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[本ドキュメントについて] 
� 本ドキュメントでは、NameNode サーバーのみでの作業を(NN)、DataNode サーバーのみでの

作業を(DN)、NameNode サーバーと DataNode サーバー両方での作業を(NN,DN)と記すことに

します。 

� 例 1） 

「ファイルをコピーします。（NN）」と記載してあるものは、NameNode だけでファイルを

コピーするという意味になります。 

� 例 2） 

「rpm コマンドでパッケージをインストールします（NN,DN）」と記載してあるものは、

NameNodeとDataNodeの両方でrpmコマンドを使ってインストールを行うという意味になり

ます。 

 

 

� コマンドラインでの入力が長く紙面の都合で折り返して記載する場合は、下記のように「\\\\」

記号を挿入して複数行にわたって記載しています。複数行にわたって記載されていても実

際には１行で入力するものは、その記述の最後に「（実際には１行で入力）」を挿入して

います。 

� 例 3） 

# alternatives --install /etc/hadoop-0.20/conf hadoop-0.20-conf \\\\ 

/etc/hadoop-0.20/conf.hp001 20 （実際には１行で入力） 

 

� 本ドキュメントの内容については充分チェックをしておりますが、その正確性を保証す

る物ではありません。また、将来、予告なしに変更することがあります。 

� 本ドキュメントの使用で生じるいかなる結果も利用者の責任となります。日本ヒューレ

ット・パッカード株式会社は、本ドキュメントの内容に一切の責任を負いません。 

� 本ドキュメントの技術情報は、ハードウェア構成、OS、アプリケーションなど使用環境

により大幅に数値が変化する場合がありますので、十分なテストを個別に実施されるこ

とを強くお薦め致します。 

� 本ドキュメント内で表示・記載されている会社名・サービス名・商品名等は各社の商標

又は登録商標です。 

� 本ドキュメントで提供する資料は、日本の著作権法、条約及び他国の著作権法にいう著

作権により保護されています。 
 

 

 

  



 

本ドキュメントはCloudera dis

ーバーで構築するためのガイド

リースの本番商用利用については

 

システム構成 
以下にCDHをインストールする

 

ハードウェア : HP ProLiant SL6500 (Server: HP ProLiant SE2170s x8)

OS  : Red Hat Enterprise Li

JDK  : 1.6u24 x64

CDH  : CDH3b4 （

 

以下にハードウェア外観を示します

NameNodeの障害時のデータロストが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. Cloudera Distribution for Hadoop on HP ProLiant SL6500

 

 

 

 

– Proof Of Concept
– Hadoopの Name Node

構成 
– Name Node

用 
– Name Node
– システムの可用性

リカで担保できるが

よいレベルの

– 容量を確保するため

スクを搭載 
– 障害による交換頻度

場合は、SAS
– Top of Rack

のポート数を

– HP A5800では
可能 

Cloudera distribution for Hadoop 3 beta 4 (通称CDH3b4)

するためのガイドです。CDH3b4は現時点でベータリリースの最新版

については検討が必要となりますのでご注意ください。

をインストールする環境を示します。 

: HP ProLiant SL6500 (Server: HP ProLiant SE2170s x8)

Red Hat Enterprise Linux 5.6 x86-64（NameNodeおよび

: 1.6u24 x64（Oracle社が提供するパッケージを利用） 

（Red Hat系OSに対応したRPMパッケージを利用）

します。今回の構成ではNameNodeの可用性は考慮

のデータロストが発生するSPOFが存在する点にご注意ください

. Cloudera Distribution for Hadoop on HP ProLiant SL6500 のシステム
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Proof Of Concept構成 
Name Nodeは 1台

Name Nodeは、Job Trackerを兼

Name Nodeの可用性はなし 
可用性は HDFSのレプ
できるが、ロストしても

よいレベルの動作確認用途 
するため、SATAのディ
 
交換頻度を下げたい

SAS を検討 
Top of Rack スイッチはギガビット

を多数もつものを用意 
では 48ポートが利用

CDH3b4)をHP ProLiantサ

最新版です。ベータリ

。 

: HP ProLiant SL6500 (Server: HP ProLiant SE2170s x8) 

およびDataNode） 

） 

考慮していないため、

ください。 

のシステム構成例 
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RHEL5.x のインストールと各種 OS の設定（NN,DN） 
OSのディスクパーティションは以下を想定します。OSはRed Hat Enterprise Linux 5.6のx86-64

版を使います。 

NameNodeのディスクパーティション例：  

RAIDレベル1 

/boot 100MB 

swap 1024MB 

/ のこりすべて 

 

DataNodeのディスクパーティション例：  

RAIDレベル1 

/boot 100MB 

swap 1024MB 

/ のこりすべて 

 

iptables と SELinux の設定の無効化 
パケットフィルタリングをOFFに、SELinuxをDisableにして、OSを再起動します。 

# chkconfig iptables off 

# service iptables stop 

# vi /etc/sysconfig/selinux 

... 

