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対象読者
このマニュアルは、Cisco UCS Director Express for Big Data を使用し、以下の少なくとも 1 つの分
野において責任と専門知識を持つデータセンター管理者を主に対象としています。
• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ
• 仮想化および仮想マシン

表記法
テキストのタイプ

表示

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素（this font）] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル（this font）] のように示しています。
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表記法

テキストのタイプ

表示

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

（注）

注意

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。
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関連資料

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

関連資料
『Cisco UCS Director Documentation Roadmap』
Cisco UCS Director の資料の詳細なリストについては、次の URL にある 『Cisco UCS Director
Documentation Roadmap』 を参照してください。http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/
ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html
『Cisco UCS Documentation Roadmaps』
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation
Roadmap』（URL：http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）を参照してください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。

（注）

『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』には Cisco UCS Manager および Cisco UCS
Central のドキュメントのリンクが含まれています。『Cisco UCS C-Series Servers Documentation
Roadmap』には Cisco Integrated Management Controller のドキュメントのリンクが含まれていま
す。
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マニュアルに関するフィードバック

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力を
よろしくお願いいたします。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手、Cisco Bug Search Tool（BST）の使用、サービス要求の送信、追加情報の収集
の詳細については、『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。
新しく作成された、または改訂されたシスコのテクニカル コンテンツをお手元に直接送信するに
は、『What's New in Cisco Product Documentation』RSS フィードをご購読ください。RSS フィード
は無料のサービスです。
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章

このリリースの新規情報および変更情報
• このリリースの新規情報および変更情報, 1 ページ

このリリースの新規情報および変更情報
次の表に、最新リリースに関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。この表は、こ
のマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありませ
ん。
表 1：Cisco UCS Director Express for Big Data、リリース 2.1 の新機能と変更された動作

機能

説明

参照先

各種メニュー、ポップアップ、 プログラム編成に更新を反映する
タブの更新。
ための多数の更新。

ドキュメント全体。

Hadoop クラスタ プロファ
章「Hadoop クラスタ導入テン 次を追加します。
イル テンプレートの設定,
プレートの設定および展開」の
• Hadoop クラスタ作成のための
（59 ページ）
更新
既存の UCS サービス プロファ
イル テンプレートの選択に関
する詳細。
• クラスタ導入テンプレートの
作成
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このリリースの新規情報および変更情報
このリリースの新規情報および変更情報

機能

説明

参照先

新しい章「Cisco UCS Director Splunk Enterprise の導入に対して新 Cisco UCS Director Express
Express for Big Data with
しい章を追加しました。次が含ま for Big Data with Splunk
Enterprise , （97 ページ）
Splunk Enterprise」
れます。
• Splunk アカウントの追加
• Splunk アカウントのクラスタ
インベントリの実行
• Splunk アカウントの Splunk ク
ラスタのロールバック
• Cisco UCS Director Express for
Big Data から Splunk Enterprise
ユーザ インターフェイスへの
アクセス
• Splunk の RAID ポリシーの編
集
• インスタント Splunk クラスタ
の作成
• Splunk クラスタ作成のカスタ
マイズ
• Splunk クラスタへの Baremetal
ノードの追加
Cisco UCS Service Profile
章「Cisco UCS Service Profile 次を追加します。
Templates for Big Data の設
Templates for Big Data の設定」
• 更新された新しいポリシーの
定, （35 ページ）
の更新
詳細がこのリリースに追加さ
れました
• Cisco UCS Service Profile
Template for Big Data の作成
Hadoop クラスタ構成時の設
章「Hadoop クラスタ構成時の 次を追加します。
定, （133 ページ）
設定」の更新
• Oracle JDK バージョンに関連
する詳細
• 外部データベース設定の作成
。
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章

概要
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS Director Express for Big Data, 3 ページ
• Cisco UCS Integrated Infrastructure for Big Data, 4 ページ
• Cisco UCS Director および Cisco UCS Director Express for Big Data パーソナリティの管理, 4
ページ
• ユーザ ロールの作成, 5 ページ
• サポート対象 Hadoop ディストリビューション, 11 ページ
• サポート対象 Splunk ディストリビューション, 12 ページ
• インスタント Hadoop クラスタを作成するハイレベル ワークフロー, 12 ページ
• カスタマイズ Hadoop クラスタを作成するハイレベル ワークフロー, 13 ページ

Cisco UCS Director Express for Big Data
Cisco UCS Director Express for Big Data は、ビッグデータ インフラストラクチャの導入を自動化す
る Cisco UCS Director 内のワンタッチ操作のソリューションです。Cisco UCS Director Express for
Big Data は、物理インフラストラクチャと Hadoop および Splunk Enterprise ソフトウェアに対処す
る単一の管理ペインを提供します。この製品は、Cloudera、MapR、Hortonworks を含む主要な
Hadoop ディストリビューションをサポートしています。
Cisco UCS Director Express for Big Data が Hadoop クラスタの導入をエンドツーエンドで自動化する
ことによって、クラスタをオンデマンドで起動し、拡張できるようになります。物理インフラス
トラクチャの設定は、ユーザによる入力を最小限に抑えながら自動的に行われます。設定にはコ
ンピューティング、内部ストレージ、ネットワーク、およびオペレーティング システム、Java
パッケージ、Hadoop のインストールがあります。この自動化を実現するのは、Cisco UCS サービ
ス プロファイルです。このプロファイルに含まれる物理インフラストラクチャと Hadoop 設定の
両方が Hadoop クラスタ導入プロファイルに組み込まれます。
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また Cisco UCS Director Express for Big Data は、ユーザによる入力を最小限に抑えながら Splunk ク
ラスタの導入をエンドツーエンドで自動化します。この自動化を実現するのは、Cisco UCS サー
ビス プロファイルです。このプロファイルに含まれる物理インフラストラクチャと Splunk 設定の
両方が Splunk クラスタ導入プロファイルに組み込まれます。

Cisco UCS Integrated Infrastructure for Big Data
Cisco UCS Integrated Infrastructure for Big Data は、さまざまなビッグデータ ワークロードに対応す
るように設計された、業界トップのアーキテクチャです。このインフラストラクチャは処理およ
びストレージのニーズの増加に応じて、管理の問題を増やすことなく拡張するため、予測可能な
パフォーマンスを実現するだけでなく、総所有コスト（TCO）を削減します。
Cisco UCS Integrated Infrastructure は次のコンポーネントで構成されています。
• Cisco UCS ファブリック インターコネクト
• Cisco UCS 2200 シリーズ ファブリック エクステンダ
• Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバ
• Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）
• Cisco UCS Manager
Cisco UCS Integrated Infrastructure for Big Data の詳細については、『Data Center Designs Cloud
Computing - Design Zone for Big Data』を参照してください。

Cisco UCS Director および Cisco UCS Director Express for Big
Data パーソナリティの管理
Cisco UCS Director は、導入後に使用できるデフォルトのパーソナリティですが、Cisco UCS Director
Express for Big Data のみを使用する、あるいはその両方 Cisco UCS Director と Cisco UCS Director
Express for Big Data を使用できます。
パーソナリティはここで管理できます。[管理（Administration）] > [ライセンス（License）] > [ラ
イセンス キー（License Key）] > [パーソナリティの管理（Manage Personalities）]。
表 2：パーソナリティ スイッチの動作

パーソナリティの選択

Cisco UCS Director の機能

Cisco UCS Director、リリー ○
ス 5.4（デフォルト）

なし

Cisco UCS Director Express なし
for Big Data、リリース 2.0

○
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概要
ユーザ ロールの作成

パーソナリティの選択

Cisco UCS Director の機能

Cisco UCS Director、リリー ○
ス 5.4、および Cisco UCS
Director Express for Big
Data、リリース 2.0

（注）

Cisco UCS Director Express for Big Data の
機能
○

パーソナリティに応じて、パーソナリティの選択から始めて、Cisco UCS Director および Cisco
UCS Director Express for Big Data 機能はアプライアンスでサービスを再起動により有効または
無効にされます。

ユーザ ロールの作成
Cisco UCS Director Express for Big Data に固有のユーザ ロールを作成し、それらのユーザのメニュー
設定と権限を定義できます。ロールにユーザを追加する前に、グループが作成されていることを
確認します。

（注）

デフォルト ロールかどうかは、システムで [ユーザ ロール（User Roles）] ページの [デフォル
トのロール（Default Role）] 列に [はい（Yes）] とマークされているかどうかのみで判別でき
ます。[管理（Administration）] > [システム（System）] > [ユーザ ロール（User Roles）] に移動
します。
たとえば、次のユーザ ロールを作成し、それらのロールを持つユーザを作成できます。
• HadoopUser— Hadoop ユーザ
• HadoopAdmin— Hadoop 管理者
ユーザとグループの管理の詳細については、最新の『Cisco UCS Director Administration Guide』を
参照してください。

Hadoop の管理者権限
Hadoop の管理者が実行できるタスクは次のとおりです。
• 読み取り—ファイルの読み取りのみ行う権限。
• 書き込み—ファイルの読み取り、書き込み、変更を行う権限。
• 読み取り/書き込み—ファイルの読み取りまたはファイルへの書き込みを行う権限
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次の表は、Hadoop 管理者が実行できる操作のリストを示します。
操作

権限
読み取り

書き込み

仮想コンピューティング

○

○（VM 管理アクションのみ）

VM ラベル

○

—

VDC への VM 割り当て

○

—

仮想ストレージ

○

○

仮想ネットワーク

○

○

物理コンピューティング

○

○

物理ストレージ

○

○

物理ネットワーク

○

○

グループのサービス リクエス
ト

○

○

承認者のサービス リクエスト

○

○

予算

○

○

リソース アカウンティング

○

—

チャージバック

○

—

システム管理者

○

○

ユーザとグループ

○

○

仮想アカウント

○

○

カタログ

○

○

VDC

○

○

コンピューティング ポリシー

○

○

ストレージ ポリシー

○

○

ネットワーク ポリシー

○

○
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操作

権限
読み取り

書き込み

サービス提供

○

○

リソース制限レポート

○

○

グループ ユーザ

○

○

CloudSense レポート

○

○

CloudSense アセスメント レポー ○
ト

○

オーケストレーション

○

○

自動化モジュールを開く

○

○

CS 共有レポート

○

○

リモート VM アクセス

—

○

モバイル アクセス設定

○

○

エンド ユーザのチャージバッ
ク

○

—

リソース グループ

○

○

タグ ライブラリ

○

○

ビッグデータ インフラ

○

—

ビッグデータ アカウント

—

○

ビッグデータ クラスタ管理

—

○

ビッグデータ ノード管理

—

○

ビッグデータ パフォーマンス
テスト

—

○

ビッグデータ サービスの管理

—

○

ビッグデータ ロール管理

—

○

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
7

概要
Hadoop のユーザ権限

操作

権限
読み取り

書き込み

—

○

ビッグデータ Hadoop プロファ —
イル テンプレート

○

ビッグデータ Hadoop 導入テン —
プレート

○

ビッグデータ クラスタ導入

—

○

ビッグデータライセンスのアッ —
プロード

○

ビッグデータ設定パラメータ
テンプレート

—

○

ビッグデータ障害

—

○

ビッグデータ設定 - QoS

—

○

ビッグデータ設定 - IP プール

—

○

ビッグデータ設定 - Pre_Cluster —
Sanity

○

ビッグデータ設定 - Hadoop ソ
フトウェアのアップロード

—

○

ビッグデータ設定 - 設定チェッ —
ク ルール

○

ビッグデータ UCS SP テンプ
レート

Hadoop のユーザ権限
Hadoop のユーザが実行できるタスクは次のとおりです。
• 読み取り—ファイルの読み取りのみ行う権限。
• 書き込み—ファイルの読み取り、書き込み、変更を行う権限。
• 読み取り/書き込み—ファイルの読み取りまたはファイルへの書き込みを行う権限。
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次の表は、Hadoop ユーザが実行できる操作のリストを示します。
操作

権限
読み取り

書き込み

仮想コンピューティング

○

—

VM ラベル

○

—

VDC への VM 割り当て

○

—

仮想ストレージ

○

—

仮想ネットワーク

○

—

物理コンピューティング

○

—

物理ストレージ

○

—

物理ネットワーク

○

—

グループのサービス リクエス
ト

○

○

承認者のサービス リクエスト

○

○

予算

○

—

リソース アカウンティング

○

—

チャージバック

○

—

システム管理者

○

—

ユーザとグループ

○

—

仮想アカウント

○

—

カタログ

○

—

VDC

○

—

コンピューティング ポリシー

○

—

ストレージ ポリシー

○

—

ネットワーク ポリシー

○

—
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操作

権限
読み取り

書き込み

サービス提供

○

—

リソース制限レポート

○

—

グループ ユーザ

○

—

CloudSense レポート

○

—

CloudSense アセスメント レポー ○
ト

—

オーケストレーション

—

—

自動化モジュールを開く

—

—

CS 共有レポート

—

—

リモート VM アクセス

—

—

モバイル アクセス設定

—

—

エンド ユーザのチャージバッ
ク

—

—

リソース グループ

—

—

タグ ライブラリ

—

—

ビッグデータ インフラ

○

—

ビッグデータ アカウント

—

—

ビッグデータ クラスタ管理

—

—

ビッグデータ ノード管理

—

—

ビッグデータ パフォーマンス
テスト

—

—

ビッグデータ サービスの管理

—

—

ビッグデータ ロール管理

—

—
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操作

権限
読み取り

書き込み

—

—

ビッグデータ Hadoop プロファ —
イル テンプレート

—

ビッグデータ Hadoop 導入テン —
プレート

—

ビッグデータ クラスタ導入

—

—

ビッグデータライセンスのアッ —
プロード

—

ビッグデータ設定パラメータ
テンプレート

—

—

ビッグデータ障害

—

—

ビッグデータ設定 - QoS

—

—

ビッグデータ設定 - IP プール

—

—

ビッグデータ設定 - Pre_Cluster —
Sanity

—

ビッグデータ設定 - Hadoop ソ
フトウェアのアップロード

—

—

ビッグデータ設定 - 設定チェッ —
ク ルール

—

ビッグデータ UCS SP テンプ
レート

サポート対象 Hadoop ディストリビューション
Cisco UCS Director Express for Big Data は、次の Hadoop ディストリビューションをサポートしてい
ます。
• Cloudera 5.4
• MapR 3.1、4.0、4.1、および 5.0
• Hortonworks 2.1、2.2、および 2.3
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表 3： Hadoop ディストリビューションの Java および JDK ソフトウェア

（注）

Hadoop ディストリビューショ
ン

サポート対象 Hadoop ディスト インストール済み Java および
JDK
リビューション バージョン

Cloudera

5.0.1、5.0.6、5.2.0、5.2.1、
5.3.0、および 5.4.1

MapR

3.1.1、4.0.1、4.0.2、4.1.0、およ java-1.7.0-openjdk
び 5.0.0

Hortonworks

2.1、2.2 および 2.3

oracle-j2sdk1.7

java-1.7.0-openjdk

必要な Oracle JDK バージョンを選択し、インストールできます。

サポート対象 Splunk ディストリビューション
Cisco UCS Director Express for Big Data は、次の Splunk ディストリビューションをサポートしてい
ます。
Splunk ディストリビューション サポート対象 Splunk ディスト
リビューション バージョン

