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Hadoopについて[1] 
Apache Hadoopソフトウェアは、シンプルなプログラミング・モデルによってコンピュータ
の複数のクラスタにわたる大規模データセットを分散処理することを可能にするフレーム
ワークです。 
 
データを格納するために、Hadoopでは、Hadoop分散ファイル・システム（HDFS）が使用
されます。HDFSは、優れたスループットでのアプリケーション・データへのアクセスを実現
するため、大規模なデータセットを持つアプリケーションに適しています。 
 
HadoopおよびHDFSについて詳しくは、http://hadoop.apache.org/を参照してください。 
Hadoopクラスタの構成要素は、以下のとおりです。 
 
 ネームノード：HDFSの中核部分であり、ファイル・システム・メタデータが格納されます。
スレーブ・データノード・デーモンに下位のI/Oタスクを実行するように命令します。また、
JobTrackerプロセスを実行します。 
セカンダリ・ネームノード：ネームノード・トランザクション・ログの内部チェックを実行し
ます。 
データノード：HDFSでデータを格納するノードです。スレーブとも呼ばれ、TaskTrackerプ
ロセスを実行します。 

http://hadoop.apache.org/


Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

Hadoopについて[2] 
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Hadoopのインストール[1] 

root@global_zone:~#  dladm create-vnic -l net0 vnic0 
root@global_zone:~#  ipadm create-ip vnic0  
root@global_zone:~#  ipadm create-addr -T static -a local=10.188.168.26/22 vnic0/addr 

仮想ネットワークを作成します 

仮想ネットワークを検証します 

root@global_zone:~# ipadm show-addr vnic0  
ADDROBJ      TYPE        STATE        ADDR 
 vnic0/addr      static         ok               192.168.1.100/24 

hadoopholディレクトリを作成します。このディレクトリは、各種データ（スクリプト、入力
ファイルなど）を格納するために使用します。 

root@global_zone:~# mkdir -p /usr/local/hadoophol 

Binディレクトリを作成します。このディレクトリに、Hadoopバイナリ・ファイルを格納します 

root@global_zone:~# mkdir /usr/local/hadoophol/Bin 
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Hadoopのインストール[2] 
今回はApache Hadoop "23-Jul-2013, 2013: Release 1.2.1"リリースを使用します 
http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-
1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz よりダウンロードします。 

http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz
http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz
http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz
http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz
http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz
http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz
http://www.gtlib.gatech.edu/pub/apache/hadoop/common/hadoop-1.2.1/hadoop-1.2.1-bin.tar.gz
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Hadoopのインストール[3] 
Hadoop tarballを/usr/local/hadoophol/Binにコピーします 

root@global_zone:~# cp /export/home/oracle/Downloads/hadoop-1.2.1.tar.gz /usr/local/hadoophol/Bin/ 

幾つかの処理が何度もあり面倒なのでスクリプトを作成します、その為のディレクトリーを作成します 

root@global_zone:~# mkdir /usr/local/hadoophol/Scripts 

任意のエディタを使用して、リスト1に示すようにcreatezoneスクリプトを作成します。このスクリプトは、
Oracle Solaris Zonesをセットアップするために使用します。 

root@global_zone:~# vi /usr/local/hadoophol/Scripts/createzone 
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Hadoopのインストール[4] 

#!/bin/ksh  
# FILENAME: createzone 
 # Create a zone with a VNIC 
 # Usage:  
# createzone <zone name> <VNIC> 
 if [ $# != 2 ]  
Then 
 echo "Usage: createzone <zone name> <VNIC>“ 
 exit 1  
Fi 
 ZONENAME=$1  
VNICNAME=$2  
zonecfg -z $ZONENAME > /dev/null 2>&1 << EOF 
 create  
set autoboot=true  
set limitpriv=default,dtrace_proc,dtrace_user,sys_time  
set zonepath=/zones/$ZONENAME  
add fs  
set dir=/usr/local 

set type=lofs  
set options=[ro,nodevices]  
end  
add net  
set physical=$VNICNAME 
 end  
verify  
exit  
EOF 
 if [ $? == 0 ] ; then 
 echo "Successfully created the $ZONENAME zone“ 
 else  
echo "Error: unable to create the $ZONENAME zone" 
exit 1  
fi 

createzone スクリプト 
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Hadoopのインストール[5] 
任意のエディタを使用して、verifyclusterスクリプトを作成します。このスクリプトは、Hadoopクラスタ
のセットアップを検証するために使用します。 
 #!/bin/ksh  

# FILENAME: verifycluster 
 # Verify the hadoop cluster configuration 
 # Usage: # verifycluster 
 RET=1  
for transaction in _; do 
 for i in name-node sec-name-node data-node1 data-node2 data-node3  
Do 
 cmd="zlogin $i ls /usr/local > /dev/null 2>&1 "  
eval $cmd || break 2  
Done 
 for i in name-node sec-name-node data-node1 data-node2 data-node3 
 do 
 cmd="zlogin $i ping name-node > /dev/null 2>&1"  
eval $cmd || break 2  
Done 
 for i in name-node sec-name-node data-node1 data-node2 data-node3 
 do  
cmd="zlogin $i ping sec-name-node > /dev/null 2>&1"  
eval $cmd || break 2  
done  
for i in name-node sec-name-node data-node1 data-node2 data-node3 
 do cmd="zlogin $i ping data-node1 > /dev/null 2>&1“ 
 eval $cmd || break 2  
Done 
 for i in name-node sec-name-node data-node1 data-node2 data-node3  
Do 
 cmd="zlogin $i ping data-node2 > /dev/null 2>&1“ 
 eval $cmd || break 2  
done  

for i in name-node sec-name-node data-node1 data-node2 data-node3 
 do  
cmd="zlogin $i ping data-node3 > /dev/null 2>&1"  
eval $cmd || break 2  
done  
RET=0  
Done 
 if [ $RET == 0 ] ; then  
echo "The cluster is verified"  
else  
echo "Error: unable to verify the cluster“ 
 fi  
exit $RET 
 

verifycluster スクリプト 
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Hadoopのインストール[6] 
Docディレクトリを作成します。このディレクトリに、Hadoop入力ファイルを格納します。 

root@global_zone:~# mkdir /usr/local/hadoophol/Doc 

Project Gutenbergから、Outline of Science、第1巻（J. Arthur Thomson著、全4巻）という電子書
籍をUTF-8エンコーディングのプレーン・テキスト・ファイルとしてダウンロードします。 
[http://www.gutenberg.org/ebooks/20417 ]ダウンロードしたファイル（pg20417.txt）を
/usr/local/hadoophol/Docディレクトリにコピーします。 