SELINUX=disabled  

... 

SELINUXTYPE=targeted 

 

# reboot 

 

iptables と SELinux の設定無効化の確認 
iptablesとSELinuxが無効になっているかを確認します。 

# getenforce 

Disabled 

 

# iptables -L 

Chain INPUT (policy ACCEPT) 

target     prot opt source               destination          

 

Chain FORWARD (policy ACCEPT) 

target     prot opt source               destination          

 

Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 

target     prot opt source               destination 

 

今回はiptablesを無効にしましたが、商用利用ではセキュリティの観点から、CDH3b4が利用する

ポートを考慮し、iptablesを適切に設定することもありえますのでシステム要件によって適切な

セキュリティ設定を行ってください。 
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/etc/hosts ファイルの編集 
NameNodeとDataNodeの/etc/hostsファイルを編集します。（NN,DN） 

# vi /etc/hosts 

127.0.0.1               localhost.localdomain localhost 

172.16.1.1              hd01.jpn.linux.hp.com hd01 hd01 

172.16.1.2              hd02.jpn.linux.hp.com hd02 hd02 

172.16.1.3              hd03.jpn.linux.hp.com hd03 hd03 

172.16.1.4              hd04.jpn.linux.hp.com hd04 hd04 

172.16.1.5              hd05.jpn.linux.hp.com hd05 hd05 

172.16.1.6              hd06.jpn.linux.hp.com hd06 hd06 

172.16.1.7              hd07.jpn.linux.hp.com hd07 hd07 

172.16.1.8              hd08.jpn.linux.hp.com hd08 hd08 

 

JDK のインストール(NN,DN) 
NameNodeとDataNodeにJDKをインストールします。JDKのキットは以下のURLから入手可能です。 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

JDKのキットは、最新版のjdk-6u24-linux-x64-rpm.binをダウンロードします。ダウンロードし

たキットをshコマンドで実行し、インストールを行います。 

# sh ./jdk-6u24-linux-x64-rpm.bin 

Unpacking... 

Checksumming... 

Extracting... 

UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu). 

  inflating: jdk-6u24-linux-amd64.rpm   

  inflating: sun-javadb-common-10.6.2-1.1.i386.rpm   

  inflating: sun-javadb-core-10.6.2-1.1.i386.rpm   

  inflating: sun-javadb-client-10.6.2-1.1.i386.rpm   

  inflating: sun-javadb-demo-10.6.2-1.1.i386.rpm   

  inflating: sun-javadb-docs-10.6.2-1.1.i386.rpm   

  inflating: sun-javadb-javadoc-10.6.2-1.1.i386.rpm   

準備中... ########################################### [100%] 

   1:jdk                    ########################################### [100%] 

Unpacking JAR files... 

        rt.jar... 

        jsse.jar... 

        charsets.jar... 

        tools.jar... 

        localedata.jar... 

        plugin.jar... 

        javaws.jar... 

        deploy.jar... 

Installing JavaDB 

準備中... ########################################### [100%]   

  1:sun-javadb-common      ########################################### [ 17%] 

   2:sun-javadb-core        ########################################### [ 33%] 

   3:sun-javadb-client      ########################################### [ 50%] 

   4:sun-javadb-demo        ########################################### [ 67%] 

   5:sun-javadb-docs        ########################################### [ 83%] 

   6:sun-javadb-javadoc     ########################################### [100%] 
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Java(TM) SE Development Kit 6 successfully installed. 

 

Product Registration is FREE and includes many benefits: 

* Notification of new versions, patches, and updates 

* Special offers on Oracle products, services and training 

* Access to early releases and documentation 

 

Product and system data will be collected. If your configuration 

supports a browser, the JDK Product Registration form will 

be presented. If you do not register, none of this information 

will be saved. You may also register your JDK later by 

opening the register.html file (located in the JDK installation 

directory) in a browser. 

 

For more information on what data Registration collects and  

how it is managed and used, see: 

http://java.sun.com/javase/registration/JDKRegistrationPrivacy.html 

 

Press Enter to continue..... 

 

 

Done. 