インストール済み Java および
JDK

Splunk 6.3.2

—

6.3.2

インスタントHadoopクラスタを作成するハイレベルワー
クフロー
ステップ 1

Cisco UCS Manager アカウントを作成します。詳細については、「Cisco UCS Manager アカウントの追加」
を参照してください。

ステップ 2

ビッグデータ IP プールを設定します。詳細については、「ビッグデータ IP プールの追加」を参照してく
ださい。

ステップ 3

インスタント Hadoop クラスタを作成します。詳細については、「インスタント Hadoop クラスタの作成」
を参照してください。
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カスタマイズHadoopクラスタを作成するハイレベルワー
クフロー
ステップ 1

Cisco UCS Service Profile template for Big Data を設定します。詳細については、「Cisco UCS Service Profile
Template for Big Data の作成」を参照してください。

ステップ 2

Hadoop クラスタ プロファイルのテンプレートを設定します。詳細は、「Hadoop クラスタ プロファイル
テンプレートの作成」を参照してください。

ステップ 3

Hadoop クラスタ導入テンプレートを設定します。詳細については、「クラスタ導入テンプレートの作成」
を参照してください。

ステップ 4

カスタマイズされた Hadoop クラスタを作成します。詳細については、「カスタマイズされた Hadoop ク
ラスタの作成」を参照してください。
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章

Cisco UCS Director Express for Big Data のライ
センス
この章は、次の項で構成されています。
• ライセンスについて, 15 ページ
• 製品アクセス キーの契約履行, 16 ページ
• ライセンスの更新, 17 ページ
• 標準および Premium ライセンス機能, 17 ページ

ライセンスについて
Cisco UCS Director Express for Big Data を使用するには、次の手順に従ってライセンスを取得する
必要があります。
1 Cisco UCS Director Express for Big Data をインストールする前に、Cisco UCS Director Express for
Big Data ライセンス キーを生成し、証明書（製品アクセス キー）を要求します。
2 シスコのソフトウェア ライセンス サイトに製品アクセス キー（PAK）を登録します（製品ア
クセス キーの契約履行, （16 ページ） を参照してください）。
3 Cisco UCS Director Express for Big Data をインストールした後、ライセンスの更新, （17 ペー
ジ）の手順に従って、Cisco UCS Director Express for Big Data でライセンスを更新します。
4 ライセンスが検証されると、Cisco UCS Director Express for Big Data の使用を開始できます。
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製品アクセス キーの契約履行
はじめる前に
PAK 番号が必要です。

ステップ 1

シスコのソフトウェア ライセンス Web サイトに移動します。

ステップ 2

[製品ライセンスの登録（Product License Registration）] ページが表示されたら、トレーニングを受けるか、
または [製品ライセンスの登録を続ける（Continue to Product License Registration）] をクリックします。

ステップ 3

[製品ライセンスの登録（Product License Registration）] ページの [PAK またはトークンからの新規ライセ
ンスの取得（Get New Licenses from a PAK or Token）] をクリックします。

ステップ 4

[契約を履行する単一 PAK またはトークンの入力（Enter a Single PAK or TOKEN to Fulfill）] フィールドに
PAK 番号を入力します。

ステップ 5

[単一 PAK/トークンの契約履行（Fulfill Single PAK/TOKEN）] をクリックします。

ステップ 6

PAK を登録するために、[ライセンス情報（License Information） でその他のフィールドに情報を入力しま
す。

ステップ 7

[名前（Name）]

説明

組織名（Organization Name）

組織名。

[サイトの連絡先の名前（Site Contact Name）

サイトの連絡先の名前。

[組織の番地（Street Address）]

組織の番地。

市区町村（City or Town）

市区町村名。

都道府県（State or Province）

州/都道府県。

Zip or Postal Code

郵便番号。

国（Country）

国名。

[キーの発行（Issue Key）] をクリックします。
ライセンス契約した機能が表示され、デジタル ライセンス契約書と zip 圧縮のライセンス ファイルが、電
子メールの添付として送信されます。
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ライセンスの更新
はじめる前に
圧縮されたライセンス ファイルを電子メールで受け取った場合は、展開してライセンス（.lic）
ファイルをローカル マシンに保存します。

ステップ 1

[管理（Administration）] > [ライセンス（License）] の順に選択します。

ステップ 2

[ライセンスキー（License Keys）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ライセンスの更新（Update License）] をクリックします。

ステップ 4

[ライセンスの更新（Update License）] ダイアログボックスで、次の操作を実行します。
• .lic ファイルをアップロードするには、[参照（Browse）] をクリックして基本ライセンスの .lic
ファイルへ移動し、.lic ファイルを選択して [アップロード（Upload）] をクリックします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
ライセンス ファイルが処理され、更新が正常に行われたことを示すメッセージが表示されます。

標準および Premium ライセンス機能
適切なライセンスを更新して Cisco UCS Director Express for Big Data 機能を使用できます。
• 標準
• Premium
次の表に、標準ライセンスおよび Premium ライセンスでサポートされる機能を示します。
機能

標準ライセンス

Premium ライセンス

オペレーティング システムと Hadoop ソフトウェア
のインストール

X

X

サーバ、ネットワーク、およびストレージのプロビ
ジョニング

X

X

オンデマンド クラスタの作成と展開

X

X

カスタマイズされたクラスタの作成

X

X

自動化されたクラスタ ノードの追加と削除

X

X
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機能

標準ライセンス

Premium ライセンス

既存の Hadoop ノードの追加

X

X

クラスタ サービスの開始と停止

X

X

クラスタの開始、停止、および再起動

X

X

状態およびステータスのモニタリング用ダッシュボー X
ド

X

Cloudera、MapR、および Hortonworks の最新リリー
スのサポート

X

X

ストレージおよびネットワーク使用率のモニタリン
グ

X

X

上位アクティブ ジョブおよび長期的ジョブのモニタ X
リング

X

オンデマンド インベントリ収集

X

X

DIMM、ディスク、ノードおよびサービス障害のア
ラート

X

X

キャパシティ プランニングのアラート

X

X

Hadoop のリバランシング

X

X

LDAP 統合

X

X

グローバル パラメータの設定

X

X

国際化とローカリゼーションのサポート

X

X

カスタマイズ可能なワークフロー

X

X

ノース バウンド REST API サポート

X

X

クラスタ設定の一貫性チェック

—

X

クラスタ パフォーマンス分析

—

X

履歴パフォーマンス分析

—

X

自動化された Hadoop 新サービスのインストールと設 —
定

X
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機能

標準ライセンス

Premium ライセンス

自動化された Hadoop バージョン アップグレード

—

X

ロールベース アクセス コントロール（RBAC）

—

X

承認ワークフロー

—

X
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Cisco UCS Manager アカウントの設定
この章は、次の項で構成されています。
• ポッド, 21 ページ
• Pod の追加, 21 ページ
• Cisco UCS Manager アカウントの追加, 22 ページ

ポッド
ポッドは物理コンポーネントと仮想コンポーネントの論理グループです。1 つ以上の物理または
仮想アカウントが含まれており、ネットワーク、コンピューティング、ストレージ、およびアプ
リケーションコンポーネントでモジュールを形成し、連携してネットワークサービスを提供して
います。ポッドは、同じ構成を何回でも繰り返すことができ、そのコンポーネントによってデー
タセンターのモジュール性、拡張性、管理性が最大限高められます。
必要な場合は、ポッドをサイトにグループ化することができます。これらのサイトは、メニュー
バーの [統合（Converged）] タブに表示されます。詳細については、『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。

Pod の追加
ステップ 1

メニューバーで [管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[POD] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[PODの追加（Add Pod）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[名前（Name）] フィールド

Pod の記述名です。

[サイト（Site）] ドロップダウン リス ポッドを追加するサイトを選択します。環境にサイトがない場合
ト
は、このステップを省略します。
[タイプ（Type）] ドロップダウン リ ポッドのタイプを選択します。
スト
[説明（Description）] フィールド

（任意）Pod の説明です。

[住所（Address）] フィールド

Pod の物理ロケーションです。たとえば、Pod の市区町村、また
はその他の内部的な識別情報を入力します。

[POD を非表示（Hide Pod）] チェッ
クボックス

[統合チェック ビュー（Converged Check View）] でポッドを非表
示にする場合は、このチェックボックスをオンにできます。Pod
からアカウントの追加または削除は引き続き実行できます。
たとえば、このチェックボックスをオンにして、物理要素や仮想
要素の存在しないポッドが [統合チェック ビュー（Converged Check
View）] に表示されないようにします。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

次の作業
Pod にアカウントを 1 つ以上追加します。

Cisco UCS Manager アカウントの追加
各 Cisco UCS Manager アカウントは、Cisco UCS Director Express for Big Data で管理する必要があ
る単一の Cisco UCS ドメイン を表します。
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はじめる前に
この Cisco UCS Manager アカウントが属するポッドを追加します。

ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択します。

ステップ 2

[物理アカウント（Physical Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[アカウントの追加（Add Account）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ポッド（Pod）] ドロップダウン リ
スト

アカウントが属する Pod を選択します。

[カテゴリタイプ（Category Type）]
ドロップダウン リスト

[コンピューティング（Computing）] カテゴリを選択します。これ
はアカウントのインフラストラクチャ タイプです。

[アカウントタイプ（Account Type）] [UCSM（UCSM）] アカウントを選択します。
ドロップダウン リスト

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

[アカウントの追加（Add Account）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[認証タイプ（Authentication Type）]
ドロップダウン リスト

アカウントに使用する認証タイプを選択します。次のいずれかを
実行します。
• [ローカルで認証済み（Locally Authenticated）]：ローカルで
認証されたユーザ アカウントとは、ファブリック インター
コネクトを介して直接認証されたユーザ アカウントのことで
あり、管理者権限または AAA（認証、認可、アカウンティン
グ）権限を持っていれば誰でも有効/無効にすることができま
す。
• [リモートで認証済み（Remotely Authenticated）]：リモートで
認証されたユーザ アカウントとは、LDAP、RADIUS、
TACACS+ のいずれかを介して認証されたユーザ アカウント
のことです。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
23

Cisco UCS Manager アカウントの設定
Cisco UCS Manager アカウントの追加

名前

説明

[サーバ管理（Server Management）]
ドロップダウン リスト

このアカウントのサーバがどのように管理されるかを選択します。
次のいずれかを実行します。
• [すべてのサーバ（All Servers）] —すべてのサーバが Cisco
UCS Director Express for Big Data によって管理されます。これ
がデフォルトです。すべてのサーバは、[管理対象
（Managed）] の状態で追加されます。
• [選択したサーバ（Selected Servers）] —選択したサーバのみ
が Cisco UCS Director Express for Big Data によって管理されま
す。必要に応じて管理対象サーバのリストにサーバを追加お
よび、リストから削除できます。すべてのサーバは、[未管理
（Unmanaged）] の状態で追加されます。

[アカウント名（Account Name）]
フィールド

このアカウントに割り当てた一意の名前。

[サーバのアドレス（Server Address）] Cisco UCS Manager の IP アドレス。クラスタ設定では仮想 IP アド
フィールド
レスになります。
[クレデンシャル ポリシーの使用
（Use Credential Policy）] チェック
ボックス

[ポリシー名（Policy Name）]、[説明（Description）]、[ユーザ名
（Username）]、[パスワード（Password）]、[プロトコル
（Protocol）]、および [ポート（Port）] で以前に作成したクレデン
シャル ポリシーを使用するには、このチェックボックスをオンに
します。

[クレデンシャルポリシー（Credential クレデンシャル ポリシーを選択します。クレデンシャル ポリシー
Policy）] ドロップダウンリスト
がない場合、[クレデンシャルの追加（Add Credential）] ダイアロ
グボックスで新しいクレデンシャル ポリシーを作成します。
[ユーザ ID（User ID）] フィールド

このアカウントが Cisco UCS Manager へのアクセスに使用するユー
ザ名。このユーザ名は Cisco UCS Manager の有効なアカウントの
名前である必要があります。

[パスワード（Password）] フィール
ド

ユーザ名に関連付けられたパスワードです。

[UCS 認証ドメイン（UCS
リモートで認証するアカウントの認証ドメインです。
Authentication Domain）] フィールド ローカルで認証するアカウントを使用している場合は、このフィー
ルドは表示されません。
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名前

説明

[通信タイプ（Transport Type）] ド
ロップダウン リスト

アカウントで使用する通信タイプを選択します。次のいずれかを
実行します。
• http
• https

[ポート（Port）] フィールド

Cisco UCS Manager へのアクセスに使用するポートです。

[説明（Description）] フィールド

（オプション）アカウントの説明です。

[連絡先の電子メール（Contact
Email）] フィールド

このアカウントを使用する管理者または担当者の電子メール アド
レス。

[ロケーション（Location）] フィール アカウントのロケーションです。
ド
[サービスプロバイダー（Service
Provider）] フィールド

ステップ 7

（オプション）このアカウントに関連付けられているサービス プ
ロバイダー（ある場合）の名前。

[追加（Add）] をクリックします。

Cisco UCS Director Express for Big Data によって Cisco UCS Manager への接続がテストされます。
テストが成功した場合は Cisco UCS Manager アカウントを追加して、Cisco UCS Manager にあるそ
のアカウントに関連付けられたすべてのインフラストラクチャ要素（シャーシ、サーバ、ファブ
リックインターコネクト、サービスプロファイル、プールなど）を検出します。この検出処理お
よびインベントリ収集サイクルの完了には、およそ 5 分かかります。
[システムのタスク（System Tasks）] タブで設定されるポーリング間隔は、インベントリ収集の頻
度を指定します。
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ビッグデータ アカウントの追加
この章は、次の項で構成されています。
• Hadoop アカウントの追加, 27 ページ
• Hadoop アカウントのクラスタ インベントリの実行 , 29 ページ
• Hadoop アカウントの Hadoop クラスタのロールバック, 30 ページ
• Cisco UCS Director Express for Big Data から Hadoop Manager へのアクセス, 30 ページ

Hadoop アカウントの追加
Cisco UCS Director Express for Big Data を使用して Hadoop クラスタを管理する場合、Hadoop アカ
ウントを追加します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[アカウントの追加（Add Account）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[POD] ドロップダウン リスト

Hadoop アカウントを追加するポッド。

[アカウント名（Account Name）] フィールド

アカウント名。
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名前

説明

[アカウントタイプ（Account Type）] ドロップダウ クラスタに使用する Hadoop ディストリビューショ
ン リスト
ンのタイプ。次のいずれかを実行します。
• Cloudera
• MapR
• Hortonworks
[管理コンソール IP（Management Console IP）]
フィールド

管理コンソールの IP アドレス。

[SSH（ルート）パスワード（SSH (root) Password）] SSH ユーザ名に関連付けられたパスワード。
フィールド
[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