 
Bin—Hadoopバイナリの格納場所 
Doc—Hadoop入力ファイル 
Scripts—今回の為のスクリプト 

/usr/local/hadoophol 配下にあるディレクトリーは以下の通りになります 

root@global_zone:~# cp ~oracle/Downloads/pg20417.txt /usr/local/hadoophol/Doc/ 

http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
http://www.gutenberg.org/ebooks/20417
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Hadoopのインストール[7] 
Apache Hadoop "23-Jul-2013, 2013: Release 1.2.1"リリースを使用します。 Hadoop tarballを
/usr/localにコピーします。  
 

root@global_zone:~# cd /usr/local  
root@global_zone:~# tar -xvfz /usr/local/hadoop-1.2.1.tar.gz 

tarballを解凍します。 

root@global_zone:~# cp /usr/local/hadoophol/Bin/hadoop-1.2.1.tar.gz /usr/local 

hadoopグループを作成します。 

root@global_zone:~# groupadd hadoop 

hadoopユーザーを追加します。 

root@global_zone:~# useradd -m -g hadoop hadoop 

ユーザーのHadoopパスワードを設定します。 

root@global_zone:~# passwd hadoop 
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Hadoopのインストール[8] 
Hadoopバイナリのシンボリック・リンクを作成します。  
 

hadoopユーザーに所有権を与えます。 

root@global_zone:~# ln -s /usr/local/hadoop-1.2.1 /usr/local/hadoop 

権限を変更します。 
root@global_zone:~# chmod -R 755 /usr/local/hadoop* 

root@global_zone:~# chown -R hadoop:hadoop /usr/local/hadoop* 
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Hadoop構成ファイルの編集[1] 
以下のHadoop構成ファイルを編集します。 

ファイル名 説明

hadoop-env.sh Hadoopが使用する環境変数設定を指定します。

core-site.xml すべてのHadoopデーモンおよびクライアントに関連するパラメータを指定します。

mapred-site.xml MapReduceデーモンおよびクライアントが使用するパラメータを指定します。

masters セカンダリ・ネームノードを実行するマシンのリストが含まれます。

slaves デーモンのデータノードとTaskTrackerのペアを実行するマシン名のリストが含まれます。

これらの構成ファイルによるHadoopフレームワークの制御方法について詳しくは、 
http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/api/org/apache/hadoop/conf/Configuration.html 
を参照してください 

http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/api/org/apache/hadoop/conf/Configuration.html
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Hadoop構成ファイルの編集[2] 
次のコマンドを実行してconfディレクトリに変更します。 

root@global_zone:~# cd /usr/local/hadoop/conf 

次のコマンドを実行してhadoop-env.shスクリプトを変更します。 

root@global_zone:~# echo "export JAVA_HOME=/usr/java" >> hadoop-env.sh  
root@global_zone:~# echo "export HADOOP_LOG_DIR=/var/log/hadoop" >> hadoop-env.sh 

クラスタ構成は、複数のゾーンで、Hadoopディレクトリ構造（/usr/local/hadoop）を読取り専用ファイ
ル・システムとして共有します。すべてのHadoopクラスタ・ノードは、そのログを個別のディレクトリに書
き込めるようにする必要があります。各Oracle Solaris Zoneについては、/var/log/hadoopディレクト
リが最適です。 
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Hadoop構成ファイルの編集[3] 
/usr/local/hadoop/conf/mastersを以下のように書き換えます。 

sec-name-node 

/usr/local/hadoop/conf/slavesを以下のように書き換えます。 

data-node1  
data-node2  
data-node3 
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Hadoop構成ファイルの編集[4] 
core-site.xmlファイルを、以下のように編集します。 

<?xml version="1.0"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>  
 
<!-- Put site-specific property overrides in this file. --> 
 <configuration>  
   <property>  
     <name>fs.default.name</name>  
     <value>hdfs://name-node</value> 
    </property>  
</configuration> 

fs.default.nameは、そのクラスタのネームノード・アドレス（プロトコル指定子、ホスト名、ポート）を
示す URIです。各データノード・インスタンスは、このネームノードに登録され、このネームノードを通じ
てデータを提供します。さらに、データノードはネーム ノードにハートビートを送信します。これにより、
各データノードが動作していることと、それがホストするブロック・レプリカが使用可能であることが確認さ 
れます。 
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Hadoop構成ファイルの編集[5] 
hdfs-site.xmlファイルを、以下のように編集します。 

<?xml version="1.0"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="configuration.xsl"?> 
  
<!-- Put site-specific property overrides in this file. -->  
<configuration>  
 
<property>  
       <name>dfs.data.dir</name>  
      <value>/hdfs/data/</value>  
</property>  
<property>  
      <name>dfs.name.dir</name>  
     <value>/hdfs/name/</value>  
</property>  
 

