな最小 PVC サイ
ズがあります。デフォルトでは、 Kubeflow はサイズが数 GB しかない PVC のプロビジョニン
グを試みます。したがって、 Kubeflow の導入の目的で、「 ONTAP-NAS-flexgroup 」バックエ
ンドタイプをデフォルトの StorageClass として使用する StorageClass を指定しないでくださ
い。
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$ kubectl get sc

NAME                                PROVISIONER             AGE

ontap-ai-flexgroups-retain          csi.trident.netapp.io   25h

ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   csi.trident.netapp.io   25h

ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   csi.trident.netapp.io   25h

ontap-ai-flexvols-retain            csi.trident.netapp.io   3s

$ kubectl patch storageclass ontap-ai-flexvols-retain -p '{"metadata":

{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'

storageclass.storage.k8s.io/ontap-ai-flexvols-retain patched

$ kubectl get sc

NAME                                 PROVISIONER             AGE

ontap-ai-flexgroups-retain           csi.trident.netapp.io   25h

ontap-ai-flexgroups-retain-iface1    csi.trident.netapp.io   25h

ontap-ai-flexgroups-retain-iface2    csi.trident.netapp.io   25h

ontap-ai-flexvols-retain (default)   csi.trident.netapp.io   54s

NVIDIA DeepOps を使用して Kubeflow を導入します

NVIDIA DeepOps が提供する Kubeflow 導入ツールを使用することを推奨します。DeepOps 導入ツールを使
用して Kubernetes クラスタに Kubeflow を導入するには、導入ジャンプホストから次のタスクを実行しま
す。

または、を使用して手動で Kubeflow を導入することもできます "インストール手順" Kubeflow

の公式ドキュメントにあります

1. クラスタに Kubeflow を導入するには、に従ってください "Kubeflow の導入手順" NVIDIA DeepOps

GitHub サイトで入手できます。

2. Kubeflow Dashboard URL をメモしてください。 DeepOps Kubeflow 導入ツールによって出力されます。

$ ./scripts/k8s/deploy_kubeflow.sh -x

…

INFO[0007] Applied the configuration Successfully!

filename="cmd/apply.go:72"

Kubeflow app installed to: /home/ai/kubeflow

It may take several minutes for all services to start. Run 'kubectl get

pods -n kubeflow' to verify

To remove (excluding CRDs, istio, auth, and cert-manager), run:

./scripts/k8s_deploy_kubeflow.sh -d

To perform a full uninstall : ./scripts/k8s_deploy_kubeflow.sh -D

Kubeflow Dashboard (HTTP NodePort): http://10.61.188.111:31380

3. Kubeflow ネームスペース内に展開されているすべてのポッドに「ステータス」が「実行中」であること
を確認し、ネームスペース内に展開されているコンポーネントがエラー状態でないことを確認します。す
べてのポッドが起動するまでに数分かかることがあります。
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$ kubectl get all -n kubeflow

NAME                                                           READY

STATUS    RESTARTS   AGE

pod/admission-webhook-bootstrap-stateful-set-0                 1/1

Running   0          95s

pod/admission-webhook-deployment-6b89c84c98-vrtbh              1/1

Running   0          91s

pod/application-controller-stateful-set-0                      1/1

Running   0          98s

pod/argo-ui-5dcf5d8b4f-m2wn4                                   1/1

Running   0          97s

pod/centraldashboard-cf4874ddc-7hcr8                           1/1

Running   0          97s

pod/jupyter-web-app-deployment-685b455447-gjhh7                1/1

Running   0          96s

pod/katib-controller-88c97d85c-kgq66                           1/1

Running   1          95s

pod/katib-db-8598468fd8-5jw2c                                  1/1

Running   0          95s

pod/katib-manager-574c8c67f9-wtrf5                             1/1

Running   1          95s

pod/katib-manager-rest-778857c989-fjbzn                        1/1

Running   0          95s

pod/katib-suggestion-bayesianoptimization-65df4d7455-qthmw     1/1

Running   0          94s

pod/katib-suggestion-grid-56bf69f597-98vwn                     1/1

Running   0          94s

pod/katib-suggestion-hyperband-7777b76cb9-9v6dq                1/1

Running   0          93s

pod/katib-suggestion-nasrl-77f6f9458c-2qzxq                    1/1

Running   0          93s

pod/katib-suggestion-random-77b88b5c79-l64j9                   1/1

Running   0          93s

pod/katib-ui-7587c5b967-nd629                                  1/1

Running   0          95s

pod/metacontroller-0                                           1/1

Running   0          96s

pod/metadata-db-5dd459cc-swzkm                                 1/1

Running   0          94s

pod/metadata-deployment-6cf77db994-69fk7                       1/1

Running   3          93s

pod/metadata-deployment-6cf77db994-mpbjt                       1/1

Running   3          93s

pod/metadata-deployment-6cf77db994-xg7tz                       1/1

Running   3          94s

pod/metadata-ui-78f5b59b56-qb6kr                               1/1
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Running   0          94s

pod/minio-758b769d67-llvdr                                     1/1

Running   0          91s

pod/ml-pipeline-5875b9db95-g8t2k                               1/1

Running   0          91s

pod/ml-pipeline-persistenceagent-9b69ddd46-bt9r9               1/1

Running   0          90s

pod/ml-pipeline-scheduledworkflow-7b8d756c76-7x56s             1/1

Running   0          90s

pod/ml-pipeline-ui-79ffd9c76-fcwpd                             1/1

Running   0          90s

pod/ml-pipeline-viewer-controller-deployment-5fdc87f58-b2t9r   1/1

Running   0          90s

pod/mysql-657f87857d-l5k9z                                     1/1

Running   0          91s

pod/notebook-controller-deployment-56b4f59bbf-8bvnr            1/1

Running   0          92s

pod/profiles-deployment-6bc745947-mrdkh                        2/2

Running   0          90s

pod/pytorch-operator-77c97f4879-hmlrv                          1/1

Running   0          92s

pod/seldon-operator-controller-manager-0                       1/1

Running   1          91s

pod/spartakus-volunteer-5fdfddb779-l7qkm                       1/1

Running   0          92s

pod/tensorboard-6544748d94-nh8b2                               1/1

Running   0          92s

pod/tf-job-dashboard-56f79c59dd-6w59t                          1/1

Running   0          92s

pod/tf-job-operator-79cbfd6dbc-rb58c                           1/1

Running   0          91s

pod/workflow-controller-db644d554-cwrnb                        1/1

Running   0          97s

NAME                                                 TYPE

CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)             AGE

service/admission-webhook-service                    ClusterIP

10.233.51.169   <none>        443/TCP             97s

service/application-controller-service               ClusterIP

10.233.4.54     <none>        443/TCP             98s

service/argo-ui                                      NodePort

10.233.47.191   <none>        80:31799/TCP        97s

service/centraldashboard                             ClusterIP

10.233.8.36     <none>        80/TCP              97s

service/jupyter-web-app-service                      ClusterIP

10.233.1.42     <none>        80/TCP              97s

service/katib-controller                             ClusterIP
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10.233.25.226   <none>        443/TCP             96s

service/katib-db                                     ClusterIP

10.233.33.151   <none>        3306/TCP            97s

service/katib-manager                                ClusterIP

10.233.46.239   <none>        6789/TCP            96s

service/katib-manager-rest                           ClusterIP

10.233.55.32    <none>        80/TCP              96s

service/katib-suggestion-bayesianoptimization        ClusterIP

10.233.49.191   <none>        6789/TCP            95s

service/katib-suggestion-grid                        ClusterIP

10.233.9.105    <none>        6789/TCP            95s

service/katib-suggestion-hyperband                   ClusterIP

10.233.22.2     <none>        6789/TCP            95s

service/katib-suggestion-nasrl                       ClusterIP

10.233.63.73    <none>        6789/TCP            95s

service/katib-suggestion-random                      ClusterIP

10.233.57.210   <none>        6789/TCP            95s

service/katib-ui                                     ClusterIP

10.233.6.116    <none>        80/TCP              96s

service/metadata-db                                  ClusterIP

10.233.31.2     <none>        3306/TCP            96s

service/metadata-service                             ClusterIP

10.233.27.104   <none>        8080/TCP            96s

service/metadata-ui                                  ClusterIP

10.233.57.177   <none>        80/TCP              96s

service/minio-service                                ClusterIP

10.233.44.90    <none>        9000/TCP            94s

service/ml-pipeline                                  ClusterIP

10.233.41.201   <none>        8888/TCP,8887/TCP   94s

service/ml-pipeline-tensorboard-ui                   ClusterIP

10.233.36.207   <none>        80/TCP              93s

service/ml-pipeline-ui                               ClusterIP

10.233.61.150   <none>        80/TCP              93s

service/mysql                                        ClusterIP

10.233.55.117   <none>        3306/TCP            94s

service/notebook-controller-service                  ClusterIP

10.233.10.166   <none>        443/TCP             95s

service/profiles-kfam                                ClusterIP

10.233.33.79    <none>        8081/TCP            92s

service/pytorch-operator                             ClusterIP

10.233.37.112   <none>        8443/TCP            95s

service/seldon-operator-controller-manager-service   ClusterIP

10.233.30.178   <none>        443/TCP             92s

service/tensorboard                                  ClusterIP

10.233.58.151   <none>        9000/TCP            94s

service/tf-job-dashboard                             ClusterIP
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10.233.4.17     <none>        80/TCP              94s

service/tf-job-operator                              ClusterIP

10.233.60.32    <none>        8443/TCP            94s

service/webhook-server-service                       ClusterIP

10.233.32.167   <none>        443/TCP             87s

NAME                                                       READY   UP-

TO-DATE   AVAILABLE   AGE

deployment.apps/admission-webhook-deployment               1/1     1

1           97s

deployment.apps/argo-ui                                    1/1     1

1           97s

deployment.apps/centraldashboard                           1/1     1

1           97s

deployment.apps/jupyter-web-app-deployment                 1/1     1

1           97s

deployment.apps/katib-controller                           1/1     1

1           96s

deployment.apps/katib-db                                   1/1     1

1           97s

deployment.apps/katib-manager                              1/1     1

1           96s

deployment.apps/katib-manager-rest                         1/1     1

1           96s

deployment.apps/katib-suggestion-bayesianoptimization      1/1     1

1           95s

deployment.apps/katib-suggestion-grid                      1/1     1

1           95s

deployment.apps/katib-suggestion-hyperband                 1/1     1

1           95s

deployment.apps/katib-suggestion-nasrl                     1/1     1

1           95s

deployment.apps/katib-suggestion-random                    1/1     1

1           95s

deployment.apps/katib-ui                                   1/1     1

1           96s

deployment.apps/metadata-db                                1/1     1

1           96s

deployment.apps/metadata-deployment                        3/3     3

3           96s

deployment.apps/metadata-ui                                1/1     1

1           96s

deployment.apps/minio                                      1/1     1

1           94s

deployment.apps/ml-pipeline                                1/1     1

1           94s

deployment.apps/ml-pipeline-persistenceagent               1/1     1
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1           93s

deployment.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow              1/1     1