SSH ユーザ名に関連付けられたパスワード。

[Hadoop Manager のパスワード（Hadoop Manager
Password）] フィールド

そのアカウント タイプの Hadoop Manager に関連付
けられたパスワード。

[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

そのアカウント タイプの Hadoop Manager に関連付
けられたパスワード。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

次の操作では、Hadoop アカウントを選択します。
名前

説明

[編集（Edit）]

Hadoop アカウントを編集できます。

[削除（Delete）]

Hadoop アカウントを削除します。

[設定のチェック（Check Configuration）]

既存のクラスタ設定を確認できます。

[クラスタのロールバック（Rollback Cluster）]

クラスタをロールバックし、クラスタのすべての
ノードをベアメタル サーバで使用できるようにし
ます。ロールバックは生成されたクラスタ アカウ
ントではサポートされていません。

[Hadoop Manager の起動（Launch Hadoop Manager）] Hadoop Manager を Cisco UCS Director Express for Big
Data から起動できます。
[詳細の表示（View Details）]
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名前

説明

[インベントリの実行（Run Inventory）]

選択した Hadoop アカウントの Hadoop クラスタの
インベントリを収集し、データは Cisco UCS Director
Express for Big Data データベースに保持されます。

[クラスタの設定（Configure Cluster）]

作成後、Hadoopクラスタをカスタマイズできます。

[クレデンシャルの変更（Modify Credentials）]

Hadoop アカウントの SSH および管理コンソール ク
レデンシャルを変更できます。

Hadoop アカウントのクラスタ インベントリの実行
Hadoop のアカウントを作成する際に、新しいシステム タスク（インベントリ コレクタ）がアカ
ウント内に作成されます。[ビッグデータ タスク（Big Data Tasks）] フォルダに移動し、[管理
（Administration）] > [システム（System）] > [タスク（Tasks）] を選択します。システム タスク
は、選択した Hadoop アカウントの Hadoop クラスタのインベントリを収集し、Cisco UCS Director
データベースのデータを確立します。システムスケジューラをコレクタで設定された間隔（30秒
など）で呼び出すことができるよう、このコレクタはシステム スケジューラに追加されていま
す。
Cisco UCS Director のシステム タスクの管理方法については、最新の『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブを選択します。

ステップ 3

インベントリを実行する Hadoop アカウントを選択します。

ステップ 4

[インベントリの実行（Run Inventory）] をクリックします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。
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Hadoop アカウントの Hadoop クラスタのロールバック
Hadoop クラスタをロールバックし、クラスタのすべてのノードをベアメタル サーバで使用できる
ようにします。ただし、ロールバックは生成されたクラスタ アカウントではサポートされていま
せん。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

クラスタにロールバックする Hadoop アカウントを選択します。

ステップ 4

[クラスタのロールバック（Rollback Cluster）] をクリックします。

ステップ 5

[クラスタのロールバック（Rollback Cluster）] ダイアログボックスで、[送信（Submit）] をクリックしま
す。

Cisco UCS Director Express for Big Data から Hadoop Manager
へのアクセス
Cisco UCS Director Express for Big Data で作成するすべての Hadoop アカウントの Hadoop Manager
にアクセスできます。メニュー バーで [ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）]
> [アカウント（Accounts）] を選択し、[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブを選択しま
す。[Hadoop Manager の起動（Launch Hadoop Manager）] をクリックしてサポート対象ブラウザで
Hadoop Manager を起動できます。
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ビッグデータ IP プールの設定
この章は、次の項で構成されています。
• ビッグデータ IP プール, 31 ページ
• ビッグデータ IP プールの追加, 31 ページ
• ビッグデータ IP プールの管理, 32 ページ

ビッグデータ IP プール
ビッグデータ IP プールには、Hadoop クラスタの作成時に Cisco UCS Director Express for Big Data
が使用する IP アドレスのブロックが含まれています。各ブロックの IP アドレスは同じサブネッ
ト マスク、デフォルト ゲートウェイ、プライマリ ドメイン ネーム サーバ（DNS）、セカンダリ
DNS に属している必要があります。

（注）

ビッグデータ IP プールのすべての IP アドレスは、IPv4 アドレスである必要があります。

ビッグデータ IP プールの追加
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[ビッグデータ IP プール（Big Data IP Pools）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[IP プールの作成（Create an IP Pool）] ウィザードの [IP プール管理の指定（IP Pool Management Specification）]
ページで、次のフィールドに値を入力します。
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名前

説明

[IP プール名（IP Pool Name）] フィールド

IP プールの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

プールの目的を示す簡単な説明。

[割り当て順序（Assignment Order）] ドロップダウ
ン リスト

割り当て順序。次のいずれかを実行します。
• [デフォルト（Default）] —ランダム ID がプー
ルから選択されます。
• [シーケンシャル（Sequential）] —使用できる
最も低い ID がプールから選択されます。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[IP プールの作成（Create an IP Pool）] ウィザードの [IPv4 アドレス（IPv4 Addresses）] ページで、次の
フィールドに値を入力します。
a) IPv4 ブロック テーブルで、[追加(+)（Add (+)）] をクリックします。
b) [IPv4 ブロックへのエントリの追加（Add Entry to IPv4 Blocks）] ダイアログボックスで、[静的 IP プー
ル（Static IP Pool）] フィールドの IP プールに含める IPv4 アドレスを入力します。
これは、IP アドレス範囲、またはカンマ（,）で区切られた一連の IP アドレスです。
c) サブネット マスクを入力します。
d) デフォルト ゲートウェイを入力します。
e) プライマリ DNS サーバの IPv4 アドレスを入力します。
f) セカンダリ DNS サーバの IPv4 アドレスを入力します。
g) [送信（Submit）] をクリックして保存し、終了します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ビッグデータ IP プールの管理
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[ビッグデータ IP プール（Big Data IP Pools）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ビッグデータ IP プール（Big Data IP Pools ）] タブは次のアクションを示します。
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ステップ 4

名前

説明

[更新（Refresh）]

現在のページを更新します。

[追加（Add）]

新しい IP プールを追加します。

次の操作では、テーブルから IP プールを選択します。
名前

説明

[編集（Edit）]

IP プールの指定を変更します。

[削除（Delete）]

IP プールの指定を削除します。

[詳細の表示（View Details）]

IP プールの IPv4 アドレスを確認し、詳細レポート
を表示できます。
（注）
[ライセンス ステータス（License Status）]
タブが表示される場合、ライセンスの問
題を示しています。

ステップ 5

IP プールが選択された状態で、[詳細の表示（View Details）] ボタンをクリックします。

ステップ 6

選択した IP プールに関連付けられた IP アドレスを表示するには、[IPv4 アドレス（IPv4 Addresses）] タブ
をクリックします。

ステップ 7

テーブルから IPv4 アドレスを選択します。次のボタンが表示されます。
名前

説明

[IP アドレスを解放する（Release IP Address）]

IP アドレスを BareMetal サーバに対して割り当てる
ことができます。

[複数の IP アドレスを解放する（Release Multiple IP [複数の IP アドレスを解放する（Release Multiple IP
Addresses）]
Addresses）] ダイアログボックスから複数の IP アド
レスを選択して、解放できます。
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7

章

Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data
の設定
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data, 35 ページ
• Cisco UCS Service Profile Template for Big Data の作成, 36 ページ
• カスタマイズ サービス プロファイル テンプレートの作成, 56 ページ
• Cisco UCS サービス プロファイル テンプレートの複製, 57 ページ

Cisco UCS Service Profile Templates for Big Data
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）サービス プロファイルは Cisco UCS サーバの設定と
管理を合理化するための強力な手段です。これらは、サーバと関連するネットワーク接続を環境
内のすみずみまで一貫性を持って迅速にプロビジョニングするメカニズムを提供します。これら
は、物理的にサーバをインストールする前にあらかじめ設定できます。
サービス プロファイルはポリシーに基づいています—管理者が定義した一連のルールおよびサー
バ ID、インターフェイス、およびネットワーク接続などの動作特性。Hadoop クラスタのあらゆ
るアクティブなサーバはサービス プロファイルに関連付ける必要があります。
Cisco UCS Service Profile Template for the Big Data は、Hadoop クラスタのサーバの構成を設定でき
ます。ビッグデータ向けのサービスプロファイルテンプレートはクラスタ導入テンプレートに含
まれています。クラスタ導入テンプレートをサーバに適用すると、サービスプロファイルテンプ
レートはサーバに適用される 1 つ以上のサービス プロファイルを設定します。

（注）

ビッグデータ ウィザードのサービス プロファイル テンプレートは、サービス プロファイル
テンプレートの作成に必要な情報を収集します。このサービス プロファイル テンプレートは
クラスタ導入テンプレートを通してのみ適用できます。
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サービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレートの詳細については、『Cisco
UCS Manager configuration guides』を参照してください。

Cisco UCS Service Profile Template for Big Data の作成
はじめる前に
Cisco UCS Manager アカウントを追加します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[UCS SP テンプレート（UCS SP Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [UCS
SP テンプレートの指定（UCS SP Template Specification）] ページで、次のフィールドに値を入力してくだ
さい。
名前

説明

[テンプレート名（Template Name）] フィールド

テンプレートの一意の名前。

[テンプレートの説明（Template Description）] フィー テンプレートの説明。
ルド
[テンプレートのタイプ（Template Type）] ドロップ 初期テンプレートから作成されたサービスプロファ
ダウン リスト
イルはテンプレートのプロパティをすべて継承しま
す。初期のサービス プロファイル テンプレートか
ら作成されたサービス プロファイルはテンプレー
トにバインドされます。ただし、初期のテンプレー
トに対して行われた変更は、バインドされたサービ
ス プロファイルに自動的に伝播されません。バイ
ンドされたサービス プロファイルに変更を伝播し
たい場合は、そのサービス プロファイルをアンバ
インドしてから、再び初期テンプレートにバインド
します。
[コンテナ タイプ（Container Type）] ドロップダウ
ン リスト

クラスタのコンテナのタイプ。

[1 つの vNIC を使用する（Use one vNIC）] チェック テンプレート作成のため 1 つの vNIC インターフェ
ボックス
イスおよび一部のポリシーを持つようチェックボッ
クスをオンにします。
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ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
QoS ポリシーを作成します。

QoS ポリシーの作成
Quality of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality of Service
が決定されます。一部のアダプタでは、バーストやレートなど発信トラフィックで追加の制御を
指定することもできます。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [QoS
ポリシーの作成（Create QoS Policy）] ページで、次のいずれかを実行します。
• デフォルトの QoS ポリシーを受け入れるには、[次へ（Next）] をクリックします。
• 1 つ以上のカスタム QoS ポリシーを作成するには、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして、ステップ
2 に進みます。
• デフォルト QoS ポリシーのいずれかを確認または変更するには、このテーブルでポリシーを選択し、
[編集（Edit）] をクリックします。[QoS ポリシー エントリの編集（Edit QoS Policy Entry）] ダイアロ
グボックスのフィールドの詳細については、ステップ 2 を参照してください。

ステップ 2

[QoS ポリシーへのエントリの追加（Add Entry to QoS Policy）] ダイアログボックスで、次のフィールドに
値を入力します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。
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名前

説明

[優先順位（Priority）] ドロップダウン リスト

この QoS ポリシーに割り当てられた優先順位を選
択します。次のいずれかを実行します。
• [Fc]：vHBA トラフィックだけを制御する QoS
ポリシーにこの優先順位を使用します。
• [プラチナ（Platinum）]：vNIC トラフィックだ
けを制御する QoS ポリシーにこの優先順位を
使用します。
• [ゴールド（Gold）]：vNIC トラフィックだけ
を制御する QoS ポリシーにこの優先順位を使
用します。
• [シルバー（Silver）]：vNIC トラフィックだけ
を制御する QoS ポリシーにこの優先順位を使
用します。
• [ブロンズ（Bronze）]：vNIC トラフィックだ
けを制御する QoS ポリシーにこの優先順位を
使用します。
• [ベスト エフォート（Best Effort）]：ベーシッ
ク イーサネット トラフィック レーンのために
予約されています。この優先順位を QoS ポリ
シーに割り当て、別のシステム クラスを CoS
0 に設定する場合、Cisco UCS はこのシステム
クラスのデフォルトには戻りません。当該ト
ラフィックの CoS 0 で優先順位がデフォルト
に戻ります。

[バースト（バイト）（Burst(Bytes)）] フィールド

このポリシーを使用するサーバの通常バースト サ
イズ。このフィールドにより、トラフィックがレー
ト制限を超えていると見なされるトラフィックバー
ストの最大サイズが決定されます。デフォルトは
10240 です。最小値は 0 で、最大値は 65535 です。
この設定は、一部のアダプタには適用されません。
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名前

説明

[レート（Rate）] ドロップダウン リスト

想定されるトラフィックの平均レートを選択しま
す。次のいずれかを実行します。
• [ラインレート（Line-rate）]：値 0 に等しく、
レート制限は指定しません。これがデフォル
ト値です。
• [手動指定（Specify Manually）]：フィールドに
レートを手動で指定できます。最小値は 0 で、
最大値は 40,000,000 です。
Cisco UCS M81KR Virtual Interface Card アダプタの
レート制限の粒度は、1 Mbps です。アダプタでは、
要求したレートが「超えてはならない」レートとし
て扱われます。したがって、4.5 Mbps の値は 4 Mbps
と解釈されます。0 より大きくて 1 Mbps より小さ
い要求レートは、1 Mbps と解釈されます。これは、
サポートされる最低のハードウェア レート制限で
す。
レート制限は、すべてのアダプタには適用されませ
ん。たとえば、この設定は、Cisco UCS VIC-1240
Virtual Interface Card ではサポートされていません。

[ホスト制御（Host Control）] ドロップダウン リス
ト

Cisco UCS で vNIC のサービス クラス（CoS）を制
御するかどうか決定します。この設定は、vHBA に
は影響しません。
デフォルト設定は [なし（None）] です。Cisco UCS
はホストで割り当てられた CoS 値に関係なく優先
順位に関連付けられた CoS 値を使用します。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
VLAN ポリシーを作成します。
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VLAN ポリシーの作成
VLAN ポリシーは、単一の Cisco UCS ドメイン内にある Hadoop クラスタの基盤インフラストラク
チャで特定の外部 LAN への接続を作成します。VLAN は、ブロードキャスト トラフィックを含
む、その外部 LAN へのトラフィックを切り離します。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの
[VLAN ポリシーの作成（Create VLAN Policy）] ページで、次のいずれかを実行します。
• デフォルトの VLAN ポリシーを受け入れるには、[次へ（Next）] をクリックします。
• 1 つ以上のカスタム VLAN ポリシーを作成するには、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして、ステッ
プ 2 に進みます。
• デフォルト VLAN ポリシーのいずれかを確認または変更するには、このテーブルで [編集（Edit）]
をクリックします。[VLAN ポリシー エントリの編集（Edit VLAN Policy Entry）] ダイアログボック
スのフィールドの詳細については、ステップ 2 を参照してください。