<property>  
      <name>dfs.replication</name>  
      <value>3</value>  
 
</property>  
</configuration> 
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Hadoop構成ファイルの編集[5] 
dfs.data.dirは、ローカル・ファイル・システム上の、データノード・インスタンスのデータが格納される場
所のパスです。 dfs.name.dirは、ネームノード・インスタンスのローカル・ファイル・システム上の、ネー
ムノード・メタデータが格納される場所のパスです。これは、ネームノード・インスタンスによって、その情
報を検出するためにのみ使用されます。 dfs.replicationは、ファイル・システムのデータの各ブロックに関
するデフォルトのレプリケーション数です 。 

mapred-site.xmlファイルを、以下のように編集します。 

<?xml version="1.0"?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?> 
  
<configuration>  
   <property>  
    <name>mapred.job.tracker</name>  
    <value>name-node:8021</value>  
</property>  
 
</configuration> 

mapred.job.trackerは、JobTrackerのRPCアドレスを指定する、ホスト:ポートという文字列です。 
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Network Time Protocolの構成[1] 
Hadoopゾーンのシステム・クロックがNetwork Time Protocol（NTP）を使用して同期する必要があります。 
 
[**] 専用の時刻同期ソースとして使用できるNTPサーバーを選択することを推奨します。これにより、マシンを      
計画保守のために停止しても、他のサービスに悪影響を及ぼすことがなくなります 、今回は大域ゾーンをNTP 
サーバーとして構成します。 

root@global_zone:~# cd /etc/inet  
root@global_zone:~# cp ntp.server ntp.conf  
root@global_zone:~# chmod +w /etc/inet/ntp.conf  
root@global_zone:~# touch /var/ntp/ntp.drift 
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Network Time Protocolの構成[2] 
NTPサーバー構成ファイルを、以下ように編集します。 

server 127.127.1.0 prefer  
broadcast 224.0.1.1 ttl 4  
enable auth monitor  
driftfile /var/ntp/ntp.drift  
statsdir /var/ntp/ntpstats/  
filegen peerstats file peerstats type day enable  
filegen loopstats file loopstats type day enable  
filegen clockstats file clockstats type day enable  
keys /etc/inet/ntp.keys  
trustedkey 0 
 requestkey 0  
controlkey 0 

NTPサーバー・サービスを有効にします。 
root@global_zone:~# svcadm enable ntp 

NTPサーバー・サービスを有効になった事を確認します。 
root@global_zone:~# svcs -a | grep ntp  
online 16:04:15 svc:/network/ntp:default 
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仮想ネットワーク・インタフェースの作成 [1] 
Oracle Solaris 11ネットワーク仮想化テクノロジーの説明 

Oracle Solarisは、データセンター導入に対するニーズの高まりに応じた、安全でスケーラブルな信頼性の
高いインフラストラクチャを提供します。 Project Crossbowとしても知られるOracle Solarisの強力な
ネットワーク・スタック・アーキテクチャによって、以下の機能が提供されます。 

仮想NIC（VNIC）と仮想スイッチによるネットワーク仮想化 
 Oracle Solaris ZonesとOracle Solaris 10 Zonesの緊密な統合 
ネットワーク・リソース管理 

同じシステム上のOracle Solaris Zonesでは、たとえば1Gbの物理ネットワーク接続を使用するシステム
と比較しても、非常に待機時間の短い、非常に優れたネットワークI/Oスルー プット（最大4倍の速さ）に
よるメリットが得られます。Hadoopクラスタの場合は、これにより、データノードがHDFSブロックを極
めて迅速にレプリ ケートできます。 
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仮想ネットワーク・インタフェースの作成 [2] 
各ゾーンに一連の仮想ネットワーク・インタフェース（VNIC）を作成します。 
root@global_zone:~# dladm create-vnic -l net0 name_node1 
root@global_zone:~# dladm create-vnic -l net0 secondary_name1  
root@global_zone:~# dladm create-vnic -l net0 data_node1  
root@global_zone:~# dladm create-vnic -l net0 data_node2  
root@global_zone:~# dladm create-vnic -l net0 data_node3  

VNICの作成を確認します。 

root@global_zone:~# dladm show-vnic  
LINK                        OVER      SPEED  MACADDRESS     MACADDRTYPE      VID  
name_node1           net0        1000   2:8:20:c6:3e:f1    random                 0  
secondary_name1  net0         1000   2:8:20:b9:80:45  random                 0  
data_node1             net0        1000   2:8:20:30:1c:3a   random                 0 
 data_node2            net0        1000   2:8:20:a8:b1:16   random                 0  
data_node3             net0        1000   2:8:20:df:89:81   random                  0 

こでは、5つのVNICがあることを確認できます。アーキテクチャ・レイアウトを示します。 
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ネームノードおよびセカンダリ・ネームノード・ゾーンの作成[1] 

Oracle Solaris Zonesを使用すると、同じOS上のアプリケーションを相互に分離して、隔離された環境
を作成できます。この環境では、ユーザーは、Oracle Solaris Zoneにログインして、そのゾーン内で、
ゾーンの外部に影響を与えずに作業を行うことができます。さらに、Oracle Solaris Zonesは、外部から
の攻撃や内部の悪意のあるプログラムに対しても安全です。各Oracle Solaris Zoneには、CPU、メモリ、
ネットワーク、ストレージなどのリソースを割り当てることができる完全なリソース制御環境が含まれます。 
 
システムを所有する管理者であれば、すべてのOracle Solaris Zonesを厳格に管理することもできますし、
特定のOracle Solaris Zonesに関する権限を別の管理者に割り当てることもできます。この柔軟性により、
同じOS内で、アプリケーションごとに、そのニーズに合った完全なコ ンピューティング環境を用意できま
す。 