1           93s

deployment.apps/ml-pipeline-ui                             1/1     1

1           93s

deployment.apps/ml-pipeline-viewer-controller-deployment   1/1     1

1           93s

deployment.apps/mysql                                      1/1     1

1           94s

deployment.apps/notebook-controller-deployment             1/1     1

1           95s

deployment.apps/profiles-deployment                        1/1     1

1           92s

deployment.apps/pytorch-operator                           1/1     1

1           95s

deployment.apps/spartakus-volunteer                        1/1     1

1           94s

deployment.apps/tensorboard                                1/1     1

1           94s

deployment.apps/tf-job-dashboard                           1/1     1

1           94s

deployment.apps/tf-job-operator                            1/1     1

1           94s

deployment.apps/workflow-controller                        1/1     1

1           97s

NAME

DESIRED   CURRENT   READY   AGE

replicaset.apps/admission-webhook-deployment-6b89c84c98              1

1         1       97s

replicaset.apps/argo-ui-5dcf5d8b4f                                   1

1         1       97s

replicaset.apps/centraldashboard-cf4874ddc                           1

1         1       97s

replicaset.apps/jupyter-web-app-deployment-685b455447                1

1         1       97s

replicaset.apps/katib-controller-88c97d85c                           1

1         1       96s

replicaset.apps/katib-db-8598468fd8                                  1

1         1       97s

replicaset.apps/katib-manager-574c8c67f9                             1

1         1       96s

replicaset.apps/katib-manager-rest-778857c989                        1

1         1       96s

replicaset.apps/katib-suggestion-bayesianoptimization-65df4d7455     1

1         1       95s

replicaset.apps/katib-suggestion-grid-56bf69f597                     1
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1         1       95s

replicaset.apps/katib-suggestion-hyperband-7777b76cb9                1

1         1       95s

replicaset.apps/katib-suggestion-nasrl-77f6f9458c                    1

1         1       95s

replicaset.apps/katib-suggestion-random-77b88b5c79                   1

1         1       95s

replicaset.apps/katib-ui-7587c5b967                                  1

1         1       96s

replicaset.apps/metadata-db-5dd459cc                                 1

1         1       96s

replicaset.apps/metadata-deployment-6cf77db994                       3

3         3       96s

replicaset.apps/metadata-ui-78f5b59b56                               1

1         1       96s

replicaset.apps/minio-758b769d67                                     1

1         1       93s

replicaset.apps/ml-pipeline-5875b9db95                               1

1         1       93s

replicaset.apps/ml-pipeline-persistenceagent-9b69ddd46               1

1         1       92s

replicaset.apps/ml-pipeline-scheduledworkflow-7b8d756c76             1

1         1       91s

replicaset.apps/ml-pipeline-ui-79ffd9c76                             1

1         1       91s

replicaset.apps/ml-pipeline-viewer-controller-deployment-5fdc87f58   1

1         1       91s

replicaset.apps/mysql-657f87857d                                     1

1         1       92s

replicaset.apps/notebook-controller-deployment-56b4f59bbf            1

1         1       94s

replicaset.apps/profiles-deployment-6bc745947                        1

1         1       91s

replicaset.apps/pytorch-operator-77c97f4879                          1

1         1       94s

replicaset.apps/spartakus-volunteer-5fdfddb779                       1

1         1       94s

replicaset.apps/tensorboard-6544748d94                               1

1         1       93s

replicaset.apps/tf-job-dashboard-56f79c59dd                          1

1         1       93s

replicaset.apps/tf-job-operator-79cbfd6dbc                           1

1         1       93s

replicaset.apps/workflow-controller-db644d554                        1

1         1       97s

NAME                                                        READY   AGE
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statefulset.apps/admission-webhook-bootstrap-stateful-set   1/1     97s

statefulset.apps/application-controller-stateful-set        1/1     98s

statefulset.apps/metacontroller                             1/1     98s

statefulset.apps/seldon-operator-controller-manager         1/1     92s

$ kubectl get pvc -n kubeflow

NAME             STATUS   VOLUME

CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS               AGE

katib-mysql      Bound    pvc-b07f293e-d028-11e9-9b9d-00505681a82d

10Gi       RWO            ontap-ai-flexvols-retain   27m

metadata-mysql   Bound    pvc-b0f3f032-d028-11e9-9b9d-00505681a82d

10Gi       RWO            ontap-ai-flexvols-retain   27m

minio-pv-claim   Bound    pvc-b22727ee-d028-11e9-9b9d-00505681a82d

20Gi       RWO            ontap-ai-flexvols-retain   27m

mysql-pv-claim   Bound    pvc-b2429afd-d028-11e9-9b9d-00505681a82d

20Gi       RWO            ontap-ai-flexvols-retain   27m

4. Web ブラウザで、手順 2 でメモした URL に移動して Kubeflow 中央ダッシュボードにアクセスします。

デフォルトのユーザ名は「 admin@kubeflow.org 」で、デフォルトのパスワードは「 12341234 」です。
追加ユーザを作成するには、の手順に従います "Kubeflow の公式ドキュメント"。
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"次の例： Kubeflow の操作とタスク"

例： Kubeflow の操作とタスク

このセクションでは、 Kubeflow を使用して実行したいさまざまな操作とタスクの例を
示します。

"次に、データサイエンティストや開発者が使用する Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングしま
す"

例： Kubeflow の操作とタスク

このセクションでは、 Kubeflow を使用して実行したいさまざまな操作とタスクの例を
示します。

"次に、データサイエンティストや開発者が使用する Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングしま
す"
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データサイエンティストまたは開発者向けに Jupyter Notebook Workspace をプロビジョニングします 使用

Kubeflow は、データサイエンティストのワークスペースとして機能する、新しい
Jupyter Notebook サーバの迅速なプロビジョニングを可能にします。Kubeflow を使用し
て新しい Jupyter Notebook サーバをプロビジョニングするには、次のタスクを実行しま
す。Kubeflow コンテキスト内の Jupyter Notebook の詳細については、を参照してくだ
さい "Kubeflow の公式ドキュメント"。

1. Kubeflow 中央ダッシュボードのメインメニューで Notebook Servers をクリックして、 Jupyter Notebook

サーバ管理ページに移動します。

2. 新しい Jupyter Notebook サーバをプロビジョニングするには、 New Server をクリックします。
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3. 新しいサーバに名前を付け、サーバのベースにする Docker イメージを選択し、サーバで予約する CPU

と RAM の容量を指定します。[ 名前空間 ] フィールドが空白の場合は、ページヘッダーの [ 名前空間の選
択 ] メニューを使用して名前空間を選択します。選択したネームスペースがネームスペースフィールドに
自動的に入力されます。

次の例では 'kubeflow-anonymous' ネームスペースが選択されていますまた、 Docker イメージ、 CPU 、
RAM のデフォルト値も使用できます。
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4. ワークスペースボリュームの詳細を指定します。新しいボリュームを作成するように選択した場合は、そ
のボリュームまたは PVC がデフォルトの StorageClass を使用してプロビジョニングされます。Trident

を利用するストレージクラスがデフォルトとして指定されているため StorageClass "Kubeflow の導入"を
指定した場合、ボリュームまたは PVC は Trident でプロビジョニングされます。このボリュームは、
Jupyter Notebook Server コンテナ内のデフォルトワークスペースとして自動的にマウントされます。別の
データボリュームに保存されていないユーザーがサーバー上に作成したノートブックは、自動的にこのワ
ークスペースボリュームに保存されます。そのため、ノートブックは再起動後も維持されます。

5. データボリュームを追加次に、「 pb-fg-all 」という名前の既存の PVC を指定し、デフォルトのマウント
ポイントを受け入れる例を示します。
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6. * オプション： * 希望する数の GPU をノートブックサーバーに割り当てるよう要求します。次の例では、
GPU が 1 つ要求されています。

7. [ 起動 ] をクリックして、新しいノートブックサーバーをプロビジョニングします。

8. ノートブックサーバーが完全にプロビジョニングされるまで待ちます。指定した Docker イメージを使用
してサーバをプロビジョニングしたことがない場合は、イメージのダウンロードが必要になるため、これ
には数分かかることがあります。サーバーが完全にプロビジョニングされると、 Jupyter Notebook サー
バー管理ページの [ ステータス ] 列に緑色のチェックマークが表示されます。
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9. [ 接続 ] をクリックして、新しいサーバー Web インターフェイスに接続します。

10. 手順 6 で指定したデータセットボリュームがサーバにマウントされていることを確認します。デフォルト
では、このボリュームはデフォルトのワークスペース内にマウントされます。ユーザーの観点から見る
と、これはワークスペース内の別のフォルダーにすぎません。データサイエンティストで、インフラのエ
キスパートではないユーザは、このボリュームを使用するためにストレージの専門知識を持っている必要
はありません。
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11. ターミナルを開き、手順 5 で新しいボリュームが要求された場合は、「 d f -h 」を実行して、 Trident で
プロビジョニングされた新しい永続ボリュームがデフォルトのワークスペースとしてマウントされている
ことを確認します。

デフォルトのワークスペースディレクトリは、サーバーの Web インターフェイスに最初にアクセスした
ときに表示されるベースディレクトリです。そのため、 Web インターフェイスを使用して作成したアー
ティファクトは、 Trident でプロビジョニングされた永続ボリュームに保存されます。
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12. ターミナルを使用して「 nvidia-smi 」を実行し、ノートブックサーバーに正しい数の GPU が割り当てら
れていることを確認します。次の例では、手順 7 で要求されたように、 1 つの GPU がノートブックサー
バーに割り当てられています。

"次の例：ノートブック PC とパイプライン"
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ノートブック PC とパイプラインの例

。 "NetApp Data Science Toolkit for Kubernetes" Kubeflow と組み合わせて使用できま
す。NetApp Data Science Toolkit と Kubeflow を使用すると、次のようなメリットがあり
ます。

• データサイエンティストは、 Jupyter Notebook 内から、ネットアップの高度なデータ管理操作を直接実
行できます。

• Kubeflow Pipelines フレームワークを使用すると、ネットアップの高度なデータ管理処理を自動化された
ワークフローに組み込むことができます。

を参照してください "Kubeflow の例" ツールキットと Kubeflow を使用する場合の詳細については、 NetApp

Data Science Toolkit GitHub リポジトリのセクションを参照してください。

"次の例： Apache Airflow の導入"

Apache Airflow の導入

Kubernetes の上で Apache の通気を確保することを推奨します。このセクションでは、
Kubernetes クラスタ内に通気を導入するために完了しておく必要のあるタスクについて
説明します。

Kubernetes 以外のプラットフォームに通気を導入することも可能です。Kubernetes 以外のプ
ラットフォームに通気を導入することは、この解決策の範囲外です。

前提条件

このセクションで説明する導入の演習を行う前に、次の作業をすでに実行していることを前提としています。

1. Kubernetes クラスタをすでに使用している。

2. 「 NetApp Trident の導入と構成」のセクションに記載されているように、 Kubernetes クラスタに
NetApp Trident をインストールし、設定しておきます。

Helm をインストールします

エアフローは、 Kubernetes の一般的なパッケージマネージャである Helm を使用して導入されます。エアー
フローを導入する前に、導入ジャンプホストに Helm をインストールする必要があります。Helm を配置ジャ
ンプホストにインストールするには、に従ってください "インストール手順" Helm の公式ドキュメントを参照
してください。

デフォルトの Kubernetes StorageClass を設定します

通気を導入する前に、 Kubernetes クラスタ内にデフォルトのストレージクラスを指定する必要があります。
エアフロー導入プロセスでは、デフォルトのストレージクラスを使用して新しい永続ボリュームのプロビジョ
ニングが試行されます。StorageClass がデフォルトの StorageClass として指定されていない場合、導入は失
敗します。クラスタ内でデフォルトの StorageClass を指定するには、の手順に従ってください "Kubeflow の
導入"。クラスタ内ですでにデフォルトの StorageClass を指定している場合は、この手順を省略できます。
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Helm を使用してエアフローを展開します

Helm を使用して Kubernetes クラスタに通気を導入するには、導入ジャンプホストから次のタスクを実行し
ます。

1. Helm を使用してエアフローを導入します。に従ってください "導入手順" アーティファクトハブの公式エ
アフロー図については、を参照してください。以下のコマンド例は、 Helm を使用したエアーフローの配
置を示しています。必要に応じて 'custom-values/yaml ファイルの値を変更 ' 追加 ' または削除します

$ cat << EOF > custom-values.yaml

###################################

# Airflow - Common Configs

###################################

airflow:

  ## the airflow executor type to use

  ##

  executor: "CeleryExecutor"

  ## environment variables for the web/scheduler/worker Pods (for

airflow configs)

  ##

  #

###################################

# Airflow - WebUI Configs

###################################

web:

  ## configs for the Service of the web Pods

  ##

  service:

    type: NodePort

###################################

# Airflow - Logs Configs

###################################

logs:

  persistence:

    enabled: true

###################################

# Airflow - DAGs Configs

###################################

dags:

  ## configs for the DAG git repository & sync container

  ##

  gitSync:

    enabled: true

    ## url of the git repository

    ##

    repo: "git@github.com:mboglesby/airflow-dev.git"

    ## the branch/tag/sha1 which we clone
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    ##

    branch: master

    revision: HEAD

    ## the name of a pre-created secret containing files for ~/.ssh/

    ##

    ## NOTE:

    ## - this is ONLY RELEVANT for SSH git repos

    ## - the secret commonly includes files: id_rsa, id_rsa.pub,

known_hosts

    ## - known_hosts is NOT NEEDED if `git.sshKeyscan` is true

    ##

    sshSecret: "airflow-ssh-git-secret"

    ## the name of the private key file in your `git.secret`

    ##

    ## NOTE:

    ## - this is ONLY RELEVANT for PRIVATE SSH git repos

    ##

    sshSecretKey: id_rsa

    ## the git sync interval in seconds

    ##

    syncWait: 60

EOF

$ helm install airflow airflow-stable/airflow -n airflow --version 8.0.8

--values ./custom-values.yaml

...