 

上記のように「Press Enter to continue.....」が表示されたら、Enterキーを押してインスト

ーラを終了させます。 

 

JDK のバージョン確認（NN,DN） 
NameNodeとDataNodeにおいて、JDKのバージョンを確認します。JDKのバージョンの確認はjava

コマンドで行います。 

# java -version 

java version "1.6.0_24" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 19.1-b02, mixed mode) 

 

  



 

Cloudera Distribution for Hadoop (CDH) 
CDHを、以下URLに示すCloudera

http://archive.cloudera.com/redhat/cdh/3/RPMS/noarch/

 

CDHの特徴： 

– オープンソース100% Apache

– 多くのバグフィックスをバックポート

– RPMパッケージ等により

– Hadoop本体以外の周辺

– コンポーネント間のバージョン

 

CDHの主なパッケージは以下のようになっています

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. Cloudera Distribution for Hadoop

 

rpmコマンドでCDHをNameNodeに

すので、NameNodeにインストールするものは

secondarynamenodeになります

# rpm -vhi hadoop-0.20-0.20.2+887

# rpm -vhi hadoop-0.20-namenode

# rpm -vhi hadoop-0.20-jobtracker

# rpm -vhi hadoop-0.20-secondarynamenode

 

CDHをDataNodeにインストールします

DataNode用のパッケージ、tasktracker

# rpm -vhi hadoop-0.20-0.20.2+887

# rpm -vhi hadoop-0.20-datanode

# rpm -vhi hadoop-0.20-tasktracker

 

Hadoop の 設 定 フ ァ イ ル の

/etc/hadoop-0.20/conf.hp001

ます。(NN,DN) 

# cp -r /etc/hadoop-0.20/conf.empty /etc/hadoop

# ls -l /etc/hadoop-0.20/conf

conf/ conf.empty/ conf.hp001/

# ls -l /etc/hadoop-0.20/conf.hp001

合計 76 

Cloudera Distribution for Hadoop (CDH) のインストール 
Clouderaのダウンロードサイトから入手します。 

http://archive.cloudera.com/redhat/cdh/3/RPMS/noarch/ 

100% Apacheライセンス  

くのバグフィックスをバックポート  

により導入が比較的容易  

周辺のHiveやHbaseなどもRPMパッケージ化  

のバージョン依存関係の複雑さを解決  

のようになっています。 

. Cloudera Distribution for Hadoop の主な RPM パッケージ

にインストールします。今回は、NameNodeとなるサーバーが

にインストールするものは、Hadoop本体とNameNode用のパッケージ

になります。(NN) 

0.20.2+887-1.noarch.rpm 

namenode-0.20.2+887-1.noarch.rpm  

jobtracker-0.20.2+887-1.noarch.rpm 

secondarynamenode-0.20.2+887-1.noarch.rpm 

にインストールします。DataNodeにインストールするものは、Hadoop

tasktrackerとなります。(DN) 

0.20.2+887-1.noarch.rpm 

datanode-0.20.2+887-1.noarch.rpm 

tasktracker-0.20.2+887-1.noarch.rpm 

フ ァ イ ル の 雛 型 が あ る デ ィ レ ク ト リ

0.20/conf.hp001 にコピーします。今回はディレクトリ名を

0.20/conf.empty /etc/hadoop-0.20/conf.hp001 

0.20/conf 

conf/ conf.empty/ conf.hp001/ 

0.20/conf.hp001 

9 

パッケージ 

となるサーバーが1台で

のパッケージ、jobtracker、

Hadoop本体と

が あ る デ ィ レ ク ト リ conf.empty を

を conf.hp001 とし
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-rw-r--r-- 1 root root 5041 2 月 24 15:00 capacity-scheduler.xml 

-rw-r--r-- 1 root root  535  2 月 24 15:00 configuration.xsl 

-rw-r--r-- 1 root root  178 2 月 24 15:00 core-site.xml 

-rw-r--r-- 1 root root 3032 2 月 24 15:00 fair-scheduler.xml 

-rw-r--r-- 1 root root 2340 2 月 24 15:00 hadoop-env.sh 

-rw-r--r-- 1 root root 2109 2 月 24 15:00 hadoop-metrics.properties 

-rw-r--r-- 1 root root 4644 2 月 24 15:00 hadoop-policy.xml 

-rw-r--r-- 1 root root  178 2 月 24 15:00 hdfs-site.xml 

-rw-r--r-- 1 root root 4198 2 月 24 15:00 log4j.properties 

-rw-r--r-- 1 root root 2033 2 月 24 15:00 mapred-queue-acls.xml 

-rw-r--r-- 1 root root  178 2 月 24 15:00 mapred-site.xml 

-rw-r--r-- 1 root root   10 2 月 24 15:00 masters 

-rw-r--r-- 1 root root   10 2 月 24 15:00 slaves 

-rw-r--r-- 1 root root 1243 2 月 24 15:00 ssl-client.xml.example 

-rw-r--r-- 1 root root 1195 2 月 24 15:00 ssl-server.xml.example 

-rw-r--r-- 1 root root  382 2 月 24 15:00 taskcontroller.cfg 

 