Oracle Solaris Zonesの説明 

今回Hadoopノードはすべて、Oracle Solaris Zonesを使用してインストールしました。 
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ネームノードおよびセカンダリ・ネームノード・ゾーンの作成[2] 
ネームノードおよびセカンダリ・ネームノード・ゾーン用のファイル・システムを作成します。 

root@global_zone:~# zfs create -o mountpoint=/zones  rpool/zones 

ZFSファイル・システムの作成を確認します。 

root@global_zone:~# zfs list rpool/zones  
NAME                USED       AVAIL        REFER    MOUNTPOINT  
rpool/zones       31K          51.4G        31K       /zones 
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ネームノードおよびセカンダリ・ネームノード・ゾーンの作成[3] 
name-nodeゾーンを作成します。 

root@global_zone:~# zonecfg -z name-node  
Use 'create' to begin configuring a new zone.  
Zonecfg:name-node> create  
create: Using system default template 'SYSdefault'  
zonecfg:name-node> set autoboot=true  
zonecfg:name-node> set limitpriv=default,dtrace_proc,dtrace_user,sys_time  
zonecfg:name-node> set zonepath=/zones/name-node  
zonecfg:name-node> add fs  
zonecfg:name-node:fs> set dir=/usr/local  
zonecfg:name-node:fs> set special=/usr/local  
zonecfg:name-node:fs> set type=lofs  
zonecfg:name-node:fs> set options=[ro,nodevices]  
zonecfg:name-node:fs> end  
zonecfg:name-node> add net  
zonecfg:name-node:net> set physical=name_node1  
zonecfg:name-node:net> end  
zonecfg:name-node> verify  
zonecfg:name-node> exit 
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ネームノードおよびセカンダリ・ネームノード・ゾーンの作成[4] 
前述のスクリプトを使用して node-name ゾーンを以下のように作成することも可能です。 

root@global_zone:~# /usr/local/hadoophol/Scripts/createzone name-node name_node1 

同様に sec-name-node ゾーンを作成します。 

root@global_zone:~# /usr/local/hadoophol/Scripts/createzone name-node sec-name-node1 
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データノード・ゾーンのセットアップ 

 data-node1 ゾーンを作成します。 

root@global_zone:~# /usr/local/hadoophol/Scripts/createzone name-node data-node1 

 data-node2ゾーンを作成します。 

root@global_zone:~# /usr/local/hadoophol/Scripts/createzone name-node data-node2 

 data-node3 ゾーンを作成します。 

root@global_zone:~# /usr/local/hadoophol/Scripts/createzone name-node data-node3 

機能 ゾーン名 ZFSマウントポイント VIC名 IPアドレス

ネームノード name-node /zones/name-node name-node1 10.188.168.27

セカンダリ・ネームノード sec-name-node /zones/sec-name-node secondary_name1 10.188.168.28

データノード data-node1 /zones/data-node1 data_node1 10.188.168.29

データノード data-node2 /zones/data-node2 data_node2 10.188.168.30

データノード data-node3 /zones/data-node3 data_node3 10.188.168.31
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ネームノードの構成[1] 

name-nodeゾーンをインストールします。後で、このゾーンをクローン化することにより、ゾーン作成時間を
短縮します 

root@global_zone:~# zoneadm -z name-node  install 
The following ZFS file system(s) have been created:  
         rpool/zones/name-node  
Progress being logged to /var/log/zones/zoneadm.20130106T134835Z.name-node.install  
         Image: Preparing at /zones/name-node/root. 
[ ** かなり時間がかかります ** ] 

name-nodeゾーンを起動します。 

root@global_zone:~# zoneadm -z name-node boot 

作成したゾーンのステータスを確認します。 

root@global_zone:~# zoneadm list -cv  
ID   NAME                          STATUS          PATH                             BRAND          IP  
0     global                          running         /                                    solaris            shared  
1 name-node                 running         /zones/name-node   solaris              excl  
-      sec-name-node          configured    /zones/sec-name s     solaris             excl  
-     data-node1                 configured    /zones/data-node1     solaris             excl  
-     data-node2                 configured    /zones/data-node2     solaris             excl  
-     data-node3                 configured    /zones/data-node3     solaris             excl  
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ネームノードの構成[2] 

name-nodeゾーンにログインします。 

root@global_zone:~# zlogin -C name-node 

必要な情報を順次入力します。 

■ インストール初期画面 
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ネームノードの構成[3] 

■ ホスト名の入力（以下、例は data-node3 ） 
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ネームノードの構成[4] 

■ ネットワークの構成 （手動入力を選択） 
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ネームノードの構成[5] 

■ ネットワーク I/F の入力  （data-node3の場合） 
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ネームノードの構成[6] 

■ ネットワーク 各種パラメータ の入力  （data-node3の場合） 
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ネームノードの構成[7] 
■ DNS情報の入力 （この場合はなしを選択） 
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ネームノードの構成[8] 
■ タイムゾーン 情報の入力 （この場合は日本を選択） 
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ネームノードの構成[9] 
■ 言語情報の入力 （この場合は日本語を選択） 
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ネームノードの構成[10] 
■ 言語情報の入力 （この場合はUTF-8を選択） 
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ネームノードの構成[11] 
■ root パスワードの入力 
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ネームノードの構成[12] 
■ インストールの始まり 
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ネームノードの構成[13] 
ゾーンのセットアップが完了すると、ログイン・プロンプトが表示されます。rootユーザーとしてゾーンにログ
インします。 

name-node console login: root  
Password: XXXXXXX 

Hadoopの開発には、Javaプログラミング環境が必要です。次のコマンドを使用して、Java Development 
Kit（JDK）6をインストールできます。 

root@name-node:~# pkg install jdk-6 

Javaのインストールを検証します。 

root@name-node:~# which java  
/usr/bin/java 
 
 root@name-node:~# java -version  
 
java version "1.6.0_35" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_35-b10) Java HotSpot(TM) Client VM 
(build 20.10-b01, mixed mode) 
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ネームノードの構成[14] 
name-nodeゾーン内にHadoopユーザーを作成します。 

root@name-node:~# groupadd hadoop  
root@name-node:~# useradd -m -g hadoop hadoop 
 root@name-node:~# passwd hadoop 

[***] このパスワードは以前のHadoopパスワードを設定したときに入力したものと同じである必要があります。 

Hadoopログ・ファイル用のディレクトリを作成します。 

root@name-node:~# mkdir /var/log/hadoop  
root@name-node:~# chown hadoop:hadoop /var/log/hadoop 