Congratulations. You have just deployed Apache Airflow!

1. Get the Airflow Service URL by running these commands:

   export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace airflow -o

jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services airflow-web)

   export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace airflow -o

jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}")

   echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT/

2. Open Airflow in your web browser

2. すべての通気ポッドが稼働中であることを確認します。すべてのポッドが起動するまでに数分かかる場合
があります。

$ kubectl -n airflow get pod

NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE

airflow-flower-b5656d44f-h8qjk      1/1     Running   0          2h

airflow-postgresql-0                1/1     Running   0          2h

airflow-redis-master-0              1/1     Running   0          2h

airflow-scheduler-9d95fcdf9-clf4b   2/2     Running   2          2h

airflow-web-59c94db9c5-z7rg4        1/1     Running   0          2h

airflow-worker-0                    2/2     Running   2          2h

52



3. 手順 1 の Helm を使用してエアーフローを導入したときにコンソールに出力された指示に従って、エアー
フロー Web サービスの URL を取得します。

$ export NODE_PORT=$(kubectl get --namespace airflow -o

jsonpath="{.spec.ports[0].nodePort}" services airflow-web)

$ export NODE_IP=$(kubectl get nodes --namespace airflow -o

jsonpath="{.items[0].status.addresses[0].address}")

$ echo http://$NODE_IP:$NODE_PORT/

4. 通気 Web サービスにアクセスできることを確認します。

"次の例： Apache Airflow ワークフロー"

Apache の通気ワークフローの例

。 "NetApp Data Science Toolkit for Kubernetes" エアーフローと組み合わせて使用でき
ます。NetApp Data Science Toolkit とエアフローを組み合わせることで、エアフローに
よって自動化されたワークフローにネットアップのデータ管理操作を組み込むことがで
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きます。

を参照してください "通気の例" ツールキットの通気と使用方法の詳細については、 NetApp Data Science

Toolkit GitHub リポジトリのセクションを参照してください。

"次の例： Trident の処理"

Trident の運用例

このセクションでは、 Trident で実行したいさまざまな処理の例を紹介します。

既存のボリュームをインポートします

ネットアップストレージシステム / プラットフォーム上に Kubernetes クラスタ内のコンテナにマウントする
必要のある既存のボリュームがあり、クラスタ内の PVC に関連付けられていない場合は、それらのボリュー
ムをインポートする必要があります。これらのボリュームは、 Trident のボリュームインポート機能を使用し
てインポートできます。

以降のコマンド例では、「 pb_fg_all 」という名前の同じボリュームを、セクションの例で作成した各 Trident

バックエンドに対して 1 回ずつ、 2 回インポートしています "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例
"、手順 1.同じボリュームをこの 2 つの方法でインポートすると、（既存の FlexGroup ボリューム）を複数の
LIF にまたがって複数回マウントできます。詳細については、セクションを参照してください "ONTAP AI 導
入向け Trident バックエンドの例"、手順 1.PVC の詳細については、を参照してください "Kubernetes の公式
ドキュメント"。ボリュームインポート機能の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント
"。

「 accessModes 」の値「 ReadOnlyMany 」は、 PVC 仕様ファイルの例で指定されています。「
accessMode 」フィールドの詳細については、を参照してください "Kubernetes の公式ドキュメント"。

次の例で指定するバックエンド名 インポートコマンドは、で作成されたバックエンドに対応し
ます の例を参照してください "ONTAP AI 導入向け Trident バックエンドの例"、手順 1.次の例
で指定した StorageClass 名 PVC 定義ファイルは、作成された StorageClasses に対応してい
ます を参照してください "ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例"、手順 1.

$ cat << EOF > ./pvc-import-pb_fg_all-iface1.yaml

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

  name: pb-fg-all-iface1

  namespace: default

spec:

  accessModes:

    - ReadOnlyMany

  storageClassName: ontap-ai-flexgroups-retain-iface1

EOF

$ tridentctl import volume ontap-ai-flexgroups-iface1 pb_fg_all -f ./pvc-

import-pb_fg_all-iface1.yaml -n trident

+--------------------------------+--------

+-----------------------------------+----------
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+--------------------------------------------+--------+---------+

|          NAME                  |  SIZE  |       STORAGE CLASS

| PROTOCOL |             BACKEND UUID                         | STATE  |

MANAGED |

+--------------------------------+--------

+-----------------------------------+----------

+------------------------------------------+--------+---------+

| default-pb-fg-all-iface1-7d9f1 | 10 TiB | ontap-ai-flexgroups-retain-

iface1 | file     | b74cbddb-e0b8-40b7-b263-b6da6dec0bdd | online | true

|

+--------------------------------+--------

+-----------------------------------+----------

+--------------------------------------------+--------+---------+

$ cat << EOF > ./pvc-import-pb_fg_all-iface2.yaml

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

  name: pb-fg-all-iface2

  namespace: default

spec:

  accessModes:

    - ReadOnlyMany

  storageClassName: ontap-ai-flexgroups-retain-iface2

EOF

$ tridentctl import volume ontap-ai-flexgroups-iface2 pb_fg_all -f ./pvc-

import-pb_fg_all-iface2.yaml -n trident

+--------------------------------+--------

+-----------------------------------+----------

+--------------------------------------------+--------+---------+

|          NAME                  |  SIZE  |       STORAGE CLASS

| PROTOCOL |             BACKEND UUID                         | STATE  |

MANAGED |

+--------------------------------+--------

+-----------------------------------+----------

+------------------------------------------+--------+---------+

| default-pb-fg-all-iface2-85aee | 10 TiB | ontap-ai-flexgroups-retain-

iface2 | file     | 61814d48-c770-436b-9cb4-cf7ee661274d | online | true

|

+--------------------------------+--------

+-----------------------------------+----------

+--------------------------------------------+--------+---------+

$ tridentctl get volume -n trident

+----------------------------------+---------

+-----------------------------------+----------

+--------------------------------------+--------+---------+

|               NAME               |  SIZE   |           STORAGE CLASS
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| PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |

+----------------------------------+---------

+-----------------------------------+----------

+--------------------------------------+--------+---------+

| default-pb-fg-all-iface1-7d9f1   | 10 TiB  | ontap-ai-flexgroups-retain-

iface1 | file     | b74cbddb-e0b8-40b7-b263-b6da6dec0bdd | online | true

|

| default-pb-fg-all-iface2-85aee   | 10 TiB  | ontap-ai-flexgroups-retain-

iface2 | file     | 61814d48-c770-436b-9cb4-cf7ee661274d | online | true

|

+----------------------------------+---------

+-----------------------------------+----------

+--------------------------------------+--------+---------+

$ kubectl get pvc

NAME                 STATUS   VOLUME                             CAPACITY

ACCESS MODES   STORAGECLASS                        AGE

pb-fg-all-iface1     Bound    default-pb-fg-all-iface1-7d9f1

10995116277760   ROX            ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   25h

pb-fg-all-iface2     Bound    default-pb-fg-all-iface2-85aee

10995116277760   ROX            ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   25h

新しいボリュームをプロビジョニングします

Trident を使用して、ネットアップストレージシステムまたはプラットフォームで新しいボリュームをプロビ
ジョニングできます。次のコマンド例は、新しい FlexVol ボリュームのプロビジョニングを表示します。この
例では、セクションの例で作成した StorageClass を使用してボリュームがプロビジョニングされます
"ONTAP AI 導入向けの Kubernetes StorageClasses の例"、ステップ 2 。

次の PVC 定義ファイル例では 'accessModes' の値 ReadWriteMany が指定されています「 accessMode 」フ
ィールドの詳細については、を参照してください "Kubernetes の公式ドキュメント"。
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$ cat << EOF > ./pvc-tensorflow-results.yaml

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

  name: tensorflow-results

spec:

  accessModes:

    - ReadWriteMany

  resources:

    requests:

      storage: 1Gi

  storageClassName: ontap-ai-flexvols-retain

EOF

$ kubectl create -f ./pvc-tensorflow-results.yaml

persistentvolumeclaim/tensorflow-results created

$ kubectl get pvc

NAME                              STATUS    VOLUME

CAPACITY         ACCESS MODES   STORAGECLASS                        AGE

pb-fg-all-iface1                  Bound     default-pb-fg-all-iface1-7d9f1

10995116277760   ROX            ontap-ai-flexgroups-retain-iface1   26h

pb-fg-all-iface2                  Bound     default-pb-fg-all-iface2-85aee

10995116277760   ROX            ontap-ai-flexgroups-retain-iface2   26h

tensorflow-results                Bound     default-tensorflow-results-

2fd60   1073741824       RWX            ontap-ai-flexvols-retain

25h

"次の例： ONTAP AI 導入向けハイパフォーマンスジョブの概要"

ONTAP AI 導入向けハイパフォーマンスジョブの例

このセクションでは、 ONTAP AI ポッドに Kubernetes を導入する際に実行可能なさま
ざまなハイパフォーマンスジョブの例を示します。

"次のセクションでは、シングルノードの AI ワークロードを実行します"

ONTAP AI 導入向けハイパフォーマンスジョブの例

このセクションでは、 ONTAP AI ポッドに Kubernetes を導入する際に実行可能なさま
ざまなハイパフォーマンスジョブの例を示します。

"次のセクションでは、シングルノードの AI ワークロードを実行します"

シングルノードの AI ワークロードを実行

Kubernetes クラスタでシングルノードの AI ジョブと ML ジョブを実行するには、導入
ジャンプホストから次のタスクを実行します。Trident を使用すると、数ペタバイトのデ
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ータが含まれる可能性のあるデータボリュームをすばやく簡単に作成し、 Kubernetes

のワークロードからアクセスできます。Kubernetes ポッド内からこのようなデータボリ
ュームにアクセスできるようにするには、ポッドの定義で PVC を指定します。このステ
ップは Kubernetes ネイティブの運用であり、ネットアップの専門知識は不要です。

このセクションでは、 Kubernetes クラスタで実行しようとしている特定の AI および ML ワー
クロードを（ Docker コンテナ形式で）コンテナ化済みであることを前提としています。

1. 次のコマンド例は、 ImageNet データセットを使用する TensorFlow ベンチマークワークロード用の
Kubernetes ジョブを作成する方法を示しています。ImageNet データセットの詳細については、を参照し
てください "ImageNet の Web サイト"。