現在の Hadoop の設定情報を alternatives コマンドによって確認します。(NN,DN) 

# alternatives --display hadoop-0.20-conf 

hadoop-0.20-conf -ステータスは自動です。 

リンクは現在 /etc/hadoop-0.20/conf.empty を指しています。 

/etc/hadoop-0.20/conf.empty - 優先項目 10 

現在の「最適」バージョンは /etc/hadoop-0.20/conf.empty です。 

 

利用する設定ファイルを alternatives コマンドで選択します。(NN, DN) 

# alternatives --install /etc/hadoop-0.20/conf hadoop-0.20-conf \ 

 /etc/hadoop-0.20/conf.hp001 20 （実際には１行で入力） 

 

現在の設定情報を alternatives コマンドによって確認します。(NN,DN) 

# alternatives --display hadoop-0.20-conf 

hadoop-0.20-conf -ステータスは自動です。 

リンクは現在 /etc/hadoop-0.20/conf.hp001 を指しています。 

/etc/hadoop-0.20/conf.empty - 優先項目 10 

/etc/hadoop-0.20/conf.hp001 - 優先項目 20 

現在の「最適」バージョンは /etc/hadoop-0.20/conf.hp001 です。 

 

master ファイルと slaves ファイルの編集を行います。(NN,DN) 

# cd /etc/hadoop-0.20/conf.hp001 

# vi masters 

hd01 

# vi slaves 

hd02 

hd03 

hd04 

hd05 

hd06 

hd07 

hd08 
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hadoop-env.sh ファイルを編集します。設定ファイル hadoop-env.sh において、JAVA_HOME

を以下のように設定します。（NN,DN） 

# pwd 

/etc/hadoop-0.20/conf.hp001 

# vi hadoop-env.sh 

... 

export JAVA_HOME=/usr/java/default 

... 

 

また上記 JAVA_HOME=/usr/java/default と設定した場合に、以下のようにシンボリックリン

クが張られているかどうかを確認します。 

# ls -l /usr/java/default 

lrwxrwxrwx 1 root root 16 2 月 24 14:47 /usr/java/default -> /usr/java/latest 

# ls -l /usr/java/latest 

lrwxrwxrwx 1 root root 21 2 月 24 14:47 /usr/java/latest -> /usr/java/jdk1.6.0_24 

 

Hadoop のキャッシュ用ディレクトリを作成します。 キャッシュ用ディレクトリは

/var/lib/hadoop-0.20 以下に作成します。(NN, DN) 

# mkdir -p /var/lib/hadoop-0.20/cache/mapred 

# mkdir -p /var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/name 

# mkdir -p /var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/data 

# cd /var/lib/ 

# chown -R root:hadoop hadoop-0.20 

# ls -ld hadoop-0.20 

drwxr-xr-x 3 root hadoop 4096 2 月 24 15:40 hadoop-0.20 

# cd /var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/ 

# ls -l 

合計 4 

drwxr-xr-x 4 root hadoop 4096 2 月 24 17:17 dfs 

# chown -R hdfs:hadoop dfs 

# ls -ld dfs 

drwxr-xr-x 4 hdfs hadoop 4096 2 月 24 17:17 dfs 

# cd /var/lib/hadoop-0.20/cache/ 

# chown -R mapred:hadoop mapred 

# chmod 1777 /var/lib/hadoop-0.20/cache 

 

設定ファイル core-site.xml を以下のように作成します。(NN, DN) 

下記において、hdfs://hd01:8020 は NameNode のホスト名 hd01 を指定しています。 

# pwd 

/etc/hadoop-0.20/conf.hp001 

# cp core-site.xml core-site.xml.org 

# vi core-site.xml 

<?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> 
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<value>hdfs://hd01:8020</value> 

</property> 

<property> 

<name>hadoop.tmp.dir</name> 

<value>/var/lib/hadoop-0.20/cache/${user.name}</value> 

</property> 

</configuration> 

 

 

設定ファイル hdfs-site.xml を作成します。 (NN, DN) 

下記の場合、パラメーターdfs.replication は 3を指定していますので、DataNode に生成さ

れるデータのレプリカ数が 3 で構成されます。パラメーターdfs.name.dir と dfs.data.dir

には/var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/以下に先の手順で作成したディレクトリ名

をフルパスで指定します。 

 