NTPパッケージをインストールします。 

root@name-node:~# pkg install ntp 

NTPクライアント構成ファイルを作成します。 
root@name-node:~# cd /etc/inet  
root@name-node:~# cp ntp.client ntp.conf  
root@name-node:~# chmod +w /etc/inet/ntp.conf  
root@name-node:~# touch /var/ntp/ntp.drift 
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ネームノードの構成[15] 
NTPクライアント構成ファイルを、以下のように編集します。 

server global-zone prefer  
driftfile /var/ntp/ntp.drift  
statsdir /var/ntp/ntpstats/  
filegen peerstats file peerstats type day enable  
filegen loopstats file loopstats type day enable 

[***]大域ゾーンをタイム・サーバーとして使用しています。 

::1 localhost 
127.0.0.1 localhost loghost  
10.188.168.27 name-node  
10.188.168.28 sec-name-node  
10.188.168.29 data-node1  
10.188.168.30 data-node2  
10.188.168.31 data-node3  
10.188.168.25  global-zone 

以下のようにHadoopクラスタ・メンバーのホスト名とIPアドレスを/etc/hostsに追加します。 
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ネームノードの構成[16] 
NTPクライアント・サービスを有効にします。 

root@name-node:~# svcadm enable ntp 

NTPクライアントがクロックをNTPサーバーと同期させることができるかどうかを確認します。 

NTPクライアントのステータスを確認します。 

root@name-node:~# svcs ntp  
STATE         STIME         FMRI 
 online       11:15:59    svc:/network/ntp:default 

root@name-node:~# ntpq -p 
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SSHのセットアップ[1] 
セカンダリ・データノードおよびデータノードへのパスワードなしのログインを有効にするために、
name_nodeゾーンでのHadoopユーザー用のSSH鍵ベース認証をセットアップします。 

root@name-node:~# su - hadoop  
hadoop@name-node $ ssh-keygen -t dsa -P "" -f ~/.ssh/id_dsa  
hadoop@name-node $ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys 

$HOME/.profileを編集して、ファイルの最後に、以下に示す行を追加します。 

hadoop@name-node $ source $HOME/.profile 

# Set JAVA_HOME  
export JAVA_HOME=/usr/java  
# Add Hadoop bin/ directory to PATH 
 export PATH=$PATH:/usr/local/hadoop/bin 

次のコマンドを実行します。 
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SSHのセットアップ[2] 
次のコマンドを実行して、Hadoopが動作していることを確認します。 

hadoop@name-node:~$ hadoop version  
 
Hadoop 1.2.1 Subversion  
https://svn.apache.org/repos/asf/hadoop/common/branches/branch-1.2 -r 1503152 
 Compiled by mattf on Mon Jul 22 15:23:09 PDT 2013  
From source with checksum 6923c86528809c4e7e6f493b6b413a9a 

~.を入力すると、name-nodeコンソールが終了して、大域ゾーンに戻ります。 
 
zonenameコマンドを使用すると、大域ゾーンに戻っていることを確認できます。 

root@global_zone:~# zonename  
global 

大域ゾーンから、次のコマンドを実行して、sec-name-nodeゾーンをname-nodeのクローンとして作成します。 

root@global_zone:~# zoneadm -z name-node shutdown  
root@global_zone:~# zoneadm -z sec-name-node clone name-node 
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SSHのセットアップ[3] 
sec-name-nodeゾーンを起動します。 

root@global_zone:~# zoneadm -z sec-name-node boot  
root@global_zone:~# zlogin -C sec-name-node 

name-nodeと同様に各種パラメータを入力してインストールします。 
全てのゾーンでタイムゾーン構成とrootパスワードが同じである必要があります。 

大域ゾーンから、次のコマンドを実行して、data-node1 ゾーンをname-nodeのクローンとして作成します。 

root@global_zone:~# zoneadm -z data-node1 clone name-node 
root@global_zone:~# zoneadm -z data-node1 boot  
root@global_zone:~# zlogin -C data-node1 

name-nodeと同様に各種パラメータを入力してインストールします。 
全てのゾーンでタイムゾーン構成とrootパスワードが同じである必要があります。 
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SSHのセットアップ[4] 

大域ゾーンから、次のコマンドを実行して、data-node2 ゾーンをname-nodeのクローンとして作成します。 

root@global_zone:~# zoneadm -z data-ndoe2 clone name-node 
root@global_zone:~# zoneadm -z data-node2 boot  
root@global_zone:~# zlogin -C data-node2 

name-nodeと同様に各種パラメータを入力してインストールします。 
全てのゾーンでタイムゾーン構成とrootパスワードが同じである必要があります。 

大域ゾーンから、次のコマンドを実行して、data-node3 ゾーンをname-nodeのクローンとして作成します。 

root@global_zone:~# zoneadm -z data-ndoe3 clone name-node 
root@global_zone:~# zoneadm -z data-node3 boot  
root@global_zone:~# zlogin -C data-node3  

name-nodeと同様に各種パラメータを入力してインストールします。 
全てのゾーンでタイムゾーン構成とrootパスワードが同じである必要があります。 
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SSHのセットアップ[5] 

すべてのゾーンが稼働中であることを確認します。 

root@global_zone:~# zoneadm list -cv  
ID       NAME                      STATUS       PATH                               BRAND       IP  
0        global                       running          /                                       solaris          shared  
10      sec-name-node        running          /zones/sec-name-node  solaris           excl  
12      data-node1               running          /zones/data-node1         solaris           excl  
14      data-node2               running          /zones/data-node2         solaris           excl  
16      data-node3               running          /zones/data-node3         solaris           excl  
17      name-node               running          /zones/name-node         solaris           excl 