ステップ 2

[VLAN ポリシーへのエントリの追加（Add Entry to VLAN Policy）] ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力します。
名前

説明

[VLAN名（VLAN Name）] フィールド

VLAN ポリシーの名前。

[ファブリックID（Fabric ID）] ドロップダウン リス VLAN を設定する方法を選択します。設定は次のい
ト
ずれかです。
• [共通またはグローバル（Common or Global）]：
VLAN は、すべての使用可能なファブリック
内で同じ VLAN ID にマッピングされます。
• [ファブリックA（Fabric A）]：VLAN は、ファ
ブリック A にだけ存在する VLAN ID にマッピ
ングされます。
• [ファブリックB（Fabric B）]：VLAN は、ファ
ブリック B にだけ存在する VLAN ID にマッピ
ングされます。
[共有（Sharing）] ドロップダウン リスト

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。
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次の作業
vNIC ポリシーを作成します。

vNIC ポリシーの作成
vNIC ポリシーは、サーバ上の vNIC が LAN に接続する方法を定義します。Hadoop クラスタの各
サーバは、次の NIC ごとに vNIC ポリシーが必要です。
• MGMT
• DATA
• HDFS

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [vNIC
ポリシーの作成（Create vNIC Policy）] ページで、次のいずれかを実行します。
• デフォルトの vNIC ポリシーを受け入れるには、[次へ（Next）] をクリックします。
• 1 つ以上のカスタム vNIC ポリシーを作成するには、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして、ステップ
2 に進みます。
• デフォルト vNIC ポリシーのいずれかを確認または変更するには、テーブルでポリシーを選択し、[編
集（Edit）] をクリックします。[vNIC ポリシー エントリの編集（Edit vNIC Policy Entry）] ダイアロ
グボックスのフィールドの詳細については、ステップ 2 を参照してください。

ステップ 2

[vNIC ポリシーへのエントリの追加（Add Entry to vNIC Policy）] ダイアログボックスで、次のフィールド
に値を入力します。
名前

説明

[vNIC名（vNIC Name）] フィールド

vNIC の名前。
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名前

説明

[ファブリックID（Fabric ID）] ドロップダウン リス このポリシーで作成された vNIC が関連付けられて
ト
いるファブリックインターコネクトを選択します。
デフォルトのファブリック インターコネクトが使
用できない場合に、このポリシーから作成された
vNIC が第 2 のファブリック インターコネクトにア
クセスできるようにするには、[フェールオーバー
の有効化（Enable Failover）] チェックボックスをオ
ンにします。
次の状況下では、vNIC ファブリック フェールオー
バーを有効化しないでください。
（注）

• Cisco UCS ドメインがイーサネット
スイッチ モードで動作している場
合、そのモードでは vNIC ファブリッ
ク フェールオーバーはサポートされ
ません。1つのファブリックインター
コネクト上のすべてのイーサネット
アップリンクに障害が発生した場合、
vNIC は他のファブリック インターコ
ネクトにフェールオーバーしません。
• このテンプレートから作成された 1
つ以上の vNIC をファブリック フェー
ルオーバーをサポートしないアダプ
タ（Cisco UCS 82598KR-CI 10-Gigabit
Ethernet Adapter など）があるサーバ
に関連付ける、またサービス プロ
ファイルを関連付ける場合、Cisco
UCS Manager で設定障害が発生しま
す。
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名前

説明

[VLAN（VLANs）] 領域

VLAN 領域で、次の手順を実行し、このポリシーか
ら作成された vNIC に割り当てる VLAN を選択しま
す。
1 [追加（Add）] をクリックします。
2 [VLAN へのエントリの追加（Add Entry To
VLANs）] ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力します。
• [名前（Name）] ドロップダウン リスト：
vNIC テンプレートに関連付ける VLAN を
選択します。
• [ネイティブVLANとして設定（Set as Native
VLAN）] チェックボックス：このチェック
ボックスをオンにすると、この VLAN を
ポートのネイティブ VLAN として設定でき
ます。
3 [送信（Submit）] をクリックします。

[MTU] フィールド

この vNIC ポリシーから作成された vNIC によって
使用される MTU、つまりパケット サイズ。1500 ～
9216 の整数を入力します。
（注）
vNIC テンプレートに QoS ポリシーが関連
付けられている場合、ここで指定された
MTU は、関連付けられている QoS システ
ム クラスで指定された MTU 以下でなけ
ればなりません。この MTU 値が QoS シ
ステム クラスの MTU 値を超えている場
合、データ転送中にパケットがドロップ
されます。

[ピングループ（Pin Group）] ドロップダウン リス
ト

これは表示専用フィールドです。

[Adapter Policy（Adapter Policy）] フィールド

このフィールドは [Linux（Linux）] と自動入力され
ます。

[動的vNIC接続ポリシー（Dynamic vNIC Connection これは表示専用フィールドです。
Policy）] ドロップダウン リスト
[QoSポリシー（QoS Policy）] ドロップダウン リス この vNIC ポリシーから作成された vNIC によって
ト
使用される QoS ポリシーを選択します。
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名前

説明

[ネットワーク制御ポリシー（Network Control
Policy）] ドロップダウン リスト

これは表示専用フィールドです。

ステップ 3

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
ブート順序ポリシーを作成します。

ブート順序ポリシーの作成
Cisco UCS Manager ブート ポリシーは、BIOS 設定メニューのブート順序をオーバーライドし、次
のことを決定します。
• ブート デバイスの選択
• サーバのブート元である場所
• ブート デバイスの起動順序

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ブー
ト順序ポリシーの作成（Create Boot Order Policy）] ページで、次のデバイスのブート順序を設定します。
• CD-ROM
• ストレージ
• LAN
特定のデバイスからブートしない場合は、ドロップダウン リストの下にある空白文字を選択します。
（注）

初めてブートしている場合、LAN ドロップダウン リストの [1] を選択し、最初のブート デバイ
スとして設定します。

ステップ 2

[LAN イーサネットの vNIC ポリシーの選択（Select vNIC Policy for LAN Ethernet）] テーブルで、[追加(+)
（Add (+)）] をクリックします。

ステップ 3

[エントリを追加して LAN イーサネットの vNIC ポリシーを選択（Add Entry to Select vNIC Policy for LAN
Ethernet）] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [vNIC の選択（Select vNIC）] ドロップダウン リストから、LAN に割り当てる vNIC を選択します。
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b) [VLAN（VLAN）] フィールドに表示されている VLAN をプライマリ VLAN とする場合、[プライマリ
として設定（Set as Primary）] チェックボックスをオンにします。
c) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 4

他の VLAN の vNIC ポリシーを選択する場合は、[vNIC の選択（Select vNIC）] ドロップダウン リストか
らの別の vNIC で、ステップ 2 と 3 を繰り返します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
BIOS ポリシーを作成します。

BIOS ポリシーの作成
BIOS ポリシーは、クラスタのサーバの特定の BIOS 設定値の指定を自動化します。

（注）

ステップ 1

[UCS BIOS ポリシーの作成（Create UCS BIOS Policy）] ページのすべてのドロップダウン リス
トは [プラットフォームのデフォルト（Platform Default）] に設定されます。BIOS は、サーバ
タイプとベンダーの BIOS デフォルト値に含まれるこの属性の値を使用します。詳細について
は、「BIOS Parameters by Server Model」を参照してください。

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [UCS
BIOS ポリシーの作成（Create UCS BIOS Policy）] ページで、次のフィールドに値を入力してください。
名前

説明

[メイン（Main）]
[Quiet Boot（Quiet Boot）] ドロップダウン リスト

BIOS が Power On Self-Test（POST）中に表示する内
容を決定します。

[POST Error Pause（POST Error Pause）] ドロップダ POST 中にサーバで重大なエラーが発生した場合の
ウン リスト
処理を決定します。
[Resume AC On Power Loss（Resume AC On Power
Loss）] ドロップダウン リスト

予期しない電力損失後に電力が復帰したときのサー
バ動作を決定します。

[パネル ロックアウトから（From Panel Lockout）]
ドロップダウン リスト

前面パネルの電源ボタンおよびリセット ボタンを
無視するかどうかを決定します。

[プロセッサ（Processor）]
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名前

説明

[ターボ ブースト（Turbo Boost）]

プロセッサで Intel Turbo Boost Technology を使用す
るかどうかを決定します。これを使用すると、仕様
よりも低い電力、温度、または電圧でプロセッサが
動作していると、自動的にプロセッサの周波数が上
がります。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[拡張版インテル SpeedStep（Enhanced Intel
SpeedStep）]

プロセッサで拡張版インテル SpeedStep を使用する
かどうかを決定します。これを使用すると、システ
ムはプロセッサの電圧やコア周波数を動的に調整で
きます。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[ハイパー スレッディング（Hyper Threading）]

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology を使
用するかどうかを決定します。これを使用すると、
マルチスレッド ソフトウェア アプリケーションは
スレッドを各プロセッサ内で並列に実行できます。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[実行無効化ビット（Execute Disabled Bit）]

サーバのメモリ領域を分類し、アプリケーション
コードを実行可能な場所を指定します。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[仮想化テクノロジー（Virtualization Technology）]

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）
を使用するかどうかを決定します。これを使用する
と、1 つのプラットフォームで、複数のオペレー
ティング システムとアプリケーションをそれぞれ
独立したパーティション内で実行できます。
（注）
このオプションを変更した場合は、設定
を有効にするためにサーバの電源を再投
入する必要があります。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。
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名前

説明

[プロセッサ C 状態（Processor C State）]

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入るか
どうかを決定します。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。
C1 状態に入るときに CPU が最小周波数に移行する
かどうかを決定します。

[プロセッサ C1E（Processor C1E）]

[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。
[プロセッサ C3 レポート（Processor C3 Report）]

BIOS からオペレーティング システムに C3 レポー
トを送信するかどうかを決定します。OS はレポー
トを受信すると、プロセッサを電力量の少ない C3
状態に移行してエネルギー使用量を減らし、最適な
プロセッサ パフォーマンスを維持できます。この
オプションは次のいずれかになります。
• [無効化（Disabled）]：BIOS から C3 レポート
を送信しません。
• [ACPI C2]：BIOS から ACPI C2 形式の C3 レ
ポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の
少ない C3 状態に移行できるようにします。
• [ACPI C3]：BIOS から ACPI C3 形式の C3 レ
ポートを送信し、OS がプロセッサを電力量の
少ない C3 状態に移行できるようにします。

[プロセッサ C6 レポート（Processor C6 Report）]

BIOS からオペレーティング システムに C6 レポー
トを送信するかどうかを決定します。OS はレポー
トを受信すると、プロセッサを電力量の少ない C6
状態に移行してエネルギー使用量を減らし、最適な
プロセッサ パフォーマンスを維持できます。
[有効（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択
します。

[RAS メモリ（メモリの信頼性、可用性、有用性）（RAS Memory (reliability, availability, and serviceability
of the memory)）]
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名前

説明

[NUMA（不均一なメモリ アクセス）
（NUMA(nonuniform memory access)）]

NUMA の BIOS サポートを決定します。[有効
（Enabled）] または [無効（Disabled）] を選択しま
す。
• [無効化（Disabled）]：BIOS で NUMA をサポー
トしません。
• [有効化（Enabled）]：NUMA に対応したオペ
レーティング システムに必要な ACPI テーブ
ルを BIOS に含めます。このオプションを有効
にした場合は、一部のプラットフォームでシ
ステムのソケット間メモリ インターリーブを
無効にする必要があります。

ステップ 2

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
ローカル ディスク設定ポリシーを作成します。

ローカル ディスク設定ポリシーの作成
このポリシーはディスク パーティションのディスク設定と、選択された Hadoop および Splunk コ
ンテナ タイプのサーバにローカルなストレージを定義します。これは、Hadoop クラスタにある
ネーム ノードとデータ ノードの RAID レベルおよび JBOD 設定を定義する柔軟性あるメカニズム
を提供します。このポリシーでは、サービス プロファイルに関連付けられたすべてのサーバに対
して、ローカル ディスク構成を設定できます。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、次のフィールドの値を確認して
ください。
名前

説明

[Hadoop クラスタの RAID ポリシーの設定（Configure Hadoop NameNode と DataNode の RAID レベルの設
RAID Policy for the Hadoop cluster）] テーブル
定（OS およびデータ ドライブ）。
[Splunk RAID ポリシーの設定（Configure Splunk
RAID Policy）] テーブル
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名前

説明

[ディスク設定に LVM を使用（Use LVM For Disk
Configuration）] チェックボックス

ディスク パーティションの論理ボリューム マネー
ジャ（LVM）のグループを作成します。

[パーティション設定（Partition Configuration）] テー /、/boot、swap、/tmp、/var/tmp、および /home パー
ブル
ティション以外のパーティションを作成します。

ステップ 2

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
• Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートを作成して、Hadoop クラスタを展開します。
• Hadoop および Splunk Enterprise クラスタのクラスタ導入テンプレートを作成します。

RAID ポリシーの編集
C220 サーバおよび C240 M3/M4 サーバ、および C240 M4 サーバのスタンドアロン ブート ドライ
ブのハードウェア RAID コントローラに関連付けられたローカル ディスク ドライブ設定を編集す
るには、次の手順を使用します。

はじめる前に
ローカル ディスク設定ポリシーを作成します。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、[RAID ポリシーの設定（Configure
RAID Policy）] テーブルのノード タイプを選択します。

ステップ 2

[RAID ポリシーの設定（Configure RAID Policy）] テーブルで、[下記のテーブルで選択されたエントリを
編集（Edit selected entry in the table below）] アイコンをクリックします。

ステップ 3

[RAID ポリシーの設定エントリの編集（Edit Configure RAID Policy Entry）] ダイアログボックスで、次の
フィールドに値を入力します。
名前

説明

[ノード タイプ（Node Type）]

選択したノードのタイプ。

[OS ディスク（OS Disks）]
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名前

説明

[スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4
スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4 サー
サーバで HDD ドライブを使用（Use HDD drives on バの代替ポリシーを有効にします。
M4 servers with insufficient standalone boot drives）]
チェックボックス
[M4 サーバにスタンドアロン ブート ドライブを使 デフォルトでは、このオプションはオンで、無効に
用（Use standalone boot drives for M4 Servers）] チェッ なっています。スタンドアロン ブート ドライブが
クボックス
十分な M4 サーバに対してこのチェックボックスを
オンにします。
[M4 サーバに JBOD（Just a Bunch Of Disks）を使用 複数のハード ドライブを搭載した M4 サーバに対し
（Use JBOD (Just a Bunch Of Disks) for M4 Servers）] てこのチェックボックスをオンにします。
チェックボックス
[RAID レベル [OS]（RAID Level [OS]）]ドロップダ OS（オペレーティング システム）ディスクの RAID
ウン リスト
レベルを選択します。
[グループあたりディスク数（Disks Per Group）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン リスト
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名前

説明

[データ ディスク（Data Disks）]
[RAID レベル [データ]（RAID Level [Data]）] ドロッ Hadoop データ ディスクの RAID レベルを選択しま
プダウン リスト
す。
[グループあたりディスク数（Disks Per Group）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン

ステップ 4

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[送信（Submit）] をクリックします。

Splunk の RAID ポリシーの編集
C220 サーバおよび C240 M4 サーバ、および C240 M4 サーバのスタンドアロン ブート ドライブの
ハードウェア RAID コントローラに関連付けられたローカル ディスク ドライブ設定を編集するに
は、次の手順を使用します。
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はじめる前に
• Splunk クラスタ導入の UCS サービス プロファイル ポリシーを作成します。
• ローカル ディスク設定ポリシーを作成します。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、[Splunk RAID ポリシーの設定
（Configure Splunk RAID Policy）] テーブルに移動し、ノード タイプを選択します。

ステップ 2

[下記のテーブルで選択されたエントリを編集（Edit selected entry in the table below）] アイコンをクリック
します。

ステップ 3

[Splunk RAID ポリシーの設定エントリの編集（Edit Configure Splunk RAID Policy Entry）] ダイアログボッ
クスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ノード タイプ（Node Type）]

選択したノードのタイプ。

[OS ディスク（OS Disks）]
[M4 サーバにスタンドアロン ブート ドライブを使 デフォルトでは、スタンドアロン ブート ドライブ
用（Use standalone boot drives for M4 Servers）] チェッ が十分な M4 サーバに対してこのオプションをオン
クボックス
にします。
[スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4
スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4 サー
サーバで HDD ドライブを使用（Use HDD drives on バの代替ポリシーを有効にします。
M4 servers with insufficient standalone boot drives）]
チェックボックス
[RAID レベル [OS]（RAID Level [OS]）]ドロップダ OS（オペレーティング システム）ディスクの RAID
ウン リスト
レベルを選択します。
[グループあたりディスク数（Disks Per Groups）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
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名前

説明

[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン リスト

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[ホット データ用データ ディスク（Data Disks for Hot Data）]
[RAID レベル [データ]（RAID Level [DATA]）] ド
ロップダウン リスト

Splunk データ ディスクの RAID レベルを選択しま
す。

[グループあたりディスク数（Disks Per Groups）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
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名前

説明

[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[コールド データ用データ ディスク（Data Disks for Cold Data）]
[ホット データと同じディスク（Same Disk As Hot
Data）] チェックボックス

コールド データもホストするよう、同じディスク
をホット ディスクに設定するには、このチェック
ボックスをオンにします。
（注）
デフォルトでは、すべての RAID 構成は
[コールド データ用データ ディスク（Data
Disks for Cold Data）] で使用できます。こ
のチェックボックスをオンにすると、コー
ルド データのすべての RAID 構成が非表
示になります。

[フローズン データ用データ ディスク（Data Disks for Frozen Data）]
[コールド データと同じディスク（Same Disk As Cold フローズン データもホストするよう、同じディス
Data）] チェックボックス
クをコールドディスクに設定するには、このチェッ
クボックスをオンにします。
（注）
デフォルトでは、すべての RAID 構成は
[フローズン データ用データ ディスク
（Data Disks for Frozen Data）] で使用でき
ます。このチェックボックスをオンにす
ると、フローズンデータのすべてのRAID
構成が非表示になります。

（注）

• ホット、コールド、またはフローズン データのデータ ディスクの RAID 構成はインデクサ
ノードのみに適用されます。OS ディスクの RAID 構成は検索ヘッドと管理ノードに適用さ
れます。
• 1 つの RAID グループは、ホット、コールド、またはフローズン データの各 RAID 構成用
に作成されます（たとえば、ホットの場合は /data/disk1、コールドの場合は /data/disk2、フ
ローズンの場合は /data/disk3）。

ローカル ディスク パーティションの設定
ディスクの各パーティションには、マウント ポイントとサイズの 2 つの属性があります。要件に
応じてパーティションを作成、編集、削除できます。[パーティションの設定（Partition
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Configuration）] テーブルには、/、/boot、swap、/tmp、/var/tmp、および /home パーティションが
デフォルトで表示されます。ルート（/）とブート（/boot）パーティションを除いてこれらのパー
ティションに割り当てるサイズを更新できますが、エントリを削除することはできません。
表 4：パーティション テーブルの例

マウント ポイント

サイズ

編集可

/

1 GB から増加

編集不可

/boot

1024 MB

編集不可

swap

任意の値

編集可

/tmp

5 GB

編集可

/var/tmp

5 GB

編集可

/home

5 GB

編集可

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、[パーティションの設定（Partition
Configuration）] テーブルの [追加（Add）] をクリックします。

ステップ 2

[パーティションの設定エントリの追加（Add Partition Configuration Entry）] ダイアログボックスの [マウン
ト ポイント（Mount Point）] フィールドにマウント名を入力します。

ステップ 3

[サイズ（Size）] フィールドにサイズを入力します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
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カスタマイズ サービス プロファイル テンプレートの作
成
ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、ポッドを展開し、Cisco UCS Manager アカウントをクリックします。

ステップ 3

右ペインで、[VLAN] タブをクリックします。

ステップ 4

3 つの vNIC テンプレートを作成するために、[追加(+)（Add (+)）] をクリックして 3 つの VLAN を追加し
ます。

ステップ 5

右側のペインで [組織（Organizations）] タブをクリックします。

ステップ 6

サービス プロファイル テンプレートを作成する組織を選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリック
します。

ステップ 7

[vNIC テンプレート（vNIC Template）] タブをクリックして、[追加(+)（Add (+)）] をクリックします。

ステップ 8

作成された VLAN を使用して 3 つの vNIC テンプレートを作成します。

ステップ 9

[ブート ポリシー（Boot Policy）] タブをクリックし、[追加(+)（Add (+)）] をクリックし、ローカル ディ
スクを追加して、ブート ポリシーを作成します。

ステップ 10 [QoS ポリシー（QoS Policy）] タブをクリックし、[追加(+)（Add (+)）] をクリックし、QoS ポリシーを作
成します。
ステップ 11 メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [物理インフラストラクチャ ポリシー（Physical Infrastructure
Policies）] > [UCSマネージャ（UCS Manager）] の順に選択します。
ステップ 12 [ストレージ ポリシー（Storage Policy）] タブをクリックし、ストレージ ポリシーの Cisco UCS 接続を指定
します。
ステップ 13 [ネットワーク ポリシー（Network Policy）] タブをクリックし、必要な詳細を指定します。
ステップ 14 [vNIC（vNIC）] タブをクリックし、vNIC テンプレートにマッピングすることで、3 つの vNIC を作成し
ます。vNIC 名はそれぞれ、eth0、eth1、eth2 になるはずです。サービス プロファイル テンプレートの作
成後、vNIC 名はそれぞれ、eth0-1、eth1-2、eth2-3 として生成されます。
ステップ 15 [配置ポリシー（Placement Policy）] タブをクリックし、必要な詳細を指定します。
ステップ 16 メニューバーで [物理（Physical）] > [計算する（Compute）] > [組織（Organizations）] の順に選択します。
ステップ 17 ルートを開き、[サービス プロファイル テンプレート（Service Profile Templates）] タブをクリックします。
ステップ 18 [追加(+)（Add (+)）] をクリックして、作成したポリシーを選択して必要な情報を提供します。
ステップ 19 [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 20 UCSM にログインします。作成されたサービス プロファイル テンプレートを起動し、それぞれ 3 つの
vNIC テンプレートについて希望の配置を 1、2、および 3 として更新します。
ステップ 21 [変更の保存（Save Changes）] をクリックします。
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（注）

ストレージ モジュールで、[SAN 接続をどのように設定しますか？（How would you like to configure
SAN connectivity?）] フィールドの [vHBA なし（No vHBAs）] オプションを選択します。このオ
プションでは vHBA を作成できません。このオプションを選択すると、このポリシーを含むサー
ビス プロファイルに関連付けられているサーバを、SAN に接続できなくなります。

Cisco UCS サービス プロファイル テンプレートの複製
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレート（UCS SP Templates for Big Data）] タブをクリックします。

ステップ 3

複製するテンプレートの行をクリックします。

ステップ 4

[複製（Clone）] をクリックします。

ステップ 5

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの複製（Clone UCS SP Template for Big Data ）] ウィザードの [UCS
SP テンプレートの指定（UCS SP Template Specification）] ページで、次のフィールドに値を入力してくだ
さい。
a) 新しいサービス プロファイル テンプレートの一意の名前と説明を入力します。
b) ドロップダウン リストからテンプレート タイプを選択します。
c) [次へ（Next）] をクリックして、各ページで情報を確認し、必要に応じて変更します。
d) [送信（Submit）] をクリックします。
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第

8

章

Hadoop クラスタ プロファイル テンプレー
トの設定
この章は、次の項で構成されています。
• Hadoop クラスタ プロファイル テンプレート, 59 ページ
• Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成, 61 ページ
• Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの複製, 76 ページ

Hadoop クラスタ プロファイル テンプレート
Hadoop クラスタ プロファイルのテンプレートはクラスタ内のノードの数を指定します。またテン
プレートは、Hadoop クラスタ サービスのプロビジョニングおよび設定を行います。世界各国の
Apache Software Foundation プロジェクトは、Hadoop 導入および統合のためのサービスを開発して
います。一部の Hadoop ディストリビューションはこれらのサービスのサブセットのみをサポート
したり、独自仕様の配信サービスを提供したりしています。
次はそれぞれに専用機能があります。

（注）

Hadoop クラスタの作成に必要なため、一部のサービスはオフにすることはできません。すべ
ての必須サービスはデフォルトでオンになっています。
Hadoop サービス

Cloudera

MapR

Hortonworks

HDFS

○

—

○

CLDB

—

○

—

YARN/MapReduce

○

○

○

ZooKeeper

○

○

○
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Hadoop サービス

Cloudera

MapR

Hortonworks

HBase

○

○

○

Hive

○

○

○

Oozie

○

○

○

Hue

○

—

—

Spark

○

—

—

Key-Value ストア イン
デクサ

○

—

—

Solr

○

—

—

Sqoop

○

○

○

Impala

○

—

—

Flume

○

○

—

PIG

—

○

○

MAHOUT

—

○

—

Falcon

—

—

○

Tez

—

—

○

Storm

—

—

○

Ganglia/Ambari メト
リック

—

—

○
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Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成
はじめる前に
Hadoop クラスタ設定テンプレートを作成します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレート（Hadoop Cluster Profile Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Hadoop クラスタ プロファイル テンプレート（Hadoop Cluster Profile Templates）] ページで、次のフィー
ルドに値を入力してください。
名前

説明

[テンプレート名（Template Name）] フィールド

テンプレートの一意の名前。

[テンプレートの説明（Template Description）] フィー テンプレートの簡単な説明。
ルド
[ノード カウント（Node Count）] フィールド

クラスタのノードの数。デフォルトは 4 ノードで
す。

[Hadoop ディストリビューション（Hadoop
Distribution）] ドロップダウン リスト

Hadoop ディストリビューションのタイプ。Hadoop
クラスタ サービスは、選択した Hadoop ディストリ
ビューションに基づいて表示されます。

[Hadoop ディストリビューション バージョン
（Hadoop Distribution Version）]

Hadoop ディストリビューションのバージョンを選
択します。

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレート
クラスタ設定パラメータ テンプレートを選択しま
（Hadoop Cluster Configuration Parameters Template）] す。
ドロップダウン リスト
[ストレージ プール ディスク グループ設定（Storage Pool Disk Grouping Configuration）]
[1 ～ 12 個のディスクを搭載したサーバのプールあ 1 ～ 12 個の範囲のディスクを搭載したサーバのプー
たりディスク数（No.of disks per pool for the servers ルごとのディスクの数。このフィールドは MapR ク
with disks 1-12）] フィールド
ラスタの場合のみ表示されます。MapR クラスタで
新しいノードを作成する前に、値を入力する必要が
あります。
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名前

説明

[13 ～ 24 個のディスク搭載したサーバのプールあた 13 ～ 24 個の範囲のディスクを搭載したサーバの
りディスク数（No.of disks per pool for the servers with プールごとのディスクの数。このフィールドはMapR
disks 13-24）] フィールド
クラスタの場合のみ表示されます。MapR クラスタ
で新しいノードを作成する前に、値を入力する必要
があります。
[24 個を超えるディスクを搭載したサーバのプール 24 ～ 96 個の範囲のディスクを搭載したサーバの
あたりディスク数（No.of disks per pool for the servers プールごとのディスクの数。このフィールドはMapR
with disks >24）] フィールド
クラスタの場合のみ表示されます。MapR クラスタ
で新しいノードを作成する前に、値を入力する必要
があります。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
サービス選択ポリシーを作成します。

サービス選択ポリシーの作成
クラスタ ポリシーには、Hadoop クラスタで有効にする Hadoop クラスタ サービスが入っていま
す。

（注）

[Service Selection（サービス選択）] ページには、すでに [Hadoop クラスタ プロファイル テン
プレート（Hadoop Cluster Profile Template）] ページで選択した Hadoop ディストリビューショ
ンに応じて、Hadoop クラスタ サービスが表示されます。

ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [サービス選択ポリシー（Services Selection Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

ユーザがクラスタで有効にするオプションの Hadoop クラスタ サービスのチェックボックスをオンにしま
す。
一部の Hadoop クラスタ サービスはディストリビューションに必要で、無効にできません。使用可能な
Hadoop クラスタ サービスは次のとおりです。
• [HDFS] —データ ストレージの Hadoop クラスタのすべてのノードに及ぶファイル システム。この
サービスは、データが失われないように複数のノード間でデータを複製します。
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• [YARN] —クラスタのコンピューティング リソースを制御し、アプリケーションのスケジューリング
に使用する、リソース管理プラットフォーム。
• [HBase] —高速読み書きの列指向型のデータベース。
• [Hive] — HDFS および Hbase に保存された大規模データ セットの容易なデータ要約、アドホック ク
エリー、および分析を促進する Hadoop のクエリー エンジン フレームワーク。SQL に似たセマンティ
クスを持つ Hive により、RDBMS ユーザは Hadoop の非構造化データの照会へ容易に移行できます。
• [Oozie] —複雑なデータ処理操作を調整するためのワークフロー環境。
• [ZooKeeper] —ノード間で同期するためのインフラストラクチャ。アプリケーションでは、クラスタ
全体のタスクが確実にシリアル化または同期されます。
• [Hue] —ユーザ エクスペリエンスを向上する Hadoop の共通コンポーネントを集約するインターフェ
イス。これにより、システムに潜在的に存在する複雑性を回避でき、コマンドライン インターフェ
イスを迂回します。
• [Spark] —オープン ソース データ分析エンジン。
• [Key-Value ストア インデクサ（Key-Value Store Indexer）] —クラスタ全体でデータをインデクシング
するための方法。
• [SOLR] —クラスタ全体でデータを検索するための方法。
• [Sqoop] —リレーショナル データベースなど、Hadoop と構造化データ ストア間のバルク データを転
送するクライアント サーバ ツール。
• [Impala] — Apache Hadoop 上でネイティブに実行する大規模並列処理（MPP）SQL クエリー エンジ
ン。
• [Flume] —大量のストリーミング データを Hadoop 分散ファイル システム（HDFS）を効率的に収集
し、集約、移動するための信頼性があり、可用性に優れた分散サービス。
ステップ 3