# pwd 

/etc/hadoop-0.20/conf.hp001 

# cp hdfs-site.xml hdfs-site.xml.org 

# vi hdfs-site.xml 

<?xml version="1.0"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?> 

<!-- Put site-specific property overrides in this file. --> 

<configuration> 

<property> 

<name>dfs.replication</name> 

<value>3</value> 

</property> 

<property> 

<name>dfs.permissions</name> 

<value>false</value> 

</property> 

<property> 

<name>dfs.name.dir</name> 

<value>/var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/name</value> 

</property> 

<property> 

<name>dfs.data.dir</name> 

<value>/var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/data</value> 

</property> 

</configuration> 

 

 

設定ファイル mapred-site.xml を作成します。下記において、パラメーター

mapred.job.tracker には、NameNode に 8021 番ポートを指定して記述します。 

# pwd 

/etc/hadoop-0.20/conf.hp001 

# cp mapred-site.xml mapred-site.xml.org 

# vi mapred-site.xml 
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<?xml version="1.0"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?> 

<!-- Put site-specific property overrides in this file. --> 

<configuration> 

<property> 

<name>mapred.job.tracker</name> 

<value>hd01:8021</value> 

</property> 

<property> 

<name>mapred.local.dir</name> 

<value>/var/lib/hadoop-0.20/cache/mapred/local</value> 

</property> 

<property> 

<name>mapred.system.dir</name> 

<value>/var/lib/hadoop-0.20/cache/mapred/system</value> 

</property> 

</configuration> 

 

 

HDFS（Hadoop 分散ファイルシステム）をフォーマットします。 (NN) 

HDFSのフォーマットはNameNodeからhadoopコマンドに-formatオプションを付与して行い

ます。フォーマット作業はユーザーhdfs で行います。 Re-format filesystem in 

/var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/name ? (Y or N)と聞かれるので、Yを入力し、Enter

キーを押します。 

 

# su - hdfs 

$ which hadoop 

/usr/bin/hadoop 

$ hadoop namenode -format 
11/02/24 17:41:12 INFO namenode.NameNode: STARTUP_MSG:  

/************************************************************ 

STARTUP_MSG: Starting NameNode 

STARTUP_MSG:   host = hd01.jpn.linux.hp.com/172.16.1.1 

STARTUP_MSG:   args = [-format] 

STARTUP_MSG:   version = 0.20.2-CDH3B4 

STARTUP_MSG:   build =  -r 3aa7c91592ea1c53f3a913a581dbfcdfebe98bfe; compiled by 'root' 

on Mon Feb 21 17:31:12 EST 2011 

************************************************************/ 

Re-format filesystem in /var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/name ? (Y or N) Y 

11/02/24 17:41:32 INFO util.GSet: VM type       = 64-bit 

11/02/24 17:41:32 INFO util.GSet: 2% max memory = 17.77875 MB 

11/02/24 17:41:32 INFO util.GSet: capacity      = 2^21 = 2097152 entries 

11/02/24 17:41:32 INFO util.GSet: recommended=2097152, actual=2097152 

11/02/24 17:41:32 INFO namenode.FSNamesystem: fsOwner=hdfs 

11/02/24 17:41:32 INFO namenode.FSNamesystem: supergroup=supergroup 

11/02/24 17:41:32 INFO namenode.FSNamesystem: isPermissionEnabled=false 

11/02/24 17:41:32 INFO namenode.FSNamesystem: dfs.block.invalidate.limit=1000 

11/02/24 17:41:32 INFO namenode.FSNamesystem: isAccessTokenEnabled=false 

accessKeyUpdateInterval=0 min(s), accessTokenLifetime=0 min(s) 
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11/02/24 17:41:33 INFO common.Storage: Image file of size 110 saved in 0 seconds. 

11/02/24 17:41:33 INFO common.Storage: Storage directory 

/var/lib/hadoop-0.20/cache/hadoop/dfs/name has been successfully formatted. 

11/02/24 17:41:33 INFO namenode.NameNode: SHUTDOWN_MSG:  

/************************************************************ 

SHUTDOWN_MSG: Shutting down NameNode at hd01.jpn.linux.hp.com/172.16.1.1 

************************************************************/  

 

$ 

 

NameNode のサービスを起動(NN) 

NameNode 上で、hadoop-0.20-namenode サービスを起動します。 

# chkconfig --list |grep hadoop 

hadoop-0.20-jobtracker  0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off 

hadoop-0.20-namenode    0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off 

hadoop-0.20-secondarynamenode   0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off  

 

# /etc/init.d/hadoop-0.20-namenode start 

# /etc/init.d/hadoop-0.20-namenode status 

namenode (pid 11543) を実行中... 