Hadoopユーザーの、パスワードを使用しないSSHアクセスを検証するために、以下の手順を実行します。 
name_nodeから、SSHを使用してname-node（つまり、それ自体）にログインします。 

root@global_zone:~# zlogin name-node  
root@name-node:~# su - hadoop  
hadoop@name-node $ ssh name-node  
 
The authenticity of host 'name-node (192.168.1.1)' can't be established. RSA key fingerprint is 
04:93:a9:e0:b7:8c:d7:8b:51:b8:42:d7:9f:e1:80:ca. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes 
Warning: Permanently added 'name-node,192.168.1.1' (RSA) to the list of known hosts. 
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SSHのセットアップ[6] 

ここで、sec-name-nodeおよびデータノード（data-node1、data-node2、data-node3）へのログイン 
を試みます。もう一度SSHを使用してホストへのログインを試みます。今度は、既知の鍵のリストへのホスト 
の追加を求めるメッセージが表示されないはずです。 
 
sec-name-nodeおよびデータノード内の/etc/hostsファイルを編集し、name-nodeエントリを追加します。 

root@global_zone:~# zlogin sec-name-node 'echo “10.188.168.27  name-node" >> /etc/hosts'  
root@global_zone:~# zlogin data-node1 'echo "10.188.168.27 name-node" >> /etc/hosts'  
root@global_zone:~# zlogin data-node2 'echo " 10.188.168.27 name-node" >> /etc/hosts'  
root@global_zone:~# zlogin data-node3 'echo "1 10.188.168.27  name-node" >> /etc/hosts' 

名前解決を検証します。これには、大域ゾーンとすべてのHadoopゾーンの/etc/hostsに以下のようなホス
ト・エントリがあることを確認します。 

::1             localhost 
127.0.0.1       localhost loghost 
10.188.168.27   name-node 
10.188.168.28 sec-name-node 
10.188.168.29 data-node1 
10.188.168.30 data-node2 
10.188.168.31 data-node3 
10.188.168.25 global-zone 
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SSHのセットアップ[7] 

verifyclusterスクリプトを使用してクラスタを検証します。  

root@global_zone:~# /usr/local/hadoophol/Scripts/verifycluster  

クラスタが正常にセットアップされていれば、cluster is verifiedというメッセージが表示されます。 
Error: unable to verify the clusterというメッセージが出たら全てのゾーンのホストを確認して 
間違ってないかどうか試してみてください、その上で verifycluster コマンドを実行してください 
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ネームノードからのHDFSのフォーマッ[1] 

Hadoop分散ファイル・システム（HDFS） 

HDFSは、スケーラブルな分散ファイル・システムです。HDFSでは、メタデータがネームノードに格納されます。 
アプリケーション・データはデー タノードに格納され、各データノードが、HDFS固有のブロック・プロトコル 
を使用してネットワーク経由でデータのブロックを提供します。このファイル・ システムは、TCP/IPレイヤー 
を使用して通信します。クライアントは、リモート・プロシージャ・コール（RPC）を使用して相互に通信します。 
 
データノードは、データを永続化させるためにRAIDなどのデータ保護メカニズムを使用しません。 
代わりに、ファイルの内容を複数のデータノードにレプリケートすることで、信頼性を向上させます。 
 
hdfs-site.xmlファイルで設定されるレプリケーション値がデフォルトの3の場合、データが3つのノードに 
格 納されます。データノードは、相互に通信して、データを再調整し、コピーを移動し、データの 
レプリケーションを高レベルに維持します。次の図は、レプリケー ション値に基づいて各データ・ブロック 
が3つのデータノードにレプリケートされることを示しています。 
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ネームノードからのHDFSのフォーマット[2] 
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HDFSをフォーマットするには、以下のコマンドを実行し、プロンプトに対してYと応答します。 

root@global_zone:~# zlogin name-node  
root@name-node:~# mkdir -p /hdfs/name  
root@name-node:~# chown -R hadoop:hadoop /hdfs  
root@name-node:~# su - hadoop  
hadoop@name-node:$ /usr/local/hadoop/bin/hadoop namenode -format  
13/10/13 09:10:52 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG: 
/************************************************************  
STARTUP_MSG: Starting NameNode  
STARTUP_MSG: host = name-node/10.188.168.27 
STARTUP_MSG: args = [-format]  
STARTUP_MSG: version = 1.2.1  
STARTUP_MSG: build = https://svn.apache.org/repos/asf/hadoop/common/branches/branch-1.2 -r 1503152; 
compiled by 'mattf' on Mon Jul 22 15:23:09 PDT 2013  
STARTUP_MSG: java = 1.6.0_35  
************************************************************/ 
 
 hadoop@name-node:$ Re-format filesystem in /hdfs/name ? (Y or N) Y 

ネームノードからのHDFSのフォーマット[3] 
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すべてのデータノードで、HDFSブロックを格納するためのHadoopデータ・ディレクトリを作成します。 

root@global_zone:~# zlogin data-node1  
root@data-node1:~# mkdir -p /hdfs/data  
root@data-node1:~# chown -R hadoop:hadoop /hdfs  
root@global_zone:~# zlogin data-node2  
root@data-node2:~# mkdir -p /hdfs/data  
root@data-node2:~# chown -R hadoop:hadoop /hdfs  
root@global_zone:~# zlogin data-node3  
root@data-node3:~# mkdir -p /hdfs/data  
root@data-node3:~# chown -R hadoop:hadoop /hdfs 

ネームノードからのHDFSのフォーマット[4] 
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Hadoopクラスタの起動[1] 