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
ラック割り当てポリシーを設定します。

ラック割り当てポリシーの設定

ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [ラック割り当てポリシー（Rack Assignment Policy）] ページで、次の操作を実行できます。
• 1 つ以上の Hadoop ノード設定ポリシーを作成する。[追加(+)（Add (+)）] をクリックして、ステップ
2 を実行します。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
63

Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの設定
HDFS ポリシーの設定

• デフォルトのポリシー ノード設定を変更する。テーブルでデフォルト ポリシーを選択します。[編集
（Edit）] をクリックして、ステップ 2 を実行します。
ステップ 2

[Hadoop ノード設定ポリシーへのエントリの追加（Add Entry to Hadoop Node Configuration Policy）] ダイア
ログボックスで、次の手順を実行します。
a) [ラック名（Rack Name）] フィールドに、ラック サーバの名前を入力します。
b) [DataNodes（DataNodes）] フィールドで、[選択（Select）] をクリックし、そのサーバで設定する各ノー
ドのチェックボックスをオンにします。
（注）
最低数のノードが必要な Hadoop クラスタ サービスもあります。たとえば、ZooKeeper は少
なくとも 3 つのノードが必要です。
c) [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 3

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
HDFS ポリシーを設定します。

HDFS ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [HDFS ポリシー（HDFS Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

HDFS ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[HDFS ポリシー エントリの編集（Edit HDFS Policy Entry）] ダイアログボックスで、確認し、必要に応じ
て次のフィールドの値を変更します。
a) ノードを HDFS の DataNode として動作させる場合は、[DataNode（DataNode）] ドロップダウン リスト
で、[はい（Yes）] を選択します。データ ノードは、ネーム ノードまたはクライアントによって要求
があった場合、データを保存および取得します。
b) ノードを HDFS のプライマリ ネーム ノードとして動作させる場合は、[プライマリ NameNode（Primary
NameNode）] ドロップダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。プライマリ ネーム ノードは
HDFS クラスタのすべての操作を維持します。HDFS クラスタの 1 つのプライマリ ネーム ノードは 1
つだけです。
c) ノードを HDFS のセカンダリ ネーム ノードとして動作させる場合は、[セカンダリ NameNode（Secondary
NameNode）] ドロップダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。セカンダリ ネーム ノードは、
プライマリ ネーム ノードの直接後継ではありません。セカンダリ ネーム ノードの主要な役割は、編
集ログが大きくなりすぎないように定期的に FSImage をマージし、ログを編集することです。2 つの
ファイルをマージするのにより多くのメモリが必要であるため、セカンダリ ネーム ノードは別の物理
システムで動作します。プライマリ ネーム ノードに障害が発生した場合に使用できるよう、マージさ
れたファイルのコピーをそのローカル ファイル システムに保持します。
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d) ノードを HDFS のバランサとして動作させる場合は、[バランサ（Balancer）] ドロップダウン リスト
で、[はい（Yes）] を選択します。
e) ノードを HDFS の HTTPFS として動作させる場合は、[HTTPFS（HTTPFS）] ドロップダウン リスト
で、[はい（Yes）] を選択します。このサービスは、HDFS への HTTP アクセスを提供します。
f) ノードを HDFS のフェールオーバー コントローラとして動作させる場合は、[フェールオーバー コン
トローラ（Fail Over Controller）] ドロップダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
g) ノードを HDFS のゲートウェイとして動作させる場合は、[ゲートウェイ（Gateway）] ドロップダウン
リストで、[はい（Yes）] を選択します。
ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

HDFS のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
CLDB ポリシーを設定します。

CLDB ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [CLDB ポリシー（CLDB Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

CLDB ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[CLDB ポリシー エントリの編集（Edit CLDB Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを CLDB エー
ジェントとして動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

CLDB のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
YARN ポリシーを設定します。
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YARN ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [YARN ポリシー（YARN Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

YARN ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[YARN ポリシー エントリの編集（Edit YARN Policy Entry）] ダイアログボックスで、確認し、必要に応じ
て次のフィールドの値を変更します。
a) ノードを Resource Manager として動作させる場合は、[Resource Manager（Resource Manager）] ドロッ
プダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。Resource Manager は、システム内のすべてのアプリ
ケーション間でリソースを割り当てる最高レベルの権限です。
b) ノードをタスクの Node Manager として動作させる場合は、[Node Manager（Node Manager）] ドロップ
ダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。Node Manager は、アプリケーション コンテナの起動、
リソースの使用状況（CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク）のモニタ、Resource Manager への報告
を担当します。
c) ノードをゲートウェイとして動作させる場合は、[ゲートウェイ（Gateway）] ドロップダウン リスト
で、[はい（Yes）] を選択します。
d) ノードをジョブ履歴として保存する場合は、[JobHistory（JobHistory）] ドロップダウン リストで、[は
い（Yes）] を選択します。
e) [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Yarn のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
ZooKeeper ポリシーを設定します。
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ZooKeeper ポリシーの設定
（注）

ZooKeeper については最低限 3 つのノードを設定します。

ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [ZooKeeper ポリシー（ZooKeeper Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

ZooKeeper ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリック
します。

ステップ 3

[ZooKeeper ポリシー エントリの編集（Edit ZooKeeper Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを
ZooKeeper として動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

ZooKeeper のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
HBase ポリシーを設定します。

HBase ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [HBase ポリシー（HBase Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

HBase ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[HBase ポリシー エントリの編集（Edit HBase Policy Entry）] ダイアログボックスで、確認し、必要に応じ
て次のフィールドの値を変更します。
a) ノードを HBase マスターとして動作させる場合は、[HBase マスター（HBase Master）] ドロップダウン
リストで、[はい（Yes）] を選択します。
b) ノードをリージョン サーバとして動作させる場合は、[リージョン サーバ（Region Server）] ドロップ
ダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
c) ノードを HBase Thrift として動作させる場合は、[HBase Thrift サーバ（HBase Thrift Server）] ドロップ
ダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
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d) [送信（Submit）] をクリックします。
ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

HBase のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
Hive ポリシーを設定します。

Hive ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Hive ポリシー（Hive Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Hive ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[Hive ポリシー エントリの編集（Edit Hive Policy Entry）] ダイアログボックスで、確認し、必要に応じて
次のフィールドの値を変更します。
a) ノードを HiveServer2 として動作させる場合は、[HiveServer2（HiveServer2）] ドロップダウン リスト
で、[はい（Yes）] を選択します。
b) ノードを Hive メタストアとして動作させる場合は、[Hive Metastore サーバ（Hive Metastore Server）] ド
ロップダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
c) ノードを WebHCat として動作させる場合は、[WebHCat（WebHCat）] ドロップダウン リストで、[は
い（Yes）] を選択します。WebHCat は、Hadoop のテーブルおよびストレージ管理レイヤである HCatalog
の REST API です。
d) ノードを Hive のゲートウェイとして動作させる場合は、[ゲートウェイ（Gateway）] ドロップダウン
リストで、[はい（Yes）] を選択します。
e) [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Hive のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
Oozie ポリシーを設定します。
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Oozie ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Oozie ポリシー（Oozie Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Oozie ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Oozie ポリシー エントリの編集（Edit Oozie Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを Oozie サーバ
として動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

Oozie のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
Hue ポリシーを設定します。

Hue ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Hue ポリシー（Hue Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Hue ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[Hue ポリシー エントリの編集（Edit Hue Policy Entry）] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) ノードを Hue サーバとして動作させる場合は、[Hue サーバ（Hue Server）] ドロップダウン リストで、
[はい（Yes）] を選択します。
b) ノードを BeesWax サーバとして動作させる場合は、[BeesWax サーバ（BeesWax Server）] ドロップダ
ウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
c) ノードを Kt Renewer として動作させる場合は、[Kt Renewer（Kt Renewer）] ドロップダウン リストで、
[はい（Yes）] を選択します。
d) [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

Hue のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
Spark ポリシーを設定します。
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Spark ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Spark ポリシー（Spark Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Spark ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Spark ポリシー エントリの編集（Edit Spark Policy Entry）] ダイアログボックスで、確認し、必要に応じて
次のフィールドの値を変更します。
a) ノードを Spark マスターとして動作させる場合は、[Spark マスター（Spark Master）] ドロップダウン
リストで、[はい（Yes）] を選択します。
b) ノードを Spark ワーカーとして動作させる場合は、[Spark ワーカー（Spark Worker）] ドロップダウン
リストで、[はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Spark のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
Key-Value ストア インデクサ ポリシーを設定します。

Key-Value ストア インデクサ ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Key-Value ストア インデクサ ポリシー（Impala PolicyKey-Value Store Indexer Policy）] ページで、次の
手順を実行します。

ステップ 2

Key-Value ストア インデクサ ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集
（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[KSIndexer ポリシー エントリの編集（Edit KSIndexer Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを
KSIndexer サーバとして動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

KSIndexer のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。
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次の作業
Solr ポリシーを設定します。

Solr ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Solr ポリシー（Solr Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Solr ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[Solr ポリシー エントリの編集（Edit Solr Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを Solr サーバとし
て動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Solr のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
Sqoop ポリシーを設定します。

Sqoop ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Sqoop ポリシー（Sqoop Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Sqoop ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Sqoop ポリシー エントリの編集（Edit Sqoop Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを Sqoop サー
バとして動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Sqoop のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
Impala ポリシーを設定します。
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Impala ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Impala ポリシー（Impala Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Impala ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Impala ポリシー エントリの編集（Edit Impala Policy Entry）] ダイアログボックスで、次の手順を実行しま
す。
a) ノードを Impala デーモンとして動作させる場合は、[Impala デーモン（Impala Daemon）] ドロップダウ
ン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
b) ノードを Impala Statestore として動作させる場合は、[Impala StateStore（Impala StateStore）] ドロップダ
ウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
c) ノードを Impala カタログ サーバとして動作させる場合は、[Impala カタログ サーバ（Impala Catalog
Server）] ドロップダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
このダイアログボックスのその他のフィールドは情報提供にのみ使用されます。
d) [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 4

Impala のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
Flume ポリシーを設定します。

Flume ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Flume ポリシー（Flume Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Flume ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Flume ポリシー エントリの編集（Edit Flume Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを Flume エー
ジェントとして動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Flume のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。
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次の作業
PIG ポリシーを設定します。

PIG ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Pig ポリシー（Pig Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Pig ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[Pig ポリシー エントリの編集（Edit Pig Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを Pig エージェント
として動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Pig のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

次の作業
MAHOUT ポリシーを設定します。

MAHOUT ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [MAHOUT ポリシー（MAHOUT Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

MAHOUT ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックし
ます。

ステップ 3

[MAHOUT ポリシー エントリの編集（Edit MAHOUT Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを
MAHOUT エージェントとして動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

MAHOUT のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
Falcon ポリシーを設定します。
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Falcon ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Falcon ポリシー（Falcon Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Falcon ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Falcon ポリシー エントリの編集（Edit Falcon Policy Entry）] ダイアログボックスで [はい（Yes）] を選択
します。[Falcon サーバ（Falcon Server）] ドロップダウン リストから Falcon サーバ、および [Falcon クラ
イアント（Falcon Client）] ドロップダウン リストから Falcon クライアントとしてノードを動作させるこ
とができます。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Falcon のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
Tez ポリシーを設定します。

Tez ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Tez ポリシー（Tez Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Tez ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 3

[Tez ポリシー エントリの編集（Edit Pig Policy Entry）] ダイアログボックスで、ノードを Tez エージェン
トとして動作させる場合は [はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Tez のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
Storm ポリシーを設定します。
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Storm ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Storm ポリシー（Storm Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Storm ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Storm ポリシー エントリの編集（Edit Storm Policy Entry）] ダイアログボックスで、次の手順を実行しま
す。
a) ノードを DRPC サーバとして動作させる場合は、[DRPC サーバ（DRPC Server）] ドロップダウン リス
トで、[はい（Yes）] を選択します。
b) ノードを Nimbus サーバとして動作させる場合は、[Nimbus（Nimbus）] ドロップダウン リストで、[は
い（Yes）] を選択します。
c) ノードを Storm REST API サーバとして動作させる場合は、[Storm REST API サーバ（Storm REST API
Server）] ドロップダウン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
d) ノードを Storm UI サーバとして動作させる場合は、[Storm UI サーバ（Storm UI Server）] ドロップダウ
ン リストで、[はい（Yes）] を選択します。
e) ノードをスーパーバイザとして動作させる場合は、[スーパーバイザ（Supervisor）] ドロップダウン リ
ストで、[はい（Yes）] を選択します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Storm のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
Ganglia ポリシーを設定します。

Ganglia ポリシーの設定
ステップ 1

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Profile Template）] ウィザード
の [Ganglia ポリシー（Ganglia Policy）] ページで、次の手順を実行します。

ステップ 2

Ganglia ポリシー設定を変更するノードのあるテーブルの行をクリックし、[編集（Edit）] をクリックしま
す。

ステップ 3

[Ganglia ポリシー エントリの編集（Edit Ganglia Policy Entry）] ダイアログボックスで [はい（Yes）] を選
択します。[Ganglia サーバ（Ganglia Server）] ドロップダウン リストから Ganglia サーバ、および [Ganglia
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モニタ（Ganglia Monitor）] ドロップダウン リストから Ganglia モニタとしてノードを動作させることがで
きます。
ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

Ganglia のその他のノードを設定するには、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの複製
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレート（Hadoop Cluster Profile Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

複製するテンプレートの行をクリックします。

ステップ 4

[複製（Clone）] をクリックします。

ステップ 5

[Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの複製（Clone Hadoop Cluster Profile Template）] ダイアログ
ボックスで、次の手順を実行します。
a) 新しい Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートの一意の名前と説明を入力します。
b) [次へ（Next）] をクリックして、各ページで情報を確認し、必要に応じて変更します。
c) [送信（Submit）] をクリックします。
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Cisco UCS サーバ プール ポリシーの設定
この章は、次の項で構成されています。
• サーバ プール ポリシー資格情報の概要, 77 ページ
• サーバ プール ポリシーの概要, 82 ページ

サーバ プール ポリシー資格情報の概要
このポリシーは、ディスカバリ プロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー
バを資格認定します。資格情報は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリ
シーで設定されたルールです。たとえば、データセンター プールのサーバの最小メモリ容量を指
定するルールを作成できます。
資格情報は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するた
めに使用されます。たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサー
バを 1 つ以上のサーバ プールに追加したり、自動的にサービス プロファイルと関連付けたりでき
ます。
サーバ プール ポリシー資格情報を使用すると、次の基準に従ってサーバを資格認定できます。
• アダプタのタイプ
• シャーシの場所
• メモリのタイプと設定
• 電源グループ
• CPU のコア数、タイプ、および設定
• ストレージの設定と容量
• サーバのモデル
実装によっては、サーバプールポリシー資格情報を使用して、次を含む複数のポリシーを設定す
る必要があります。
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• 自動構成ポリシー
• シャーシ ディスカバリ ポリシー
• サーバ ディスカバリ ポリシー
• サーバ継承ポリシー
• サーバ プール ポリシー