 
# /etc/init.d/hadoop-0.20-jobtracker start 

Starting Hadoop jobtracker daemon (hadoop-jobtracker): starting jobtracker, logging to 

/usr/lib/hadoop-0.20/logs/hadoop-hadoop-jobtracker-hd01.jpn.linux.hp.com.out 

                                                           [  OK  ] 

# /etc/init.d/hadoop-0.20-jobtracker status 

jobtracker (pid 11645) を実行中... 

 

DataNode のサービスを起動(DN) 

DataNode 上で、hadoop-0.20-datanode サービスと hadoop-0.20-tasktracker サービスを起

動します。 

 
# /etc/init.d/hadoop-0.20-datanode start 

Starting Hadoop datanode daemon (hadoop-datanode): starting datanode, logging to 

/usr/lib/hadoop-0.20/logs/hadoop-hadoop-datanode-hd02.jpn.linux.hp.com.out 

                                                           [  OK  ]  

# /etc/init.d/hadoop-0.20-datanode status 

node (pid 2224) を実行中... 

 

# /etc/init.d/hadoop-0.20-tasktracker start 

Starting Hadoop tasktracker daemon (hadoop-tasktracker): starting tasktracker, logging 

to /usr/lib/hadoop-0.20/logs/hadoop-hadoop-tasktracker-hd02.jpn.linux.hp.com.out 

                                                           [  OK  ] 

# /etc/init.d/hadoop-0.20-tasktracker status 

tasktracker (pid 28902) を実行中... 

 

  



 

HDFS が利用可能かどうかを
ext3 上に作成したファイルを

ーザーhdfs で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. Hadoop

 

dd コマンドによりファイルを

に空き容量が十分確保できている

イルサイズが 10GB のファイル

にコピーできるかどうかをテス

 

# su - hdfs 

$ dd if=/dev/zero of=/tmp/file

# ls -lh /tmp/file10GB 

-rw-r--r-- 1 root root 10G  3

  

$ hadoop fs -mkdir /user/hdfs/BIGFILEDIR/

$ hadoop fs -ls 

Found 1 items 

drwxr-xr-x - hdfs supergroup 0 20

 

$ hadoop dfs -put /tmp/file10GB /user/hdfs/BIGFILEDIR/ 

 

$ hadoop dfs -ls /user/hdfs/BIGFILEDIR/

Found 1 items 

-rw-r--r— 2 hdfs supergroup 10737418240 2011

/user/hdfs/BIGFILEDIR/file10GB 

 

上 記 の よ う に 、 hadoop

/user/hdfs/BIGFILEDIR ディレクトリの

ことを確認します。 

 

かどうかを確認(NN) 

したファイルを HDFS 上にコピーできるかどうかをテストします

Hadoop 分散ファイルシステムへのファイルのコピー

コマンドによりファイルを生成し、NameNode 上の/tmp にコピーします

できている状態で行ってください。以下では、/tmp

のファイル file10GB を HDFS 上の/user/hdfs/BIGFILEDIR

にコピーできるかどうかをテストします。 

$ dd if=/dev/zero of=/tmp/file10GB bs=1024M count=10 

1 root root 10G  3 月  1 02:41 /tmp/file10GB 

/user/hdfs/BIGFILEDIR/ 

hdfs supergroup 0 2011-02-24 18:39 /user/hdfs/BIGFILEDIR/

put /tmp/file10GB /user/hdfs/BIGFILEDIR/  

ls /user/hdfs/BIGFILEDIR/ 

hdfs supergroup 10737418240 2011-03

/user/hdfs/BIGFILEDIR/file10GB  

hadoop コ マ ン ド に fs -ls オ プ シ ョ ン を 付 け て

ディレクトリの中身を確認し、file10GB が正常にコピーされている

 

15 

ストします。テストはユ

ファイルシステムへのファイルのコピー 

にコピーします。テストは/tmp

/tmp に生成したファ

/user/hdfs/BIGFILEDIR ディレクトリ

/user/hdfs/BIGFILEDIR/ 

03-01 02:51 

け て HDFS 上 の

にコピーされている



 

HDFS の使用量を確認 

Web ブラウザで HDFS の使用量

たはホスト名に 50070 ポートでアクセスします

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. Hadoop 分散

 

Map Reduce のテスト 

テキストファイルの単語数をカウントする

す。テストに利用する対象のテキストファイルは

以下のテキストファイル「NEWS

度の高いものを得るという処理

リットが享受できたかどうか

の DataNode を用意し、Map Reduce

縮が図れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5. テキストファイルの

 

使用量を確認します。Web ブラウザで、Name Node の

ポートでアクセスします。 

分散ファイルシステムの使用量を Web ブラウザで

をカウントする処理をHadoopのMap Reduceを使

のテキストファイルは、NameNode の/usr/share/doc/glibc

NEWS」です。このテキストファイルに含まれる単語

処理を Map Reduce で行います。ファイルが小さい

できたかどうか分かりにくいですが、巨大なテキストファイルに

Map Reduce を行うと、従来のシステムに比べ驚異的

テキストファイルの単語数をカウントする Map Reduce 処理
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の IP アドレスま