このジョブ例では、 8 個の GPU を要求するため、 8 個以上の GPU を搭載した 1 つの GPU ワーカーノ
ードで実行することができます。このジョブ例は、 8 個以上の GPU を搭載したワーカーノードが存在し
ない、または現在別のワークロードを使用しているクラスタで送信できます。その場合、そのようなワー
カーノードが使用可能になるまで、ジョブは保留状態のままになります。

また、ストレージ帯域幅を最大限にするために、必要なトレーニングデータを含むボリュームが、このジ
ョブで作成されるポッド内に 2 回マウントされます。ポッドには別のボリュームもマウントされていま
す。この 2 つ目のボリュームには、結果と指標を格納します。これらのボリュームは、 PVC の名前を使
用してジョブ定義内で参照されます。Kubernetes ジョブの詳細については、を参照してください
"Kubernetes の公式ドキュメント"。

「 M emory 」の値が「 emory 」である「 emptyDir 」ボリュームは、この例のジョブで作成されるポッド
内の「 /dev/shm 」にマウントされます。Docker コンテナランタイムによって自動的に作成される「
/dev/shm 」仮想ボリュームのデフォルトサイズが、 TensorFlow のニーズに十分でない場合があります。
次の例のように 'emptyDir' ボリュームをマウントすると '/dev/shm' 仮想ボリュームが十分に大きくなりま
す「 emptyDir 」ボリュームの詳細については、を参照してください "Kubernetes の公式ドキュメント"。

この例のジョブ定義で指定されている単一のコンテナには 'ecurityContext> 特権値 'true' が与えられますこ
の値は、コンテナにホスト上のルートアクセス権があることを意味します。このアノテーションは、実行
中の特定のワークロードにルートアクセスが必要なために使用されます。具体的には、ワークロードで実
行されるクリアキャッシュ処理にはルートアクセスが必要です。これが特権 : true の注釈であるかどうか
は ' 実行している特定のワークロードの要件によって異なります

$ cat << EOF > ./netapp-tensorflow-single-imagenet.yaml

apiVersion: batch/v1

kind: Job

metadata:

  name: netapp-tensorflow-single-imagenet

spec:

  backoffLimit: 5

  template:

    spec:

      volumes:

      - name: dshm

        emptyDir:

          medium: Memory

      - name: testdata-iface1
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        persistentVolumeClaim:

          claimName: pb-fg-all-iface1

      - name: testdata-iface2

        persistentVolumeClaim:

          claimName: pb-fg-all-iface2

      - name: results

        persistentVolumeClaim:

          claimName: tensorflow-results

      containers:

      - name: netapp-tensorflow-py2

        image: netapp/tensorflow-py2:19.03.0

        command: ["python", "/netapp/scripts/run.py", "--

dataset_dir=/mnt/mount_0/dataset/imagenet", "--dgx_version=dgx1", "--

num_devices=8"]

        resources:

          limits:

            nvidia.com/gpu: 8

        volumeMounts:

        - mountPath: /dev/shm

          name: dshm

        - mountPath: /mnt/mount_0

          name: testdata-iface1

        - mountPath: /mnt/mount_1

          name: testdata-iface2

        - mountPath: /tmp

          name: results

        securityContext:

          privileged: true

      restartPolicy: Never

EOF

$ kubectl create -f ./netapp-tensorflow-single-imagenet.yaml

job.batch/netapp-tensorflow-single-imagenet created

$ kubectl get jobs

NAME                                       COMPLETIONS   DURATION   AGE

netapp-tensorflow-single-imagenet          0/1           24s        24s

2. 手順 1 で作成したジョブが正しく実行されていることを確認します。次のコマンド例では、ジョブ定義で
指定したとおりにジョブ用にポッドが 1 つ作成され、このポッドが GPU ワーカーノードの 1 つで現在実
行されていることを確認します。
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$ kubectl get pods -o wide

NAME                                             READY   STATUS

RESTARTS   AGE

IP              NODE            NOMINATED NODE

netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92          1/1     Running     0

3m    10.233.68.61    10.61.218.154   <none>

3. 手順 1 で作成したジョブが正常に完了したことを確認します。次のコマンド例は、ジョブが正常に完了し
たことを確認します。
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$ kubectl get jobs

NAME                                             COMPLETIONS   DURATION

AGE

netapp-tensorflow-single-imagenet                1/1           5m42s

10m

$ kubectl get pods

NAME                                                   READY   STATUS

RESTARTS   AGE

netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92                0/1     Completed

0          11m

$ kubectl logs netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92

[netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92:00008] PMIX ERROR: NO-

PERMISSIONS in file gds_dstore.c at line 702

[netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92:00008] PMIX ERROR: NO-

PERMISSIONS in file gds_dstore.c at line 711

Total images/sec = 6530.59125

================ Clean Cache !!! ==================

mpirun -allow-run-as-root -np 1 -H localhost:1 bash -c 'sync; echo 1 >

/proc/sys/vm/drop_caches'

=========================================

mpirun -allow-run-as-root -np 8 -H localhost:8 -bind-to none -map-by

slot -x NCCL_DEBUG=INFO -x LD_LIBRARY_PATH -x PATH python

/netapp/tensorflow/benchmarks_190205/scripts/tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_be

nchmarks.py --model=resnet50 --batch_size=256 --device=gpu

--force_gpu_compatible=True --num_intra_threads=1 --num_inter_threads=48

--variable_update=horovod --batch_group_size=20 --num_batches=500

--nodistortions --num_gpus=1 --data_format=NCHW --use_fp16=True

--use_tf_layers=False --data_name=imagenet --use_datasets=True

--data_dir=/mnt/mount_0/dataset/imagenet

--datasets_parallel_interleave_cycle_length=10

--datasets_sloppy_parallel_interleave=False --num_mounts=2

--mount_prefix=/mnt/mount_%d --datasets_prefetch_buffer_size=2000

--datasets_use_prefetch=True --datasets_num_private_threads=4

--horovod_device=gpu >

/tmp/20190814_105450_tensorflow_horovod_rdma_resnet50_gpu_8_256_b500_ima

genet_nodistort_fp16_r10_m2_nockpt.txt 2>&1

4. * オプション： * ジョブアーティファクトをクリーンアップします。次のコマンド例は、手順 1 で作成し
たジョブオブジェクトの削除を示しています。

ジョブオブジェクトを削除すると、関連付けられているポッドは Kubernetes によって自動的に削除され
ます。
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$ kubectl get jobs

NAME                                             COMPLETIONS   DURATION

AGE

netapp-tensorflow-single-imagenet                1/1           5m42s

10m

$ kubectl get pods

NAME                                                   READY   STATUS

RESTARTS   AGE

netapp-tensorflow-single-imagenet-m7x92                0/1     Completed

0          11m

$ kubectl delete job netapp-tensorflow-single-imagenet

job.batch "netapp-tensorflow-single-imagenet" deleted

$ kubectl get jobs

No resources found.

$ kubectl get pods

No resources found.

"次のステップ：同期分散 AI ワークロードを実行します"

分散型 AI の同期ワークロードを実行します

Kubernetes クラスタでマルチノードの AI と ML の同期ジョブを実行するには、導入ジ
ャンプホストで次のタスクを実行します。このプロセスにより、ネットアップボリュー
ムに格納されているデータを活用し、 1 つのワーカーノードで提供されるものよりも多
くの GPU を使用することができます。同期分散 AI ジョブの説明については、次の図を
参照してください。

同期分散ジョブを使用すると、非同期分散ジョブに比べてパフォーマンスとトレーニングの精
度が向上します。同期ジョブと非同期ジョブの長所と短所については、本ドキュメントでは説
明していません。

1. 次のコマンド例は、 1 つのワーカーの作成を示しています これは、同じの同期分散実行に関与します 1

つのノードで実行された TensorFlow ベンチマークジョブ を参照してください "シングルノードの AI ワー
クロードを実行"。この例では、 2 つのワーカーノードでジョブが実行されるため、導入されるワーカー
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は 1 つだけです。

この例のワーカー導入では、 8 個の GPU を要求し、 8 個以上の GPU を搭載した 1 つの GPU ワーカー
ノードで実行できます。GPU ワーカーノードが 8 個以上の GPU を搭載している場合、パフォーマンスを
最大化するには、この数をワーカーノードが機能する GPU の数と同じにすると便利です。Kubernetes の
導入の詳細については、を参照してください "Kubernetes の公式ドキュメント"。

この例では、このコンテナ化された特定のワーカーが自分で完了することはないため、 Kubernetes 環境
が作成されます。そのため、 Kubernetes のジョブ構造を使用して導入することは理にかなっていませ
ん。従業員が自分で設計または作成した場合、作業構成を使用して従業員を配置することが理にかなって
いる場合があります。

この配置例の仕様で指定されているポッドには 'hostNetwork' の値が true に設定されていますこの値は、
ポッドが、 Kubernetes が各ポッドに通常作成する仮想ネットワーキングスタックではなく、ホストワー
カーノードのネットワークスタックを使用することを意味します。このアノテーションは、特定のワーク
ロードが Open MPI 、 NCCL 、 Horovod を使用して同期分散方法でワークロードを実行するために使用
されます。そのため、ホストネットワークスタックにアクセスする必要があります。Open MPI 、 NCCL

、および Horovod についての説明は、本ドキュメントの範囲外です。この hostNetwork:true' 注釈が必要
かどうかは ' 実行している特定のワークロードの要件によって決まります「 hostNetwork 」フィールドの
詳細については、を参照してください "Kubernetes の公式ドキュメント"。

$ cat << EOF > ./netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker.yaml

apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

  name: netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker

spec:

  replicas: 1

  selector:

    matchLabels:

      app: netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker

  template:

    metadata:

      labels:

        app: netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker

    spec:

      hostNetwork: true

      volumes:

      - name: dshm

        emptyDir:

          medium: Memory

      - name: testdata-iface1

        persistentVolumeClaim:

          claimName: pb-fg-all-iface1

      - name: testdata-iface2

        persistentVolumeClaim:

          claimName: pb-fg-all-iface2

      - name: results

        persistentVolumeClaim:
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          claimName: tensorflow-results

      containers:

      - name: netapp-tensorflow-py2

        image: netapp/tensorflow-py2:19.03.0

        command: ["bash", "/netapp/scripts/start-slave-multi.sh",

"22122"]

        resources:

          limits:

            nvidia.com/gpu: 8

        volumeMounts:

        - mountPath: /dev/shm

          name: dshm

        - mountPath: /mnt/mount_0

          name: testdata-iface1

        - mountPath: /mnt/mount_1

          name: testdata-iface2

        - mountPath: /tmp

          name: results

        securityContext:

          privileged: true

EOF

$ kubectl create -f ./netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker.yaml

deployment.apps/netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker created

$ kubectl get deployments

NAME                                      DESIRED   CURRENT   UP-TO-DATE

AVAILABLE   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker   1         1         1

1           4s

2. 手順 1 で作成したワーカー導入が正常に起動したことを確認します。次のコマンド例は、導入定義に示す
ように、単一のワーカーポッドが導入用に作成されたこと、およびこのポッドが GPU ワーカーノードの
1 つで現在実行されていることを確認します。

$ kubectl get pods -o wide

NAME                                                       READY

STATUS    RESTARTS   AGE

IP              NODE            NOMINATED NODE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker-654fc7f486-v6725   1/1

Running   0          60s   10.61.218.154   10.61.218.154   <none>

$ kubectl logs netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker-654fc7f486-v6725

22122

3. マルチノード同期ジョブの実行を開始して参加させ、追跡するマスター用の Kubernetes ジョブを作成し
ます。次のコマンド例では、 1 つのマスターを作成します。このマスターは、セクションの例で 1 つのノ
ード上で実行された、同じ TensorFlow ベンチマークジョブの同期分散実行を追跡し、開始します "シング
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ルノードの AI ワークロードを実行"。