ファイル名 説明

start-dfs.sh
HDFSデーモン、ネームノード、およびデータノードを起動しま

す。これは、start-mapred.shの前に使用します。

stop-dfs.sh Hadoop DFSデーモンを停止します。

start-mapred.sh Hadoop MapReduceデーモンを起動します。

stop-mapred.sh Hadoop MapReduceデーモンを停止します。

起動スクリプトについて説明します。 
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Hadoopクラスタの起動[2] 
name-nodeゾーンから、次のコマンドを使用して、Hadoop DFSデーモン、ネームノード、 
およびデータノードを起動します。 
root@global_zone:~# zlogin name-node  
root@name-node:~# su - hadoop  
hadoop@name-node:$ start-dfs.sh  
starting namenode, logging to /var/log/hadoop/hadoop--namenode-name-node.out  
data-node2: starting datanode, logging to /var/log/hadoop/hadoop-hadoop-datanode-data-node2.out  
data-node1: starting datanode, logging to /var/log/hadoop/hadoop-hadoop-datanode-data-node1.out  
data-node3: starting datanode, logging to /var/log/hadoop/hadoop-hadoop-datanode-data-node3.out  
sec-name-node: starting secondarynamenode, logging to  
/var/log/hadoop/hadoop-hadoop-secondarynamenode-sec-name-node.out 

次のコマンドを使用して、Hadoop Map/Reduceデーモンを起動します。 
hadoop@name-node:$ start-mapred.sh  
starting jobtracker, logging to /var/log/hadoop/hadoop--jobtracker-name-node.out  
data-node1: starting tasktracker, logging to /var/log/hadoop/hadoop-hadoop-tasktracker-data-node1.out  
data-node3: starting tasktracker, logging to /var/log/hadoop/hadoop-hadoop-tasktracker-data-node3.out  
data-node2: starting tasktracker, logging to /var/log/hadoop/hadoop-hadoop-tasktracker-data-node2.out 
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Hadoopクラスタの起動[3] 
包括的なステータス・レポートを表示するために、次のコマンドを実行してクラスタのステータスを調べます。
このコマンドにより、クラスタの状態に関する基本統計情報（ネームノードの詳細情報、各データノードのス
テータス、総ディスク容量など）が出力されます。 

hadoop@name-node:$ hadoop dfsadmin -report  
Configured Capacity: 171455269888 (159.68 GB) 
 Present Capacity: 169711053357 (158.06 GB)  
DFS Remaining: 169711028736 (158.06 GB)  
DFS Used: 24621 (24.04 KB)  
DFS Used%: 0% 
 Under replicated blocks: 0 
 Blocks with corrupt replicas: 0  
Missing blocks: 0  
-------------------------------------------------  
Datanodes available: 3 (3 total, 0 dead) 
........................................................... 
........................................................... 
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Hadoopクラスタの起動[4] 
同じ情報を、ネームノードのWebステータス・ページ（http://10.188.168.27:50070/dfshealth.jsp）
でも確認できます 
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MapReduceジョブの実行 [1] 
MapReduceは、コンピュータのクラスタを使用して膨大なデータセットの全体にわたるパラレル化問題に対
処するためのフレームワークです。MapReduceの基本的な考え方は、2つの関数を使用してソースからデー
タを取得するというものです。Map()関数を使用してから、Reduce()関数を使用してコンピュータのクラス
タ全体にわたるデータを処理します。具体的には、Map()がデータセットのすべてのメンバーに関数を適用し、
結果セットを通知します。Reduce()は、この結果セットを照合して解決します。 
Map()とReduce()は、複数のシステムで並行して実行できます。 

今回は、例として、テキスト・ファイルを読み取って単語の出現回数をカウントするサンプルアプリケーショ
ンwordCountを使用します。入力と出力はテキスト・ファイルで構成され、テキスト・ファイルの各行には、
単語とその単語の出現回数がタブで区切って示されます。 
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MapReduceジョブの実行 [2] 
入力データ・ディレクトリを作成します。このディレクトリに、入力ファイルを格納します。 

hadoop@name-node:$ hadoop fs -mkdir /input-data 

ディレクトリの作成を検証します。 

hadoop@name-node:/export/output$ hadoop dfs -ls / 
Found 1 items 
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2015-07-07 19:46 /input-data 

次のコマンドを使用して、以前にダウンロードしたpg20417.txtファイルをHDFSにコピーします。 

hadoop@name-node:$ hadoop dfs -copyFromLocal /usr/local/hadoophol/Doc/pg20417.txt /input-data 

ファイルがHDFS上にあることを確認します。  

hadoop@name-node:/export/output$ hadoop dfs -ls /input-data 
Found 1 items 
-rw-r--r--   3 hadoop supergroup     648496 2015-07-07 19:46 /input-data/pg20417.txt 
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MapReduceジョブの実行 [3] 
次のコマンドを使用して、MapReduceジョブを起動します。 

hadoop@name-node:$ hadoop jar /usr/local/hadoop/hadoop-examples-1.2.1.jar  ¥ 
   wordcount /input-data/pg20417.txt /output-data/output1 

15/07/23 22:18:01 INFO input.FileInputFormat: Total input paths to process : 1 
15/07/23 22:18:01 WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable 
15/07/23 22:18:01 WARN snappy.LoadSnappy: Snappy native library not loaded 
15/07/23 22:18:05 INFO mapred.JobClient: Running job: job_201507071940_0005 
15/07/23 22:18:06 INFO mapred.JobClient:  map 0% reduce 0% 
15/07/23 22:18:12 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 0% 
15/07/23 22:18:19 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 33% 
15/07/23 22:18:22 INFO mapred.JobClient:  map 100% reduce 100% 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient: Job complete: job_201507071940_0005 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient: Counters: 26 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:   Job Counters 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Launched reduce tasks=1 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     SLOTS_MILLIS_MAPS=5738 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Total time spent by all reduces waiting after reserving slots (ms)=0 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Total time spent by all maps waiting after reserving slots (ms)=0 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Launched map tasks=1 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Data-local map tasks=1 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     SLOTS_MILLIS_REDUCES=9916 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:   File Output Format Counters 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Bytes Written=194409 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:   FileSystemCounters 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     FILE_BYTES_READ=264608 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     HDFS_BYTES_READ=648600 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     FILE_BYTES_WRITTEN=640655 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     HDFS_BYTES_WRITTEN=194409 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:   File Input Format Counters 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Bytes Read=648496 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:   Map-Reduce Framework 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Map output materialized bytes=264608 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Map input records=12469 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Reduce shuffle bytes=264608 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Spilled Records=35750 
15/07/23 22:18:23 INFO mapred.JobClient:     Map output bytes=1066581 