ブラウザで確認 

使ってテストしま

/usr/share/doc/glibc-2.x/

単語で一番出現頻

さい場合はそのメ

なテキストファイルに対して、大量

驚異的な処理時間の短

処理 
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まず、Map を行うスクリプト map.py を作成し、非 Hadoop 環境でテストします。スクリプト

map.py は、標準入力のテキストファイルの文字列を一行ずつ読み取り、出現する単語を出

力します。 

今回は Python で記述しましたが、Python 以外の言語で記述しても構いません。 

 

#!/usr/bin/env python 

import sys 

for line in sys.stdin: 

    line = line.strip() 

    words = line.split() 

    for w in words: 

        print '%s\t%s' % (w, 1)  

 

図 6. Map を行うスクリプト map.py の例 

 

Map 処理を行うスクリプト map.py を非 Hadoop クラスタのテスト環境で実行してみます。入

力ファイルは/usr/share/doc/glibc-2.5/NEWS です。 

 

# chmod +x ./map.py 

# ./map.py < /usr/share/doc/glibc-2.5/NEWS > temp.txt 

 

Map 処理を行うスクリプト map.py で得られる結果を temp.txt に保存しておきます。Map 処

理の結果が記録されている temp.txt を less コマンド等で確認してみます。 

# less temp.txt 

GNU     1 

C       1 

Library 1 

NEWS    1 

--      1 

history 1 

of      1 

user-visible    1 

changes.        1 

2006-09-29      1 

Copyright       1 

(C)     1 

1992-2002,2003,2004,2005,2006   1 

Free    1 

Software        1 

… 

… 

 

次に reduce を行うスクリプトを作成し、同様に非 Hadoop 環境でテストします。スクリプト

red.py は、標準入力のテキスト内の文字列を一行ずつ読み取り同じ文字列をカウントしま

す。Reduce 処理を行うスクリプトも map.py と同様に、Python 以外の言語で記述しても問題

ありません。以下は reduce 処理を行うスクリプト red.py の例です。 
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#!/usr/bin/env python 

from operator import itemgetter 

import sys 

wc = {} 

for line in sys.stdin: 

    line = line.strip() 

    w, c = line.split('\t', 1) 

    try: 

        c = int(c) 

        wc[w] = wc.get(w, 0) + c 

    except ValueError: 

        pass 

s = sorted(wc.items(), key=itemgetter(0)) 

for w, c in s: 

    print '%s\t%s'% (w, c)  

 

図 7. Reduce を行うスクリプト red.py の例 

 

スクリプト red.py は、先ほどの map.py で得られた結果のファイル temp.txt を入力としま

す。 

# chmod +x ./red.py 

# red.py < temp.txt 

"C"     2 

"C"'    1 

"Jones",        1 

"encryption"    1 

"essential"     1 

"handle"        1 

"product"       1 

"the    1 

"use    1 

$       2 

$(bindir).      1 

… 

… 

 

map.py で得られた単語リスト temp.txt を red.py に読み込ませた上記の結果を出現回数（2

列目）でソートします。ソートした結果は out.txt に記録します。すると out.txt に目的の

単語の出現回数のリストが得られます。 

# ./red.py < temp.txt |sort –k2 –nr > out.txt  

# less out.txt 

the     315 

*       314 

NEW:    313 

and     192 

C       173 

to      152 

ISO     149 
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for     147 

9x      141 

of      135 

The     127 

by      115 

is      108 

a       103 

in      98 

now     82 

GNU     80 

new     72 

… 

… 

 

上記の処理は、スクリプト map.py と red.py をパイプで繋いで処理ができます。一時ファイ

ルを生成せずにパイプで繋いで実行できるか確認します。 

# ./map.py < /usr/share/doc/glibc-2.5/NEWS | ./red.py |sort -k 2 –rn > out.txt 

# less out.txt 

the     315 

*       314 

NEW:    313 

… 

 

HDFS を使った Map Reduce のテスト 

先述の Map Reduce 処理を Hadoop 環境で実行してみます。Hadoop クラスタが提供する HDFS

上に入力ファイルの置き場所となるディレクトリ INDIR を作成し、Hadoop の HDFS に入力フ

ァイル NEWS をコピーします。Cloudera 版 Hadoop ではユーザーhdfs になり、Name Node 上

で 

HDFS へのファイルコピー操作を行います。 

# su - hdfs 

$ hadoop dfs -mkdir INDIR 

$ hadoop dfs -ls 

Found 1 items 

drwxr-xr-x   - hdfs supergroup          0 2011-03-01 01:07 /user/hdfs/INDIR 

 