サーバ プール ポリシーの資格情報の作成

ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで Pod を展開し、Cisco UCS Manager アカウントをクリックします。

ステップ 3

右側のペインで [組織（Organizations）] タブをクリックします。

ステップ 4

ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[サーバプールポリシー認定の名前を入力（Server Pool Policy Qualifications）] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 7

[サーバプールポリシー認定の作成（Create Server Pool Policy Qualifications）] ウィザードで、ポリシーの名
前と説明を入力し、[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[アダプタの条件（Adapter Qualifications）] ページで、次の手順を実行してアダプタの条件をポリシーに追
加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックします。
a) [アダプタの条件の追加（Add Adapter Qualifications）] チェックボックスをオンにします。
b) [タイプ（Type）] ドロップダウン リストから、ポリシーに含めるアダプタのタイプを選択します。
アダプタの条件を保存すると、このタイプは変更できなくなります。
c) [モデル(正規表現)（Model(RegEx)）] フィールドに、アダプタ PID が一致する必要のある正規表現を入
力します。
d) [最大容量を入力（Maximum Capacity）] フィールドに、選択したタイプの最大容量を入力します。
e) [次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[シャーシ認定またはサーバ認定（Chassis/Server Qualifications）] ページで、次の手順を実行してシャーシ
認定およびサーバ認定をポリシーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックし
ます。
a) [シャーシ認定またはサーバ認定の追加（Add Chassis/Server Qualifications）] チェックボックスをオンに
します。
b) [最初のシャーシID（First Chassis ID）] フィールドに、このポリシーに関連付けられているサーバ プー
ルが取得できる最初のシャーシ ID を入力します。
アダプタの条件を保存すると、このタイプは変更できなくなります。
c) [シャーシ数（Number of Chassis）] フィールドに、プールに含めるシャーシの合計数を入力します。こ
の場合、[最初のシャーシID（First Chassis ID）] フィールドで指定したシャーシから数え始めます。
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d) [サーバ認定の範囲（Server Qualification Ranges）] フィールドに、使用するサーバの位置の範囲を入力
します。
複数の範囲を入力する場合は、範囲をカンマで区切ります。たとえば、1:5,2:6 と入力します。
e) [次へ（Next）] をクリックします。
例：

たとえば、シャーシ 5、6、7、8 を使用する場合、[最初のシャーシID（First Chassis ID）] フィールドに 5
を入力し、[シャーシ数（Number of Chassis）] フィールドに 4 を入力します。シャーシ 3 のみを使用する
場合は、[最初のシャーシID（First Chassis ID）] フィールドに 3 を入力し、[シャーシ数（Number of Chassis）]
フィールドに 1 を入力します。
ステップ 10 [メモリ認定（Memory Qualifications）] ページで、次の手順を実行してメモリ認定をポリシーに追加する
か、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックします。
a) [メモリ認定の追加（Add Memory Qualifications）] チェックボックスをオンにします。
b) 次のフィールドに入力します。
名前

説明

[クロック（Clock）]フィールド

必要な最小クロック速度（MHz）。

[最小容量（Min Cap）] フィールド

最小限必要なメモリ容量（メガバイト単位）。

[最大容量（Max Cap）]フィールド

メモリの許容最大容量（メガバイト単位）。

[幅（Width）] フィールド

データ バスの最小幅。

[遅延（Latency）] フィールド

許容される最大遅延（ナノ秒）。

[ユニット（Units）] フィールド

[幅（Width）] フィールドの値と関連付けられる測
定単位。

c) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11 [CPU 認定またはコア認定（CPU/Cores Qualifications）] ページで、次の手順を実行して CPU 認定およびコ
ア認定をポリシーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックします。
a) [CPU認定またはコア認定の追加（Add CPU/Cores Qualifications）] チェックボックスをオンにします。
b) 次のフィールドに入力します。
名前

説明

[プロセッサアーキテクチャ（Processor
Architecture）] ドロップダウン リスト

このポリシーが適用される CPU アーキテクチャを
選択します。

[コアの最小数（Min Number of Cores）] フィール 最小限必要な CPU コアの数。1 ～ 65535 の整数を
ド
指定します。
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名前

説明

[コアの最大数（Max Number of Cores）] フィール CPU コアの許容最大数。1 ～ 65535 の整数を指定
ド
します。
[スレッドの最小数（Min Number of Threads）]
フィールド

最小限必要な CPU スレッドの数。関連付けられた
テキスト フィールドで 1 ～ 65535 の整数を指定し
ます。

[スレッドの最大数（Max Number of Threads）]
フィールド

CPU スレッドの許容最大数。1 ～ 65535 の整数を
指定します。

[CPU速度（CPU Speed）] フィールド

最小限必要な CPU 速度。

[モデル(正規表現)（Model(RegEx)）] フィールド

プロセッサ PID が一致する必要のある正規表現。

[CPUステッピング（CPU Stepping）] フィールド

最小限必要な CPU バージョン。

c) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 12 [ストレージ認定（Storage Qualifications）] ページで、次の手順を実行してストレージ認定をポリシーに追
加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックします。
a) [ストレージ認定の追加（Add Storage Qualifications）] チェックボックスをオンにします。
b) 次のフィールドに入力します。
名前

説明

[ディスクレス（Diskless）] ドロップダウン リス
ト

使用可能なストレージをディスクレスにする必要
があるかどうかを選択します。次のいずれかを選
択できます。
• [未指定（Unspecified）]：どのストレージ タ
イプも受け入れ可能です。
• [はい（Yes）]：ストレージ タイプはディス
クレスにする必要があります。
• [いいえ（No）]：ストレージをディスクレス
にすることはできません。
[はい（Yes）]を選択した場合、追加のフィールド
は表示されません。

[最小容量（Min Cap）] フィールド
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名前

説明

[最大容量（Max Cap）] フィールド

ストレージの許容最大容量（メガバイト単位）。

[ブロック数（Number of Blocks）] フィールド

最小限必要なブロック数。

[各ディスクの容量（Per Disk Cap）] フィールド

最小限必要なディスクあたりのストレージ容量
（ギガバイト単位）。

[ブロック サイズ（Block Size）] フィールド

最小限必要なブロック サイズ（バイト単位）。

[ユニット（Units）] フィールド

ユニット数。

c) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 13 [電源グループ認定（Power Group Qualifications）] ページで、次の手順を実行して電源グループ認定をポリ
シーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックします。
a) [電源グループ認定の追加（Add Power Group Qualifications）] チェックボックスをオンにします。
b) [電源グループ（Power Group）] ドロップダウン リストから、ポリシーに含める電源グループを選択し
ます。
c) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 14 [ラック認定（Rack Qualifications）] ページで、次の手順を実行してラックマウント サーバ認定をポリシー
に追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックします。
a) [ラック認定の追加（Add Rack Qualifications）] チェックボックスをオンにします。
b) [最初のスロットID（First Slot ID）] フィールドに、このポリシーに関連付けられているサーバ プール
が取得できる最初のラックマウント サーバ ID を入力します。
アダプタの条件を保存すると、このタイプは変更できなくなります。
c) [スロット数（Number of Slots）] フィールドに、プールに含めるラックマウント サーバ スロットの合
計数を入力します。この場合、[最初のスロットID（First Slot ID）] フィールドで指定したサーバ スロッ
トから数え始めます。
d) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 15 [サーバモデル認定（Server Model Qualifications）] ページで、次の手順を実行してラックマウント サーバ
認定をポリシーに追加するか、それらを追加しない場合は [次へ（Next）] をクリックします。
a) [サーバモデル認定の追加（Add Server Model Qualifications）] チェックボックスをオンにします。
b) [モデル(正規表現)（Model(RegEx)）] フィールドに、サーバ モデル PID が一致する必要がある正規表
現を入力します。
c) [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 16 [送信（Submit）] をクリックします。
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サーバ プール ポリシーの概要
このポリシーはサーバ ディスカバリ プロセス中に呼び出されます。これは、サーバ プール ポリ
シー資格情報により、サーバと、ポリシーで指定されたターゲット プールが一致した場合にどの
ような処理が行われるかを定義します。
サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバ プール ポリシーがあった場
合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。

サーバ プール ポリシーの作成
はじめる前に
このポリシーでは、次のリソースの 1 つ以上がシステムにすでに存在している必要があります。
• 1 つ以上のサーバ プール。
• サーバ プール ポリシー資格情報（サーバをプールに自動的に追加する場合）。

ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで Pod を展開し、Cisco UCS Manager アカウントをクリックします。

ステップ 3

右側のペインで [組織（Organizations）] タブをクリックします。

ステップ 4

ポリシーを作成する組織をクリックして [詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 5

[サーバプールポリシー（Server Pool Policies）] タブをクリックします。

ステップ 6

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 7

[サーバプールポリシーの作成（Create Server Pool Policy）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を
入力します。
名前

説明

[名前（Name）] フィールド

ポリシーの一意の名前。

[説明（Description）] フィールド

ポリシーの説明。

[ターゲットプール（Target Pool）] ドロップダウン ポリシーに関連付けるサーバプールを選択します。
リスト
[認定（Qualification）] ドロップダウン リスト

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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第

10

章

Hadoop クラスタ導入テンプレートの設定お
よび展開
この章は、次の項で構成されています。
• クラスタ導入テンプレートの作成, 85 ページ
• インスタント Hadoop クラスタの作成, 86 ページ
• カスタマイズされた Hadoop クラスタの作成, 89 ページ
• インスタントおよびカスタマイズ Hadoop クラスタのプロビジョニング, 93 ページ

クラスタ導入テンプレートの作成
はじめる前に
• Cisco UCS Service Profile Template for Big Data を作成する
• Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートを作成する

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[クラスタ導入テンプレート（Cluster Deploy Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[クラスタ導入テンプレートの追加（Add Cluster Deploy Template）] ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力します。
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名前

説明

[テンプレート名（Template Name）] フィールド

Hadoop クラスタ導入テンプレートの一意の名前を
入力します。

[説明（Description）] フィールド

テンプレートの簡単な説明を入力します。

[コンテナ タイプ（Container Type）] ドロップダウ
ン リスト

クラスタのコンテナのタイプを選択します。

[UCS テンプレートの選択（Select UCS Template）] Hadoop クラスタで使用するビッグデータ向け UCS
ドロップダウン リスト
サービスプロファイルテンプレートを選択します。
（注）
コンテナ タイプとして Splunk を選択した
場合は、Splunkソフトウェアを備えたビッ
グデータ向け UCS サービス プロファイル
テンプレートを選択し、Splunk クラスタ
を作成します。

ステップ 5

[追加（Add）] をクリックします。

インスタント Hadoop クラスタの作成
はじめる前に
• サービス プロファイル テンプレートを作成する
• このクラスタに使用する予定の Cisco UCS Manager アカウントでサーバ プールを作成する
• MAC アドレス プールを作成する

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[クラスタ導入テンプレート（Cluster Deploy Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

[インスタント Hadoop クラスタ（Instant Hadoop Cluster）] をクリックします。

ステップ 4

[インスタント Hadoop クラスタの作成（Instant Hadoop Cluster Creation）] ダイアログボックスで、次の
フィールドに値を入力します。
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名前

説明

[ビッグデータ アカウント名（Big Data Account
Name）] フィールド

ビッグデータ アカウントの名前を入力します。

[UCSM ポリシー名プレフィックス（UCSM Policy
Name Prefix）] フィールド

UCSM ポリシー名のプレフィックスを入力します。

[Hadoop クラスタ名（Hadoop Cluster Name）] フィー Hadoop クラスタの一意の名前を入力します。
ルド
[Hadoop ノード カウント（Hadoop Node Count）]
フィールド

Hadoop クラスタのノードの数を入力します。

[SSH（ルート）パスワード（SSH (root) Password）] SSH ルート パスワードを入力します。
フィールド
（注）
SSH ユーザ名は root ユーザに関連しま
す。
[SSH パスワードの確認（Confirm SSH Password）]
フィールド

SSH ルート パスワードを入力します。

[Hadoop Manager のパスワード（Hadoop Manager
Password）] フィールド

管理コンソール パスワードを入力します。

[Hadoop Manager のパスワードの確認（Confirm
Hadoop Manager Password）] フィールド

管理コンソール パスワードを入力します。

[ホスト ノード プレフィックス（Host Node Prefix）] クラスタのホスト ノードのプレフィックスを入力
フィールド
します。
[OS バージョン（OS Version）] ドロップダウン リ
スト

このクラスタのサーバにインストールするオペレー
ティング システムを選択します。

[Hadoop ディストリビューション（Hadoop
Distribution）] ドロップダウン リスト

このクラスタに使用する Hadoop ディストリビュー
ションを選択します。

[Hadoop ディストリビューション バージョン
（Hadoop Distribution Version）] ドロップダウン リ
スト

Hadoop ディストリビューションのバージョンを選
択します。

[Oracle JDK（Oracle JDK）] ドロップダウン リスト Oracle JDK のバージョンを選択します。
[外部データベース（External Database）] ドロップ
ダウン リスト

外部データベースを使用します。また、ここから新
しいデータベースを設定できます。
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名前

説明

[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックス

複数の UCSM Splunk アカウントを使用する場合、
[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックスを
オンにします。
次のワークフローは、インスタントおよびカスタマ
イズされた Hadoop クラスタの作成中に確立されま
す。
• UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF
• Single UCSM Server Configuration WF。（この
WF は UCSM アカウントごとにトリガーされ
ます。たとえば、UCSM 120、UCSM 121。）
• UCS CPA Node BareMetal。（この WF はノー
ドごとにトリガーされます。）

[UCS Manager アカウント（UCS Manager Account）] このクラスタの Cisco UCS Manager アカウントを選
ドロップダウン リスト
択します。
[組織（Organization）] ドロップダウン リスト

このクラスタのサーバがある組織を選択します。

[OSに使用できるSSDブートドライブ（SSD Boot
Drives Available for OS）] チェックボックス

RAID レベル OS ディスクのサーバ ディスクの可用
性を確認しない場合は、このチェックボックスをオ
ンにします。サーバにソリッドステート ドライブ
（SSD）が含まれていることを確認します。
このチェックボックスを選択しないと、RAID レベ
ル OS ディスクおよびデータのサーバ ディスクの可
用性。

[PXE VLAN ID（PXE VLAN ID）] フィールド

PXE VLAN ID を入力します。

[サーバ プール（Server Pool）] テーブル

このクラスタで使用するサーバ プールを入力しま
す。
Cisco UCS Manager アカウントおよび選択される組
織により、どのサーバ プールがこの領域に表示さ
れるかが決まります。

[UCS SP テンプレート（UCS SP Template）] テーブ Hadoop クラスタの作成に、既存の UCS サービス プ
ル
ロファイル テンプレートを選択します。
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ステップ 5