出力結果。 

入力ディレクトリ（上記のコマンドラインのinput-data）にあるすべてのファイルが読み取られ、入力の単語の出現回数が出力ディレクトリ
（output-data/output1と呼ばれる）に書き込まれます。 



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

MapReduceジョブの実行 [4] 
結果を確認します 

hadoop@name-node:$ head /export/output/output1 
  
"A 2  
“Alpha 1  
"Alpha," 1  
"An 2  
"And 1  
"BOILING" 2 
 
 "Batesian" 1 
 "Beta 2 
 
--------------------------- 
--------------------------- 
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MapReduceジョブの実行 [5] 
wordcount 以外にも hadoop-example.jar には色々なアプリケーションが含まれています。 

名前 内容

    aggregatewordcount  An Aggregate-based map/reduce program that counts the words in the input files.

    aggregatewordhist  An Aggregate-based map/reduce program that computes the histogram of the words in the input files.

    bbp  A map/reduce program that uses Bailey-Borwein-Plouffe to compute the exact digits of pi.

    dbcount  An example job that counts the pageview counts from a database.

    distbbp  A map/reduce program that uses a BBP-type formula to compute the exact bits of pi.

    grep  A map/reduce program that counts the matches to a regex in the input.

    join  A job that effects a join over sorted

    multifilewc  A job that counts words from several files.

    pentomino  A map/reduce tile laying program to find solutions to pentomino problems.

    pi  A map/reduce program that estimates pi using a quasi-Monte Carlo method.

    randomtextwriter  A map/reduce program that writes 10 GB of random textual data per node.

    randomwriter  A map/reduce program that writes 10 GB of random data per node.

    secondarysort  An example defining a secondary sort to the reduce.

    sort  A map/reduce program that sorts the data written by the random writer.

    sudoku  A Sudoku solver.

    teragen  Generate data for the terasort.

    terasort  Run the terasort.

    teravalidate  Check the results of the terasort.

    wordcount  A map/reduce program that counts the words in the input files.

    wordmean  A map/reduce program that counts the average length of the words in the input files.

    wordmedian  A map/reduce program that counts the median length of the words in the input files.

    wordstandarddeviation  A map/reduce program that counts the standard deviation of the length of the words in the input files.http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2190194&seqNum=3 
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ZFS暗号化の使用 [1] 

Oracle Solaris 11によって、透過的な暗号化機能がZFSに追加されます。すべてのデータおよびファイル・
システム・メタデータ（所有権、アクセス制御リスト、割当て制限情報など）が、ZFSプールに永続的に格納
されるときに暗号化されます。 
 
ZFSプールは、暗号化されたZFSデータセットと暗号化されていないZFSデータセット（ファイル・システム
およびZVOL）の混在をサポートで きます。このデータ暗号化は、アプリケーションや他のOracle Solaris
ファイル・サービス（NFS、CIFSなど）に対しては完全に透過的です。暗号化はZFSの最上位機能であるた
め、圧縮、暗号化、および重 複排除を同時にサポートできます。暗号化されたデータセットの暗号鍵の管理は、
ユーザーとOracle Solaris Zonesのいずれかまたは両方に委任できます。Oracle SolarisとZFS暗号化によ
り、保管データを保護するための非常に柔軟なシステムが実現されます。また、これには、アプリケーション
の変更や動作確 認も不要です。 
 
ZFS暗号化について詳しくは、"How to Manage ZFS Data Encryption"を参照してください。 
出力データには機密情報が含まれる場合があるため、ZFS暗号化を使用して出力データを保護します。 

http://www.oracle.com/technetwork/articles/servers-storage-admin/manage-zfs-encryption-1715034.html


Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

ZFS暗号化の使用 [2] 
暗号化されたZFSデータセットを作成します。 
注：8文字以上のパスフレーズを指定する必要があります。 

root@name-node:~# zfs create -o encryption=on rpool/export/output  
Enter passphrase for 'rpool/export/output': 
 Enter again: 

所有権を変更します。  

root@name-node:~# zfs get all rpool/export/output | grep encry  
rpool/export/output                 encryption       on       local 

ZFSデータセットが暗号化されていることを確認します。 

root@name-node:~# chown hadoop:hadoop /export/output 

出力ファイルをHDFSからZFSにコピーします。 
root@name-node:~# su - hadoop  
Oracle   Corporation    SunOS 5.11     11.2     September 2012  
hadoop@name-node:$ hadoop dfs -getmerge /output-data/output1 /export/output 

出力テキスト・ファイルを分析します。各行には、単語とその単語の出現回数がタブで区切って示されます。 
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ZFS暗号化の使用 [3] 
hadoop@name-node:$ head /export/output/output1 
  
"A 2  
“Alpha 1  
"Alpha," 1  
"An 2  
"And 1  
"BOILING" 2 
 
 "Batesian" 1 
 "Beta 2 
 
ZFSデータセットをアンマウントすることによって出力テキスト・ファイルを保護し、次のコマンドを使用し
て、暗号化されたデータセットのラッピング鍵をアンロードします。 

root@name-node:~# zfs key -u rpool/export/output 

コマンドが正常に実行されると、データセットにアクセスできなくなり、データセットがアンマウントされます。 
 
このZFSファイル・システムをマウントする場合は、パスフレーズを入力する必要があります。 



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

ZFS暗号化の使用 [4] 
root@name-node:~# zfs mount rpool/export/output  
Enter passphrase for 'rpool/export/output': 

パスフレーズを使用することにより、パスフレーズを知っているユーザーだけが出力ファイルを参照できると
いう状態を確保できます。 