入力となるテキストファイル NEWS を HDFS 上の INDIR ディレクトリにコピーします。  

$ hadoop dfs -put /usr/share/doc/glibc-2.5/NEWS ./INDIR/ 

$ hadoop dfs -ls ./INDIR/ 

Found 1 items 

-rw-r--r--   2 hdfs supergroup  60032 2011-03-01 01:10 /user/hdfs/INDIR/NEWS 

 

Map Reduce を行うスクリプト map.py と red.py を hdfs ユーザーが実行できるホームディレ

クトリ配下に配置します。Cloudera 版 Hadoop の CDH3b4 においてアカウント hdfs のホーム

ディレクトリは/usr/lib/hadoop-0.20/となります。 

# cp map.py red.py /usr/lib/hadoop-0.20/bin/ 

# cd /usr/lib/hadoop-0.20/bin 

# chmod 755 map.py 

# chmod 755 red.py 
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$ su – hdfs 

$ cd $HOME/bin/ 

$ pwd 

/usr/lib/hadoop-0.20/bin 

-bash-3.2$ ls -l map.py red.py 

-rwxr-xr-x 1 root root 157  3 月  1 01:21 map.py 

-rwxr-xr-x 1 root root 332  3 月  1 01:21 red.py 

 

HDFSに配置したINDIR/NEWSファイルをHadoopのMap Reduceで分散処理を行います。Hadoop

は、Hadoop Streaming を利用することで、Java で記述しなくても、Python や Perl などの

スクリプトで MapReduce を実現できます。 

$ cd $HOME; pwd 

/usr/lib/hadoop-0.20 

$ whoami 

hdfs 

$ hadoop jar contrib/streaming/hadoop-streaming-0.20.2-CDH3B4.jar \ 

-file bin/map.py -mapper bin/map.py \ 

-file bin/red.py -reducer bin/red.py \ 

-input INDIR -output OUTDIR1 （実際には１行で入力） 

... 

11/03/01 01:48:08 INFO streaming.StreamJob:  map 0%  reduce 0% 

11/03/01 01:48:10 INFO streaming.StreamJob:  map 50%  reduce 0% 

11/03/01 01:48:11 INFO streaming.StreamJob:  map 100%  reduce 0% 

11/03/01 01:48:17 INFO streaming.StreamJob:  map 100%  reduce 33% 

11/03/01 01:48:19 INFO streaming.StreamJob:  map 100%  reduce 100% 

11/03/01 01:48:20 INFO streaming.StreamJob: Job complete: job_201102281749_0005 

11/03/01 01:48:20 INFO streaming.StreamJob: Output: OUTDIR1 

 

出力するディレクトリに OUTDIR1 を指定したので、HDFS 上に OUTDIR1 が生成されているこ

とを確認します。 

 

$ hadoop dfs -ls 

Found 2 items 

drwxr-xr-x   - hdfs supergroup          0 2011-03-01 01:10 /user/hdfs/INDIR 

drwxr-xr-x   - hdfs supergroup          0 2011-03-01 01:48 /user/hdfs/OUTDIR1 

 

HDFS に生成された OUTDIR1 ディレクトリ配下に、目的の結果のファイルが格納されている

かどうかを確認します。得られた結果は、ファイル名「part-00000」として保存されます。

目的のファイルは HDFS 上に保管されていますが、確認作業は NameNode から行います。 

$ whoami 

hdfs 

$ hadoop dfs -ls /user/hdfs/OUTDIR1/ 

Found 3 items 

-rw-r--r-- 2 hdfs supergroup     0 2011-03-01 01:48 /user/hdfs/OUTDIR1/_SUCCESS 

drwxr-xr-x - hdfs supergroup     0 2011-03-01 01:48 /user/hdfs/OUTDIR1/_logs 

-rw-r--r-- 2 hdfs supergroup 32059 2011-03-01 01:48 /user/hdfs/OUTDIR1/part-00000 

 

結果のファイル part-00000 が HDFS 上の OUTPUT1 ディレクトリに生成されていますので、内



21 

 

容を確認するため、ソートします。HDFS 上のテキストファイルを閲覧するには、hadoop dfs 

-cat に HDFS のパスとファイルを指定することで可能です。 

 

$ hadoop dfs -cat /user/hdfs/OUTDIR1/part-00000 |sort -k2 -nr |less 

the     315 

*       314 

NEW:    313 

and     192 

C       173 

to      152 

ISO     149 

for     147 

9x      141 

… 

 

以上 