この例では、マスタージョブは 8 個の GPU を要求するため、 8 個以上の GPU を搭載した 1 つの GPU

ワーカーノードで実行できます。GPU ワーカーノードが 8 個以上の GPU を搭載している場合、パフォー
マンスを最大化するには、この数をワーカーノードが機能する GPU の数と同じにすると便利です。

この例のジョブ定義で指定されているマスターポッドには、手順 1 でワーカーポッドに「 hostNetwork 」
の値「 true 」が与えられたのと同様に、「 hostNetwork 」の値が「 true 」に設定されます。この値が必
要な理由については、手順 1 を参照してください。

$ cat << EOF > ./netapp-tensorflow-multi-imagenet-master.yaml

apiVersion: batch/v1

kind: Job

metadata:

  name: netapp-tensorflow-multi-imagenet-master

spec:

  backoffLimit: 5

  template:

    spec:

      hostNetwork: true

      volumes:

      - name: dshm

        emptyDir:

          medium: Memory

      - name: testdata-iface1

        persistentVolumeClaim:

          claimName: pb-fg-all-iface1

      - name: testdata-iface2

        persistentVolumeClaim:

          claimName: pb-fg-all-iface2

      - name: results

        persistentVolumeClaim:

          claimName: tensorflow-results

      containers:

      - name: netapp-tensorflow-py2

        image: netapp/tensorflow-py2:19.03.0

        command: ["python", "/netapp/scripts/run.py", "--

dataset_dir=/mnt/mount_0/dataset/imagenet", "--port=22122", "--

num_devices=16", "--dgx_version=dgx1", "--

nodes=10.61.218.152,10.61.218.154"]

        resources:

          limits:

            nvidia.com/gpu: 8

        volumeMounts:

        - mountPath: /dev/shm

          name: dshm

        - mountPath: /mnt/mount_0
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          name: testdata-iface1

        - mountPath: /mnt/mount_1

          name: testdata-iface2

        - mountPath: /tmp

          name: results

        securityContext:

          privileged: true

      restartPolicy: Never

EOF

$ kubectl create -f ./netapp-tensorflow-multi-imagenet-master.yaml

job.batch/netapp-tensorflow-multi-imagenet-master created

$ kubectl get jobs

NAME                                      COMPLETIONS   DURATION   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master   0/1           25s        25s

4. 手順 3 で作成したマスタージョブが正しく実行されていることを確認します。次のコマンド例では、ジョ
ブ定義に示されているように、ジョブに対して単一のマスターポッドが作成され、このポッドが GPU ワ
ーカーノードの 1 つで現在実行されていることを確認します。また、手順 1 で最初に確認したワーカーポ
ッドがまだ実行中で、マスターポッドとワーカーポッドが別々のノードで実行されていることも確認する
必要があります。

$ kubectl get pods -o wide

NAME                                                       READY

STATUS    RESTARTS   AGE

IP              NODE            NOMINATED NODE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master-ppwwj              1/1

Running   0          45s   10.61.218.152   10.61.218.152   <none>

netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker-654fc7f486-v6725   1/1

Running   0          26m   10.61.218.154   10.61.218.154   <none>

5. 手順 3 で作成したマスタージョブが正常に完了したことを確認します。次のコマンド例は、ジョブが正常
に完了したことを確認します。

$ kubectl get jobs

NAME                                      COMPLETIONS   DURATION   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master   1/1           5m50s      9m18s

$ kubectl get pods

NAME                                                       READY

STATUS      RESTARTS   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master-ppwwj              0/1

Completed   0          9m38s

netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker-654fc7f486-v6725   1/1

Running     0          35m

$ kubectl logs netapp-tensorflow-multi-imagenet-master-ppwwj

[10.61.218.152:00008] WARNING: local probe returned unhandled
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shell:unknown assuming bash

rm: cannot remove '/lib': Is a directory

[10.61.218.154:00033] PMIX ERROR: NO-PERMISSIONS in file gds_dstore.c at

line 702

[10.61.218.154:00033] PMIX ERROR: NO-PERMISSIONS in file gds_dstore.c at

line 711

[10.61.218.152:00008] PMIX ERROR: NO-PERMISSIONS in file gds_dstore.c at

line 702

[10.61.218.152:00008] PMIX ERROR: NO-PERMISSIONS in file gds_dstore.c at

line 711

Total images/sec = 12881.33875

================ Clean Cache !!! ==================

mpirun -allow-run-as-root -np 2 -H 10.61.218.152:1,10.61.218.154:1 -mca

pml ob1 -mca btl ^openib -mca btl_tcp_if_include enp1s0f0 -mca

plm_rsh_agent ssh -mca plm_rsh_args "-p 22122" bash -c 'sync; echo 1 >

/proc/sys/vm/drop_caches'

=========================================

mpirun -allow-run-as-root -np 16 -H 10.61.218.152:8,10.61.218.154:8

-bind-to none -map-by slot -x NCCL_DEBUG=INFO -x LD_LIBRARY_PATH -x PATH

-mca pml ob1 -mca btl ^openib -mca btl_tcp_if_include enp1s0f0 -x

NCCL_IB_HCA=mlx5 -x NCCL_NET_GDR_READ=1 -x NCCL_IB_SL=3 -x

NCCL_IB_GID_INDEX=3 -x

NCCL_SOCKET_IFNAME=enp5s0.3091,enp12s0.3092,enp132s0.3093,enp139s0.3094

-x NCCL_IB_CUDA_SUPPORT=1 -mca orte_base_help_aggregate 0 -mca

plm_rsh_agent ssh -mca plm_rsh_args "-p 22122" python

/netapp/tensorflow/benchmarks_190205/scripts/tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_be

nchmarks.py --model=resnet50 --batch_size=256 --device=gpu

--force_gpu_compatible=True --num_intra_threads=1 --num_inter_threads=48

--variable_update=horovod --batch_group_size=20 --num_batches=500

--nodistortions --num_gpus=1 --data_format=NCHW --use_fp16=True

--use_tf_layers=False --data_name=imagenet --use_datasets=True

--data_dir=/mnt/mount_0/dataset/imagenet

--datasets_parallel_interleave_cycle_length=10

--datasets_sloppy_parallel_interleave=False --num_mounts=2

--mount_prefix=/mnt/mount_%d --datasets_prefetch_buffer_size=2000 --

datasets_use_prefetch=True --datasets_num_private_threads=4

--horovod_device=gpu >

/tmp/20190814_161609_tensorflow_horovod_rdma_resnet50_gpu_16_256_b500_im

agenet_nodistort_fp16_r10_m2_nockpt.txt 2>&1

6. 不要になったワーカー配置を削除します。次のコマンド例は、手順 1 で作成したワーカー配置オブジェク
トの削除を示しています。

ワーカー導入オブジェクトを削除すると、関連付けられているワーカーポッドは Kubernetes によって自
動的に削除されます。
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$ kubectl get deployments

NAME                                      DESIRED   CURRENT   UP-TO-DATE

AVAILABLE   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker   1         1         1

1           43m

$ kubectl get pods

NAME                                                       READY

STATUS      RESTARTS   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master-ppwwj              0/1

Completed   0          17m

netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker-654fc7f486-v6725   1/1

Running     0          43m

$ kubectl delete deployment netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker

deployment.extensions "netapp-tensorflow-multi-imagenet-worker" deleted

$ kubectl get deployments

No resources found.

$ kubectl get pods

NAME                                            READY   STATUS

RESTARTS   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master-ppwwj   0/1     Completed   0

18m

7. * オプション： * マスタージョブアーティファクトをクリーンアップします。次のコマンド例は、手順 3

で作成したマスタージョブオブジェクトの削除を示しています。

マスタージョブオブジェクトを削除すると、関連付けられているマスターポッドは Kubernetes によって
自動的に削除されます。

$ kubectl get jobs

NAME                                      COMPLETIONS   DURATION   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master   1/1           5m50s      19m

$ kubectl get pods

NAME                                            READY   STATUS

RESTARTS   AGE

netapp-tensorflow-multi-imagenet-master-ppwwj   0/1     Completed   0

19m

$ kubectl delete job netapp-tensorflow-multi-imagenet-master

job.batch "netapp-tensorflow-multi-imagenet-master" deleted

$ kubectl get jobs

No resources found.

$ kubectl get pods

No resources found.

"次のステップ：パフォーマンステスト"
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パフォーマンステスト

この解決策の作成の一環として、パフォーマンスを簡単に比較しました。Kubernetes を
使用して、 NetApp AI の標準ベンチマークジョブをいくつか実行しました。また、ベン
チマークの結果を、単純な Docker run コマンドを使用して実行した実行結果と比較しま
した。パフォーマンスに顕著な違いは見られませんでした。このため、 Kubernetes を
使用してコンテナ化された AI トレーニングジョブをオーケストレーションしても、パフ
ォーマンスに悪影響が及ばないことがわかりました。パフォーマンス比較の結果につい
ては、次の表を参照してください。

ベンチマーク データセット Docker Run （イメージ /
秒）

Kubernetes （画像 / 秒）

シングルノード
TensorFlow

統合データ 6,667.2475 6,661.93125

シングルノード
TensorFlow

ImageNet 6,570.2025 6,530.59125

2 ノードの同期分散
TensorFlow

統合データ 13,213.70625 13,218.288125

2 ノードの同期分散
TensorFlow

ImageNet 12,941.69125 12,881.33875

"次は終わりです"

まとめ

あらゆる規模の企業や組織が、あらゆる業界で、人工知能（ AI ）、機械学習（ ML ）、
ディープラーニング（ DL ）を活用して、現実世界の問題を解決し、革新的な製品やサ
ービスを提供し、競争が激化する市場で優位に立つことが求められています。AI 、 ML

、 DL の利用が増えるにつれ、ワークロードの拡張性やデータの可用性など、多くの課
題に直面しています。これらの課題には、 NetApp AI コントロールプレーン解決策を使
用して対処できます。

この解決策を使用すると、データネームスペースのクローンを迅速に作成できます。さらに、トレーサビリテ
ィとバージョン管理のためにデータやモデルベースラインをほぼ瞬時に作成する AI 、 ML 、 DL のトレーニ
ングワークフローを定義して実装できます。この解決策を使用すると、すべてのモデルトレーニングを、モデ
ルがトレーニングされ、検証されたデータセットに戻すことができます。最後に、この解決策を使用すると、
Jupyter Notebook ワークスペースをすばやくプロビジョニングし、大規模なデータセットにアクセスできま
す。

この解決策はデータサイエンティストとデータエンジニアを対象としているため、ネットアップまたは
ONTAP に関する専門知識は最小限で済みます。この解決策を使用すると、シンプルで使い慣れたツールやイ
ンターフェイスを使用してデータ管理機能を実行できます。さらに、この解決策では、完全なオープンソース
および無償のコンポーネントを使用しています。したがって、ネットアップストレージがすでにある環境で
は、この解決策を実装できます。この解決策でドライブをテストしたいが、ネットアップストレージはまだお
持ちでない場合は、を参照してください "cloud.netapp.com"また、クラウドベースの NetApp Storage 解決策
を使用すれば、いつでも稼働を開始できます。
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Iguazio による MLRun パイプライン

TR-4834 ：『 NetApp and Iguazio for MLRun Pipeline 』

Rick Huang 氏、 David Arnette 氏、 NetApp Marcelo Litovsky 氏、 Iguazio 氏

本ドキュメントでは、 NetApp ONTAP AI 、 NetApp AI コントロールプレーン、 NetApp

Cloud Volume ソフトウェア、 Iguazio データサイエンスプラットフォームを使用した
MLRun パイプラインの詳細について説明します。サーバレス機能の Nuclio 、
Kubernetes Persistent Volume 、 NetApp Cloud Volume 、 NetApp Snapshot コピー、
Grafana ダッシュボード、 および Iguazio プラットフォーム上のその他のサービスによ
り、ネットワーク障害検出のシミュレーション用のエンドツーエンドのデータパイプラ
インを構築できます。イグアスとネットアップのテクノロジを統合し、オンプレミスだ
けでなくクラウドでも、迅速なモデル導入、データレプリケーション、本番環境の監視
を実現しました。

データサイエンティストの仕事は、機械学習（ ML ）モデルと人工知能（ AI ）モデルのトレーニングと調整
に集中する必要があります。しかし、 Google の調査によると、データサイエンティストは、 AI / ML ワーク
フローでのモデル開発を示す次の図に示すように、モデルをエンタープライズアプリケーションで使用し、大
規模に実行する方法を検討する時間の約 80% を費やしています。

エンドツーエンドの AI / ML プロジェクトを管理するには、エンタープライズコンポーネントについてより広
範な理解が必要です。DevOps ではこのような種類のコンポーネントの定義、統合、導入が引き継がれていま
すが、機械学習の運用では、 AI / ML プロジェクトを含む同様のフローがターゲットとなります。エンドツー
エンドの AI / ML パイプラインが企業内でどのように影響するかを知るには、次の必要なコンポーネントのリ
ストを参照してください。
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• ストレージ

• ネットワーキング

• データベース

• ファイルシステム

• コンテナ

• 継続的統合 / 継続的導入（ CI / CD ）パイプライン

• 開発統合開発環境（ IDE ）

• セキュリティ

• データアクセスポリシー

• ハードウェア

• クラウド

• 仮想化

• データサイエンスのツールセットとライブラリ

本書では、ネットアップと Iguazio のパートナーシップによってエンドツーエンドの AI / ML パイプラインの
開発が大幅に簡易化されたことを紹介します。この簡易化により、 AI / ML アプリケーションの市場投入まで
の時間が短縮されます。

対象読者

データサイエンスの世界は、情報技術とビジネスのさまざまな分野に影響をもたらしています。

• データサイエンティストは、選択したツールとライブラリを柔軟に使用できる必要があります。

• データエンジニアは、データの流れと配置場所を把握する必要があります。

• DevOps エンジニアは、新しい AI / ML アプリケーションを CI / CD パイプラインに統合するためのツー
ルを必要としています。

• ビジネスユーザは、 AI / ML アプリケーションにアクセスしたいと考えています。ネットアップと Iguazio

がどのようにしてプラットフォームのビジネスに価値をもたらすかを説明します。

解決策の概要

この解決策は、 AI / ML アプリケーションのライフサイクルに従います。まず、データサイエンティストの仕
事から始めて、データの前処理やモデルのトレーニングと導入に必要なさまざまな手順を定義します。成果物
の追跡、実行の実験、 Kubeflow への導入が可能な、完全なパイプラインの構築に必要な作業をフォローして
います。このサイクルを完了するには、パイプラインと NetApp Cloud Volume を統合し、次の図に示すよう
にデータのバージョン管理を可能にします。
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"次のステップ：テクノロジの概要"

テクノロジの概要

ネットアップの概要

ネットアップは、ハイブリッドクラウド環境におけるデータ管理のオーソリティです。ネットアップは、クラ
ウド環境とオンプレミス環境全体でアプリケーションとデータの管理を簡易化し、デジタル変革を加速する、
幅広いハイブリッドクラウドデータサービスを提供しています。グローバル企業がデータのポテンシャルを最
大限に引き出し、お客様とのコンタクトの強化、イノベーションの促進、業務の最適化を図れるよう、パート
ナー様とともに取り組んでいます。

NetApp ONTAP AI

NVIDIA DGX システムとネットアップのクラウド対応オールフラッシュストレージを基盤とする NetApp

ONTAP AI は、データの信頼性を高め、エッジからコア、クラウドにわたるデータファブリックで分析、トレ
ーニング、推論を高速化します。IT 組織には、次のようなメリットをもたらすアーキテクチャが提供されま
す。

• 設計の複雑さを解消

• コンピューティングとストレージを個別に拡張できます

• 小規模構成から始めて、シームレスに拡張できます

• さまざまなパフォーマンスとコストの観点から、幅広いストレージオプションを提供 NetApp ONTAP AI

は、 NVIDIA DGX-1 、ペタフロップス規模の AI システム、 NVIDIA Mellanox ハイパフォーマンスイーサ
ネットスイッチを統合したコンバージドインフラスタックを提供し、 AI ワークロードの統合、導入の簡
易化、 ROI の向上を実現します。このテクニカルレポートでは、 ONTAP AI を DGX-1 と NetApp AFF

A800 ストレージシステムの 1 つに活用しました。次の図は、この検証で使用した DGX-1 システムを使用
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した ONTAP AI のトポロジを示しています。

NetApp AI コントロールプレーン

ネットアップの AI コントロールプレーンは、卓越した拡張性、合理的な導入、ノンストップのデータ可用性
を備えた解決策で、 AI と ML を最大限に活用できます。AI コントロールプレーン解決策は、 Kubernetes と
Kubeflow をネットアップのデータファブリックと統合します。クラウドネイティブ環境向けの業界標準のコ
ンテナオーケストレーションプラットフォームである Kubernetes は、ワークロードの拡張性とモビリティを
実現します。Kubeflow はオープンソースの機械学習プラットフォームで、管理と導入を簡易化し、開発者が
より多くのデータサイエンスをより短時間で行えるようにします。ネットアップのデータファブリックは、エ
ッジからコア、クラウドまで、パイプライン全体でデータに確実にアクセスできるよう、データの可用性とモ
ビリティを妥協することなく提供します。このテクニカルレポートでは、 MLRun パイプラインで NetApp AI

コントロールプレーンを使用しています。次の図は、 Kubernetes クラスタ管理ページを示しています。各ク
ラスタに異なるエンドポイントを割り当てることができます。NFS Persistent Volume を Kubernetes クラス
タに接続し、次の図に示すように、クラスタに接続された永続的ボリュームが表示されます "NetApp Trident"

永続的ストレージのサポートとデータ管理機能を提供します。
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Iguazio の概要

Iguazio Data Science Platform は、開発の簡素化、パフォーマンスの向上、コラボレーションの促進、運用上
の課題への対処を可能にする、完全に統合された安全なデータサイエンスプラットフォームサービス（ PaaS

）です。このプラットフォームには以下のコンポーネントが組み込まれており、 Iguazio データサイエンスプ
ラットフォームを次の図に示します。

• Jupyter Notebook 、統合分析エンジン、 Python パッケージを含むデータサイエンスワークベンチ

• 実験追跡機能と自動化されたパイプライン機能を使用したモデル管理

• 拡張性に優れた Kubernetes クラスタでデータサービスと ML サービスを管理

• サーバレス関数のリアルタイムフレームワークである Nuclio

• SQL 、 NoSQL 、時系列データベース、ファイル（シンプルなオブジェクト）、ストリーミングをサポー
トする、きわめて高速でセキュアなデータレイヤです

• ネットアップ、 Amazon S3 、 HDFS 、 SQL データベース、ストリーミングプロトコルやメッセージン
グプロトコルなどのサードパーティ製データソースとの統合

• Grafana に基づくリアルタイムダッシュボード
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"次の手順：ソフトウェアとハードウェアの要件"

ソフトウェアとハードウェアの要件

ネットワーク構成：

クラウドにセットアップするためのネットワーク構成の要件は次のとおりです。

• Iguazio クラスタと NetApp Cloud Volume は、同じ仮想プライベートクラウドに存在する必要がありま
す。

• クラウドマネージャは、 Iguazio アプリノードのポート 443 にアクセスできる必要があります。

• 本テクニカルレポートでは Amazon Web Services を使用しました。ただし、任意のクラウドプロバイダ
に解決策を導入することもできます。 ONTAP AI で NVIDIA DGX-1 を使用したオンプレミステストの場合
は、便宜のために Iguazio ホスト DNS サービスを使用しました。

クライアントは、動的に作成される DNS ドメインにアクセスできる必要があります。お客様は必要に応じて
独自の DNS を使用できます。

ハードウェア要件

イグアスは、ご使用のクラスタにオンプレミスでインストールできます。ネットアップでは、 NVIDIA DGX-1

システムで NetApp ONTAP AI の解決策を検証しました。次の表に、この解決策のテストに使用したハードウ
ェアを示します。

ハードウェア 数量

DGX-1 システム 1.

NetApp AFF A800 システム ハイアベイラビリティ（ HA ）ペア × 1 、コントロー
ラ × 2 、 NVMe SSD × 48 （ 3.8TB 以上）

Cisco Nexus 3232C ネットワークスイッチ 2.
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次の表に、オンプレミステストに必要なソフトウェアコンポーネントを示します。

ソフトウェア バージョンまたはその他の情報

NetApp ONTAP データ管理ソフトウェア 9.7

Cisco NX-OS スイッチのファームウェア 7.0 （ 3 ） I6 （ 1 ）

NVIDIA DGX OS 4.4 - Ubuntu 18.04 LTS

Docker コンテナプラットフォーム 19.03.5

コンテナバージョン 20.01-tF1 - py2

機械学習フレームワーク TensorFlow 1.15.0

イグアテオ バージョン 2.8 以降

ESX サーバ 6.5

この解決策は、 Iguazio バージョン 2.5 および NetApp Cloud Volumes ONTAP for AWS で完全にテストされ
ています。Iguazio クラスタとネットアップのソフトウェアは、どちらも AWS で実行されています。

ソフトウェア [ バージョン ] または [ タイプ ]

イグアテオ バージョン 2.8 以降

アプリケーションノード m5.mc

データノード I3.と は、および

"次の例：ネットワークデバイスの障害予測ユースケースの概要"

ネットワークデバイスの障害予測ユースケースの概要

この使用例は、アジアの通信空間における Iguazio の顧客をベースにしています。100

万社の企業顧客と年間 125 万件のネットワーク停止イベントに対応しているため、ネッ
トワーク障害による顧客への影響を防止するために、事前に対処する必要がありまし
た。この解決策には、次のような利点があります。

• ネットワーク障害の予測分析

• チケット発行システムとの統合

• このような Iguazio の実装により、ネットワーク障害を予防するための予防的措置を講じ、障害の 60% を
予防しました。

"次の手順：セットアップの概要"

セットアップの概要

Iguazio の取り付け

Iguazio は、オンプレミスまたはクラウドプロバイダにインストールできます。プロビジョニングはサービス
として実行でき、 Iguazio またはお客様による管理が可能です。どちらの場合も、 Iguazio はクラスタの導入
と管理に使用する導入アプリケーション（ Provazio ）を提供します。
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オンプレミスでのインストールについては、を参照してください "NVA-1121." コンピューティング、ネットワ
ーク、ストレージのセットアップに使用できます。イグアスのオンプレミス導入は、顧客に追加料金なしで提
供されます。を参照してください "このページです" DNS サーバおよび SMTP サーバの設定Provazio のイン
ストールページは次のとおりです。

"次： Kubernetes クラスタの設定"

Kubernetes クラスタを設定しています

このセクションは、クラウドとオンプレミスのそれぞれの導入について、 2 つの部分に
分かれています。

Cloud Deployment Kubernetes Configuration を参照してください

NetApp Cloud Manager を使用して、イグアス Kubernetes クラスタへの接続を定義できます。Trident では、
ボリュームを使用できるようにするために、クラスタ内の複数のリソースにアクセスする必要があります。

1. アクセスを有効にするには、 1 つの Iguazio ノードから Kubernetes 構成ファイルを取得します。ファイ
ルは、「 /home/Iguazio/.kube/config. 」の下にあります このファイルをデスクトップにダウンロードしま
す。

2. 設定するクラスタの検出に進みます。
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3. Kubernetes 構成ファイルをアップロードします。次の図を参照してください。

4. Trident を導入し、ボリュームをクラスタに関連付けます。Iguazio クラスタへの持続ボリュームの定義と
割り当てについては、次の図を参照してください。このプロセスにより、 Iguazio の Kubernetes クラス
タに永続ボリューム（ PV ）が作成されます。使用する前に、永続的ボリューム要求（ PVC ）を定義す
る必要があります。
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オンプレミス導入の Kubernetes 構成

NetApp Trident のオンプレミスインストールについては、を参照してください "TR-4798" を参照してくださ
い。Kubernetes クラスタを設定して NetApp Trident をインストールしたら、 Trident を Iguazio クラスタに接
続して、データやモデルの Snapshot コピーの作成などのネットアップのデータ管理機能を利用できます。

"次のステップ：永続的ボリューム要求を定義します"

永続的ボリューム要求を定義

1. 次の YAML をファイルに保存して、 Basic タイプの PVC を作成します。

kind: PersistentVolumeClaim

apiVersion: v1

metadata:

  name: basic

spec:

  accessModes:

    - ReadWriteOnce

  resources:

    requests:

      storage: 100Gi

  storageClassName: netapp-file
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2. Iguazio Kubernetes クラスタに YAML ファイルを適用します。

Kubectl -n default-tenant apply -f <your yaml file>

NetApp ボリュームを Jupyter Notebook に接続します

Iguazio は、データサイエンティストが AI / ML アプリケーションの開発と導入のための完全なエンドツーエ
ンドスタックを提供するための、複数のマネージドサービスを提供します。これらのコンポーネントの詳細に
ついては、を参照してください "Iguazio アプリケーションサービスおよびツールの概要"。

マネージドサービスの 1 つに Jupyter Notebook があります。開発者はそれぞれ、開発に必要なリソースを備
えたノートブックコンテナを独自に導入します。NetApp Cloud Volume へのアクセスを許可するには、コン
テナにボリュームを割り当て、リソースの割り当て、ユーザの実行、および永続ボリュームに関する環境変数
の設定を次の図に示します。

オンプレミス構成の場合は、を参照してください "TR-4798" Trident のセットアップでは、データの Snapshot

コピーの作成やバージョン管理のためのモデルなど、 NetApp ONTAP のデータ管理機能を有効にできま
す。Trident バックエンド構成ファイルに次の行を追加すると、 Snapshot ディレクトリが表示されます。

{

    …

    "defaults": {

        "snapshotDir": "true"

    }

}

Trident バックエンド構成ファイルを JSON 形式で作成し、次のコマンドを実行する必要があります "Trident

コマンド" 参照するには：

tridentctl create backend -f <backend-file>

"次の手順：アプリケーションの展開"
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アプリケーションの展開

次のセクションでは、アプリケーションのインストールと展開の方法について説明しま
す。

"次の手順： GitHub からコードを取得します"。

GitHub からコードを取得します

これで、 Iguazio クラスタおよび開発者環境で NetApp Cloud Volume または NetApp

Trident ボリュームを使用できるようになりました。アプリケーションの確認を開始でき
ます。

ユーザは独自のワークスペース（ディレクトリ）を持ちます。すべてのノートブックで ' ユーザー・ディレク
トリへのパスは '/User' ですIguazio プラットフォームは、ディレクトリを管理します。上記の手順に従った場
合、 NetApp Cloud ボリュームは「 /NetApp 」ディレクトリにあります。

Jupyter 端子を使用して GitHub からコードを取得します。

Jupyter ターミナルのプロンプトで、プロジェクトのクローンを作成します。

cd /User

git clone .

Jupyter ワークスペースのファイルツリーには、「 NetOps - NetApp 」フォルダが表示されます。

"次の手順：作業環境を構成します"
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作業環境を構成します

「 Notebook ````s_env-example.ipynb を 'et_env.ipynb` としてコピーします。「
et_env.ipynb 」を開き、編集します。このノートブックでは、資格情報、ファイルの場
所、および実行ドライバの変数を設定します。

上記の手順を実行すると、次の手順だけが変更されます。

1. この値は、 Iguazio サービスダッシュボード「 dOcker_registry 」から取得します

例：「 ocker-registry.default-tenant.app.clusterq.iguaziodev.com:80` 」

2. 「 admin 」を Iguazio のユーザ名に変更します。

'IGZ_container_path='/users/admin'

ONTAP システムの接続の詳細を次に示します。Trident のインストール時に生成されたボリューム名も指
定します。オンプレミスの ONTAP クラスタの場合、次の設定が適用されます。

ontapClusterMgmtHostname = '0.0.0.0'

ontapClusterAdminUsername = 'USER'

ontapClusterAdminPassword = 'PASSWORD'

sourceVolumeName = 'SOURCE VOLUME'

Cloud Volumes ONTAP の設定は次のとおりです。

MANAGER=ontapClusterMgmtHostname

svm='svm'

email='email'

password=ontapClusterAdminPassword

weid="weid"

volume=sourceVolumeName

ベースとなる Docker イメージを作成

ML パイプラインの構築に必要なものはすべて、 Iguazio プラットフォームに含まれています。開発者は、パ
イプラインの実行に必要な Docker イメージの仕様を定義し、 Jupyter Notebook からイメージの作成を実行
できます。ノートブック 'create-images .ipynb' を開き、すべてのセルを実行します。

このノートブックでは、パイプラインで使用する 2 つのイメージが作成されます。

• 「 iguazio/NetApp. 」を参照してください ML タスクの処理に使用されます。
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• 「 NetApp/pipeline. 」。NetApp Snapshot コピーを処理するユーティリティが含まれています。

Jupyter ノートブックを個別に確認します

次の表に、このタスクの構築に使用したライブラリとフレームワークを示します。これらのコンポーネントは
すべて、 Iguazio のロールベースアクセスおよびセキュリティ制御と完全に統合されています。

ライブラリ / フレームワーク 説明

MLRun （ MLRun ） Iguazio によって管理され、 ML / AI パイプラインの
アセンブリ、実行、および監視を可能にします。

Nuclio Iguazio と統合されたサーバーレス機能フレームワー
ク。Iguazio が管理するオープンソースプロジェクト
としても利用できます。

クビフロー パイプラインを導入するための Kubernetes ベースの
フレームワーク。これは、イグアスが寄与するオープ
ンソースのプロジェクトでもあります。Iguazio と統
合されているため、他のインフラストラクチャとのセ
キュリティおよび統合が強化されています。

Docker です Iguazio プラットフォームでは、 Docker レジストリ
がサービスとして実行されます。レジストリに接続す
るように変更することもできます。

NetApp Cloud Volume の略 AWS で Cloud Volume を実行すると、大量のデータ
にアクセスでき、トレーニングに使用するデータセッ
トのバージョンに Snapshot コピーを作成することも
できます。

Trident Trident は、ネットアップが管理するオープンソース
プロジェクトです。Kubernetes でのストレージリソ
ースやコンピューティングリソースとの統合を簡易化
します。

複数のノートブックを使用して ML パイプラインを構築しました。各ノートブックを個別にテストしてから、
パイプラインにまとめてテストすることができます。このデモアプリケーションの導入フローに従って、各ノ
ートブックについて個別に説明します。

望ましい結果は、データの Snapshot コピーに基づいてモデルをトレーニングし、推論のためにモデルを導入
するパイプラインです。完成した MLRun パイプラインのブロック図を次の図に示します。
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データ生成機能を導入します

このセクションでは、ネットワークデバイスデータの生成に Nuclio サーバーレス関数を使用する方法につい
て説明します。この使用例は、パイプラインを展開し、イグアスのサービスを使用してネットワークデバイス
の障害を監視および予測する Iguazio クライアントに適しています。

ネットワークデバイスからのデータをシミュレートしました。Jupyter ノートブック「 d ata-generator.ipynb

」を実行すると、 10 分ごとに実行されるサーバーレス関数が作成され、新しいデータが保存された寄木細工
のファイルが生成されます。この機能を配備するには、このノートブックのすべてのセルを実行します。を参
照してください "Nuclio の Web サイト" このノートブックの構成部品を確認します。

関数の生成時に、次のコメントを持つセルは無視されます。ノートブック内のすべてのセルは、機能の一部で
あると見なされます。Nuclio モジュールをインポートして '%nuclio magic を有効にします

# nuclio: ignore

import nuclio

関数の仕様では、関数が実行される環境、関数がどのようにトリガされるか、および関数が消費するリソース
を定義しました。
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spec = nuclio.ConfigSpec(config={"spec.triggers.inference.kind":"cron",

 

"spec.triggers.inference.attributes.interval" :"10m",

                                "spec.readinessTimeoutSeconds" : 60,

                                "spec.minReplicas" : 1},……

「 init_context 」関数は、関数の初期化時に Nuclio フレームワークによって呼び出されます。

def init_context(context):

    ….

関数内にないコードは、関数が初期化されるときに呼び出されます。この関数を呼び出すと、ハンドラ関数が
実行されます。ハンドラの名前を変更し、関数仕様で指定できます。

def handler(context, event):

            …

この機能は、導入前にノートブックからテストできます。

%%time

# nuclio: ignore

init_context(context)

event = nuclio.Event(body='')

output = handler(context, event)

output

この機能は、ノートブックから導入することも、 CI / CD パイプラインから導入することもできます（このコ
ードを使用）。

addr = nuclio.deploy_file(name='generator',project='netops',spec=spec,

tag='v1.1')

ノートブックをパイプライン化します

これらのノートブックは、このセットアップで個別に実行することを意図したものではありません。これは、
各ノートブックを確認するためのものです。ネットアップは、このような案件をパイプラインの一部として呼
び出しました。個別に実行するには、 MLRun のドキュメントを参照して、これらを Kubernetes ジョブとし
て実行します。

snap_CV.ipynb

このノートブックでは、パイプラインの最初にあるクラウドボリュームの Snapshot コピーを処理します。ボ
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リュームの名前をパイプラインコンテキストに渡します。このノートブックは、スナップショットコピーを処
理するシェルスクリプトを呼び出します。パイプラインでの実行中、実行コンテキストには、実行に必要なす
べてのファイルを見つけるのに役立つ変数が含まれています。このコードを記述する際、開発者は、このコー
ドを実行するコンテナ内のファイルの場所を気にする必要はありません。後で説明したように、このアプリケ
ーションはすべての依存関係とともに配置され、実行コンテキストを提供するパイプラインパラメータの定義
です。

command = os.path.join(context.get_param('APP_DIR'),"snap_cv.sh")

作成された Snapshot コピーの場所は、 MLRun コンテキストに配置され、パイプラインの各ステップで使用
されます。

context.log_result('snapVolumeDetails',snap_path)

次の 3 つのノートブックは並行して実行されます。

データの前処理 ipynb

モデルのトレーニングを有効にするには、生の指標を機能に変換する必要があります。このノートでは、
Snapshot ディレクトリから生の指標を読み取り、モデルトレーニングの機能をネットアップボリュームに書
き込みます。

パイプラインのコンテキストで実行する場合、「 Data ATA_DIR 」という入力には Snapshot コピーの場所が
含まれます。

metrics_table = os.path.join(str(mlruncontext.get_input('DATA_DIR',

os.getenv('DATA_DIR','/netpp'))),

                             mlruncontext.get_param('metrics_table',

os.getenv('metrics_table','netops_metrics_parquet')))

.ipynb を説明する

受信メトリックを視覚化するために、 Kubeflow UI と MLRun UI で使用できるプロットとグラフを提供するパ
イプラインステップを導入します。各実行には、この表示ツールの独自のバージョンがあります。

ax.set_title("features correlation")

plt.savefig(os.path.join(base_path, "plots/corr.png"))

context.log_artifact(PlotArtifact("correlation",  body=plt.gcf()),

local_path="plots/corr.html")

deploy-feature-function.ipynb

ネットアップでは、異常を検出している指標を継続的に監視してこのノートブックは、受信メトリックの予測
を実行するために必要な機能を生成するサーバーレス機能を作成します。このノートブックは関数の作成を呼
び出します。ファンクションコードはノートブック「 ata-prep . ipynb 」にあります。この目的のために、パ

87



イプラインのステップとして同じノートブックを使用していることに注意してください。

train.ipynb

フィーチャーを作成した後、モデルトレーニングを開始します。このステップの出力は、推論に使用するモデ
ルです。また、統計を収集して各実行を追跡します（実験）。

たとえば、次のコマンドは、その測定条件のコンテキストに精度スコアを入力します。この値は Kubeflow お
よび MLRun で確認できます。

context.log_result(‘accuracy’,score)

deploy-inion-function.ipynb を展開します

パイプラインの最後のステップは、継続的な推論のためのサーバーレス機能としてモデルを導入することで
す。このノートブックでは、「 nuclio-increation-function.ipynb 」で定義されたサーバーレス関数の作成を呼
び出します。

パイプラインのレビューと構築

パイプラインですべてのノートブックを実行するという組み合わせにより ' テストを継続的に実行して ' モデ
ルの精度を新しいメトリックと比較して再評価することができますまず 'pipeline.ipynb' ノートブックを開きま
すネットアップと Iguazio が ML パイプラインの導入をどのように簡易化しているかを詳しく説明します。

MLRun を使用して、パイプラインの各ステップにコンテキストを提供し、リソースの割り当てを処理しま
す。MLRun API サービスは、 Iguazio プラットフォームで動作し、 Kubernetes リソースとのやり取りのポイ
ントです。各開発者はリソースを直接要求できません。 API は要求を処理し、アクセス制御を有効にしま
す。

# MLRun API connection definition

mlconf.dbpath = 'http://mlrun-api:8080'

パイプラインは、 NetApp Cloud Volume やオンプレミスのボリュームと連携できます。このデモでは Cloud

Volume を使用するように設計しましたが、オンプレミスで実行できるオプションをコードに示しています。
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# Initialize the NetApp snap fucntion once for all functions in a notebook

if [ NETAPP_CLOUD_VOLUME ]:

    snapfn =

code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snap_cv.ipyn

b").apply(mount_v3io())

    snap_params = {

    "metrics_table" : metrics_table,

    "NETAPP_MOUNT_PATH" : NETAPP_MOUNT_PATH,

    'MANAGER' : MANAGER,

    'svm' : svm,

    'email': email,

    'password': password ,

    'weid': weid,

    'volume': volume,

    "APP_DIR" : APP_DIR

       }

else:

    snapfn =

code_to_function('snap',project='NetApp',kind='job',filename="snapshot.ipy

nb").apply(mount_v3io())

….

snapfn.spec.image = docker_registry + '/netapp/pipeline:latest'

snapfn.spec.volume_mounts =

[snapfn.spec.volume_mounts[0],netapp_volume_mounts]

      snapfn.spec.volumes = [ snapfn.spec.volumes[0],netapp_volumes]

Jupyter ノートブックを Kubeflow ステップにするために必要な最初のアクションは、コードを関数に変換す
ることです。関数には、ノートブックを実行するために必要なすべての仕様が含まれています。ノートブック
を下にスクロールすると、パイプラインのすべてのステップに対応する関数が定義されていることがわかりま
す。

ノートブックの一部 説明

<code_to _function> （ MLRun モジュールの一部） 関数の名前：プロジェクト名。すべてのプロジェクト
アーティファクトの編成に使用されます。これは
MLRun UI に表示されます。種類：この場合は
Kubernetes ジョブ。これには、 Dask 、 MPI 、
spark8s などがあります。詳細については、 MLRun

のマニュアルを参照してください。ファイル。ノート
ブックの名前。これは Git （ HTTP ）の場所にするこ
ともできます。

イメージ（ Image ） この手順で使用する Docker イメージの名前。先ほど
'create-image.ipynb ノートブックを作成しました

volume_mounts と volumes 実行時に NetApp Cloud Volume をマウントするため
の詳細情報。

また、ステップのパラメーターも定義します。
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params={   "FEATURES_TABLE":FEATURES_TABLE,

           "SAVE_TO" : SAVE_TO,

           "metrics_table" : metrics_table,

           'FROM_TSDB': 0,

           'PREDICTIONS_TABLE': PREDICTIONS_TABLE,

           'TRAIN_ON_LAST': '1d',

           'TRAIN_SIZE':0.7,

           'NUMBER_OF_SHARDS' : 4,

           'MODEL_FILENAME' : 'netops.v3.model.pickle',

           'APP_DIR' : APP_DIR,

           'FUNCTION_NAME' : 'netops-inference',

           'PROJECT_NAME' : 'netops',

           'NETAPP_SIM' : NETAPP_SIM,

           'NETAPP_MOUNT_PATH': NETAPP_MOUNT_PATH,

           'NETAPP_PVC_CLAIM' : NETAPP_PVC_CLAIM,

           'IGZ_CONTAINER_PATH' : IGZ_CONTAINER_PATH,

           'IGZ_MOUNT_PATH' : IGZ_MOUNT_PATH

            }

すべてのステップの関数定義が完了したら、パイプラインを構築できます。この定義には 'kfp' モジュールを
使用しますMLRun を使用することと、独自に構築することの違いは、コーディングの簡素化と短縮です。

定義した関数は、 MLRun の「 As _ step 」関数を使用してステップコンポーネントになります。

スナップショットステップの定義

Snapshot 機能を開始し、 v3io をソースとしてマウントします。

snap = snapfn.as_step(NewTask(handler='handler',params=snap_params),

name='NetApp_Cloud_Volume_Snapshot',outputs=['snapVolumeDetails','training

_parquet_file']).apply(mount_v3io())

パラメータ 詳細

新しいタスクです newtask は、実行される関数の定義です。

（ MLRun モジュール） ハンドラ。呼び出す Python 関数の名前。ノートブッ
クでは name ハンドラーを使用しましたが、必須では
ありません。パラメータ実行に渡されたパラメータ。
このコードでは、 context.get_param （「パラメー
タ」）を使用して値を取得します。

ステップとして（ _STEP. ） 名前Kubeflow パイプラインステップの名前。出力：
これらは、完了時にステップが辞書に追加する値で
す。SNAP_CV.ipynb ノートブックを参照してくださ
い。mount_v3io()これにより、パイプラインを実行し
ているユーザーの /User をマウントするステップが構
成されます。
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prep = data_prep.as_step(name='data-prep',

handler='handler',params=params,

                          inputs = {'DATA_DIR':

snap.outputs['snapVolumeDetails']} ,

 

out_path=artifacts_path).apply(mount_v3io()).after(snap)

パラメータ 詳細

入力 前の手順の出力に渡すことができます。この場合、
snap.outputs['napVolumeDetails'] は、スナップステッ
プで作成した Snapshot コピーの名前です。

out_path MLRun モジュール LOG_Artifacts を使用して生成す
るアーティファクトを配置する場所。

上から下に 'pipeline.ipynb' を実行できます次に、 Iguazio ダッシュボードの Pipelines タブに移動して、
Iguazio ダッシュボードの Pipelines タブに示すように、進捗状況を監視できます。

トレーニングステップの精度はすべての実行で記録されているため、トレーニングの正確性の記録に示されて
いるように、各テストの精度の記録があります。
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Snapshot ステップを選択すると、この実験を実行するために使用された Snapshot コピーの名前が表示され
ます。

ここで説明する手順には、使用した指標を確認するための視覚的なアーティファクトがあります。を展開する
と、次の図のように全プロットを表示できます。
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MLRun API データベースは、プロジェクトごとに編成された各ランの入力、出力、およびアーティファクト
も追跡します。各ランの入力、出力、およびアーティファクトの例を次の図に示します。

各ジョブについて、追加の詳細情報が保存されます。
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MLRun の詳細については、このドキュメントで説明している内容を参照してください。ステップと関数の定
義を含むアルアーティファクトは、 API データベースに保存したり、バージョン管理したり、個別に呼び出
すことも、完全なプロジェクトとして呼び出すこともできます。プロジェクトを保存して Git にプッシュし、
後で使用することもできます。詳細については、を参照してください "MLRun GitHub サイト"。

"次： Grafana ダッシュボードを導入します"

Grafana ダッシュボードを導入します

すべてのデータを導入したら、新しいデータに対して推論を実行します。このモデル
は、ネットワークデバイス機器の障害を予測します。予測の結果は、 Iguazio 時系列テ
ーブルに格納されます。Iguazio のセキュリティおよびデータアクセスポリシーと統合さ
れたプラットフォームで、 Grafana を使用して結果を表示できます。

ダッシュボードを導入するには、指定した JSON ファイルをクラスタ内の Grafana インターフェイスにイン
ポートします。

1. Grafana サービスが実行されていることを確認するには、 Services の下を参照してください。
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2. インスタンスが存在しない場合は、 [ サービス ] セクションからインスタンスを展開します。

a. [ 新しいサービス ] をクリックします。

b. リストから Grafana を選択します。

c. デフォルトを受け入れます。

d. 次のステップをクリックします。

e. ユーザ ID を入力します。

f. [ サービスの保存 ] をクリックします

g. 上部の [Apply Changes] をクリックします。

3. ダッシュボードを展開するには、 Jupyter インターフェイスから「 NetopsPredictions - Dashboard.json

」ファイルをダウンロードします。
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4. Services セクションで Grafana を開き、ダッシュボードをインポートします。

5. Upload `*.json ’ File をクリックして、以前にダウンロードしたファイル (`NetopsPredictions -

Dashboard.json ') を選択します。アップロードが完了すると、ダッシュボードが表示されます。
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デプロイクリーンアップ機能

大量のデータを生成する場合は、すべてをクリーンで整理することが重要です。これを行うには
'cleanup.ipynb' ノートブックを使用してクリーンアップ機能を配備します

利点

ネットアップと Iguazio は、 Kubeflow 、 Apache Spark 、 TensorFlow などの必須フレームワークや、
Docker や Kubernetes などのオーケストレーションツールを構築することで、 AI アプリケーションや ML ア
プリケーションの導入を迅速化し、簡易化します。ネットアップと Iguazio は、エンドツーエンドのデータパ
イプラインを統合することで、多くの高度なコンピューティングワークロードに固有のレイテンシと複雑さを
軽減し、開発と運用のギャップを効果的に解消します。データサイエンティストは、大規模なデータセットに
対してクエリを実行し、トレーニングフェーズ中にデータやアルゴリズムのモデルを権限のあるユーザと安全
に共有できます。コンテナ化されたモデルを本番環境で使用できるようになったら、開発環境から運用環境に
簡単に移行できます。

"次は終わりです"

まとめ

独自の AI / ML パイプラインを構築する場合、アーキテクチャ内のコンポーネントの統
合、管理、セキュリティ、およびアクセス性の設定は困難な作業です。開発者に環境へ
のアクセスと管理を許可することには、もう 1 つの課題があります。

ネットアップと Iguazio を組み合わせることで、これらのテクノロジをマネージドサービスとして統合し、テ
クノロジの採用を促進し、新しい AI / ML アプリケーションの市場投入期間を短縮できます。

"次へ：追加情報の検索場所"
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TR-4915：『Data movement with E-Series and BeeGFS for
AI and analytics workflows』

ネットアップ、Cody HarrymanとRyan Rodineです

TR-4915では、任意のデータリポジトリから、NetApp EシリーズSANストレージをサポ
ートするBeeGFSファイルシステムにデータを移動する方法について説明します。人工
知能（AI）や機械学習（ML）のアプリケーションの場合、お客様は、数ペタバイトを超
える大規模なデータセットを、モデル開発のためにBeeGFSクラスタに移動する必要が
あることがあります。このドキュメントでは、NetApp XCPとNetApp Cloud Sync ツー
ルを使用してこの処理を実行する方法について説明します。

"TR-4915：『Data movement with E-Series and BeeGFS for AI and analytics workflows』"
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