[vNIC テンプレート（vNIC Template）] テーブルで、クラスタに使用できる vNIC テンプレートを確認し、
必要に応じて編集します。

ステップ 6

vNIC テンプレートを編集する場合、そのテンプレートの行を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 7

[vNIC テンプレート入力の編集（Edit vNIC Template Entry）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
名前

説明

[vNIC 名（vNIC Name）] ドロップダウン リスト

選択したテンプレートの vNIC の名前。このフィー
ルドは情報提供にのみ使用されます。

[IP プール（IP Pool）] ドロップダウン リスト

この vNIC に割り当てられた IP アドレスに使用する
ビッグデータ IP プールを選択します。

[MAC アドレス プール（MAC Address Pool）] ドロッ このクラスタで使用する MAC アドレス プールを選
プダウン リスト
択します。（既存の UCS SP テンプレートが選択さ
れている場合、このドロップダウン リストは無効
です。）
[最初のMACアドレス（First MAC Address）] フィー このクラスタで使用する MAC アドレス プールを入
ルド
力します。

ステップ 8

[サイズ（Size）] フィールド

サイズを入力します。（既存の UCS SP テンプレー
トが選択されている場合、このフィールドは無効で
す。）

[VLAN ID] フィールド

このクラスタの VLAN ID を入力します。（既存の
UCS SP テンプレートが選択されている場合、この
フィールドは無効です。）

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
インスタント Hadoop クラスタの作成後にトリガーされるワークフローを表示およびモニタできま
す。

カスタマイズされた Hadoop クラスタの作成
はじめる前に
• サービス プロファイル テンプレートを作成する。
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• Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートを作成する。
• Hadoop 設定パラメータの詳細を設定する。
• Cisco UCS Director Express for Big Data が使用する Hadoop クラスタ導入テンプレートを作成
して、Hadoop クラスタを作成する。
• このクラスタに使用する予定の Cisco UCS Manager アカウントでサーバ プールを作成する。
• MAC アドレス プールを作成する。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[クラスタ導入テンプレート（Cluster Deploy Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

Hadoop クラスタに使用するテンプレートを選択し、[カスタマイズされた Hadoop クラスタ（Customized
Hadoop Cluster）] をクリックします。

ステップ 4

[カスタマイズされた Hadoop クラスタの作成（Customized Hadoop Cluster Creation）] ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ビッグデータ アカウント名（Big Data Account
Name）] フィールド

ビッグデータ アカウントの名前を入力します。

[UCSM ポリシー名プレフィックス（UCSM Policy
Name Prefix）] フィールド

UCSM ポリシー名のプレフィックスを入力します。

[Hadoop クラスタ名（Hadoop Cluster Name）] フィー Hadoop クラスタの一意の名前を入力します。
ルド
[Hadoop ノード カウント（Hadoop Node Count）]
フィールド

Hadoop クラスタのノードの数を入力します。

[SSH（ルート）パスワード（SSH (root) Password）] SSH ルート パスワードを入力します。
フィールド
（注）
SSH ユーザ名は root ユーザに関連しま
す。
[SSH パスワードの確認（Confirm SSH Password）]
フィールド

SSH ルート パスワードを入力します。

[Hadoop Manager のパスワード（Hadoop Manager
Password）] フィールド

管理コンソール パスワードを入力します。

[Hadoop Manager のパスワードの確認（Confirm
Hadoop Manager Password）] フィールド

管理コンソール パスワードを入力します。
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名前

説明

[ホスト ノード プレフィックス（Host Node Prefix）] クラスタのホスト ノードのプレフィックスを入力
フィールド
します。
[OS バージョン（OS Version）] ドロップダウン リ
スト

このクラスタのサーバにインストールするオペレー
ティング システムを選択します。

[Hadoop ディストリビューション（Hadoop
Distribution）] ドロップダウン リスト

このクラスタに使用する Hadoop ディストリビュー
ションを選択します。

[Hadoop ディストリビューション バージョン
（Hadoop Distribution Version）] ドロップダウン リ
スト

Hadoop ディストリビューションのバージョンを選
択します。

[Oracle JDK（Oracle JDK）] ドロップダウン リスト Oracle JDK のバージョンを選択します。
[外部データベース（External Database）] ドロップ
ダウン リスト

外部データベースを使用します。また、ここから新
しいデータベースを設定できます。

[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックス

複数の UCSM アカウントを使用する場合、
[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックスを
クリックします。
次のワークフローは、インスタント Hadoop クラス
タの作成時とカスタマイズされた Hadoop クラスタ
の作成時に作成されます。
• UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF
• Single UCSM Server Configuration WF。（この
WF は UCSM アカウントごとにトリガーされ
ます。たとえば、UCSM 120、UCSM 121。）
• UCS CPA Node BareMetal。（この WF はノー
ドごとにトリガーされます。）

[UCS Manager アカウント（UCS Manager Account）] このクラスタの Cisco UCS Manager アカウントを選
ドロップダウン リスト
択します。
[組織（Organization）] ドロップダウン リスト

このクラスタのサーバがある組織を選択します。
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名前

説明

[OSに使用できるSSDブートドライブ（SSD Boot
Drives Available for OS）] チェックボックス

RAID レベル OS ディスクのサーバ ディスクの可用
性を確認しない場合は、このチェックボックスをク
リックします。サーバに SSD が含まれていること
を確認します。
このチェックボックスを選択しないと、RAID レベ
ル OS ディスクおよびデータのサーバ ディスクの可
用性。

[PXE VLAN ID（PXE VLAN ID）] フィールド

PXE VLAN ID を入力します。

[サーバ プール（Server Pool）] テーブル

このクラスタで使用するサーバ プール。
Cisco UCS Manager アカウントおよび選択される組
織により、どのサーバ プールがこの領域に表示さ
れるかが決まります。

[UCS SP テンプレート（UCS SP Template）] テーブ Hadoop クラスタの作成に、既存の UCS サービス プ
ル
ロファイル テンプレートを選択します。

ステップ 5

[vNIC テンプレート（vNIC Template）] テーブルで、クラスタに使用できる vNIC テンプレートを確認し
て、編集します。

ステップ 6

vNIC テンプレートを編集する場合、そのテンプレートの行を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 7

[vNIC テンプレート入力の編集（Edit vNIC Template Entry）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
名前

説明

[vNIC 名（vNIC Name）] ドロップダウン リスト

選択したテンプレートの vNIC の名前。このフィー
ルドは情報提供にのみ使用されます。

[IPプール（IP Pool）] フィールド

この vNIC に割り当てられた IP アドレスに使用する
ビッグデータ IP プールを選択します。

[MAC アドレス プール（MAC Address Pool）] ドロッ このクラスタで使用する MAC アドレス プールを選
プダウン リスト
択します。（既存の UCS SP テンプレートが選択さ
れている場合、このドロップダウン リストは無効
です。）
[最初のMACアドレス（First MAC Address）] フィー MAC アドレスを入力します。
ルド
[サイズ（Size）] フィールド
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ステップ 8

名前

説明

[VLAN ID] フィールド

このクラスタの VLAN ID。（既存の UCS SP テンプ
レートが選択されている場合、このフィールドは無
効です。）

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
カスタマイズされた Hadoop クラスタの作成後にトリガーされるワークフローを表示およびモニタ
できます。

インスタントおよびカスタマイズ Hadoop クラスタのプ
ロビジョニング
クラスタ導入テンプレートを作成してカスタマイズし、ワークフローをトリガーする。

はじめる前に
• カスタマイズされた Hadoop クラスタの UCS サービス プロファイル テンプレートを作成す
る
• カスタマイズされた Hadoop クラスタの Hadoop クラスタ プロファイル テンプレートを作成
する

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflows）] タブで [UCS CPA（UCS CPA）] フォルダをクリックします。

ステップ 3

ワークフロー デザイナを開くワークフローをダブルクリックし、ワークフローを実行します。
a) インスタント Hadoop クラスタのワークフロー デザイナを開くと、順番に処理される次のタスクが表
示されます。
タスク名

説明

[インスタント Hadoop クラスタ UCS SP（Instant
Hadoop Cluster UCS SP）]

Cisco UCS Director Express for Big Data は、バック
エンドで OS および Hadoop ディストリビューショ
ン ソフトウェアをインストール際のパラメータを
自動的に指定します。
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タスク名

説明

[インスタント Hadoop クラスタ プロファイル
（Instant Hadoop Cluster Profile）]

Cisco UCS Director Express for Big Data は、バック
エンドで OS および Hadoop クラスタ サービスを
自動的に設定します。

[Hadoop クラスタ環境のセットアップ（Setup
Hadoop Cluster Env）]

Cluster 固有のスクリプトとソフトウェア ファイル
の環境をセットアップします。

[Multi BareMetal OS Install WF（Multi BareMetal OS UCS プロファイルを接続し、オペレーティング シ
Install WF）]
ステム（Linux）を起動するのに必要なすべての
ブート ファイルをセットアップします。電源投入
タスクを実行すると、ブート ファイルが取得さ
れ、オペレーティング システムが正常にインス
トールされます。
[Multi BareMetal WF モニタ（Multi BareMetal WF
Monitor）]

BareMetal OS インストール ワークフローのステー
タスをチェックします。

[コマンド実行の同期（Synchronized Command
Execution）]

—

[カスタム SSH コマンド（Custom SSH Command）] Hadoop ディストリビューション ソフトウェアを
インストールして設定します。
[Hadoop クラスタのプロビジョニング（Hadoop
Clusters）]

Hadoop クラスタ プロパティを Web コンソールに
送信します。

[完了（Completed）]

Hadoop クラスタは正常にプロビジョニングされま
す。
（注）

いずれかのタスクが失敗すると、プロビ
ジョニングが失敗したことが通知されま
す。ワークフローのモニタ方法の詳細に
ついては、「ビッグデータのサービス
リクエストのモニタリング , （160 ペー
ジ）」を参照してください。

b) カスタマイズされた Hadoop クラスタのワークフロー デザイナを開くと、順番に処理される次のタス
クが表示されます。
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タスク名

説明

[UCS サービス プロファイル テンプレートを作成 OS および Hadoop ディストリビューション ソフト
する（Create UCS Service Profile Template）]
ウェアをインストールするためのパラメータを指
定します。
[Hadoop クラスタ プロファイルの作成（Create
Hadoop Cluster Profile）]

Hadoop クラスタ サービスを設定します。

[Hadoop クラスタ環境のセットアップ（Setup
Hadoop Cluster Env）]

Cluster 固有のスクリプトとソフトウェア ファイル
の環境をセットアップします。

[Multi BareMetal OS Install WF（Multi BareMetal OS UCS プロファイルを接続し、オペレーティング シ
Install WF）]
ステム（Linux）を起動するのに必要なすべての
ブート ファイルをセットアップします。電源投入
タスクを実行すると、ブート ファイルが取得さ
れ、オペレーティング システムが正常にインス
トールされます。
[Multi BareMetal WF モニタ（Multi BareMetal WF
Monitor）]

BareMetal OS インストール ワークフローのステー
タスをチェックします。

[コマンド実行の同期（Synchronized Command
Execution）]

—

[カスタム SSH コマンド（Custom SSH Command）] Hadoop ディストリビューション ソフトウェアを
インストールして設定します。
[Hadoop クラスタのプロビジョニング（Hadoop
Clusters）]

Hadoop クラスタ プロパティを Web コンソールに
送信します。

[完了（Completed）]

Hadoop クラスタは正常にプロビジョニングされま
す。
（注）

いずれかのタスクが失敗すると、プロビ
ジョニングが失敗したことが通知されま
す。ワークフローのモニタ方法の詳細に
ついては、「ビッグデータのサービス
リクエストのモニタリング , （160 ペー
ジ）」を参照してください。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
95

Hadoop クラスタ導入テンプレートの設定および展開
インスタントおよびカスタマイズ Hadoop クラスタのプロビジョニング

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
96

第

11

章

Cisco UCS Director Express for Big Data with
Splunk Enterprise
この章は、次の項で構成されています。
• Cisco UCS Director Express for Big Data with Splunk Enterprise , 97 ページ
• Splunk アカウントの追加, 98 ページ
• Splunk アカウントのクラスタ インベントリの実行, 99 ページ
• Splunk アカウントの Splunk クラスタのロールバック, 100 ページ
• Cisco UCS Director Express for Big Data から Splunk Enterprise ユーザ インターフェイスへのア
クセス, 100 ページ
• Splunk の RAID ポリシーの編集, 101 ページ
• インスタント Splunk クラスタの作成, 104 ページ
• Splunk クラスタ作成のカスタマイズ, 107 ページ
• Splunk クラスタへの Baremetal ノードの追加, 110 ページ

Cisco UCS Director Express for Big Data with Splunk Enterprise
Cisco UCS Director Express for Big Data with Splunk Enterprise の導入によりマシン データを確実に収
集して、単一のソースから数万台のソースにすべてリアルタイムでインデックスを付けます。
Splunk Enterprise の導入はテラバイト規模の運用データに拡大しています。Cisco UCS Director は
Splunk Enterprise 導入の大規模な拡張性をサポートし、卓越したパフォーマンスを実現します。
Splunk Enterprise の導入はインデクサ Cisco UCS および検索ヘッド C220 M4 サーバ、管理機能で
構成されています。
Splunk Enterprise 導入には次の内容が含まれています。
• Cisco UCS

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
97

Cisco UCS Director Express for Big Data with Splunk Enterprise
Splunk アカウントの追加

• Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバ
• Cisco UCS VIC 1227T 仮想インターフェイス カード
• Cisco UCS Manager

Splunk アカウントの追加
Cisco UCS Director Express for Big Data を使用して Splunk クラスタを管理する場合、Splunk アカウ
ントを追加します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Splunk アカウント（Splunk Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[アカウントの追加（Add Account）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[POD] ドロップダウン リスト

追加する Splunk アカウントのポッド。

[アカウント名（Account Name）] フィールド

Splunk アカウント名。

[管理コンソール IP（Management Console IP）]
フィールド

管理コンソールの IP アドレス。

[SSH（ルート）パスワード（SSH (Root) Password）] SSH ユーザ名に関連付けられたパスワード。
フィールド
[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

SSH ユーザ名に関連付けられたパスワード。

[Splunk Manager のパスワード（Splunk Manager
Password）] フィールド

Splunk Enterprise に関連付けられたパスワード。

[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

Splunk Enterprise に関連付けられたパスワード。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 6

次の操作では、Splunk アカウントを選択します。
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名前

説明

[編集（Edit）]

Splunk アカウントを編集できます。

[削除（Delete）]

Splunk アカウントを削除します。

[設定のチェック（Check Configuration）]

既存のクラスタ設定を確認できます。

[クラスタのロールバック（Rollback Cluster）]

クラスタをロールバックし、クラスタのすべての
ノードをベアメタル サーバで使用できるようにし
ます。ロールバックは生成されたクラスタ アカウ
ントではサポートされていません。

[Splunk DMC の起動（Launch Splunk DMC）]

Splunk Enterprise を Cisco UCS Director Express for Big
Data から起動できます。

[詳細の表示（View Details）]

Splunk アカウントの詳細を提供します。

[インベントリの実行（Run Inventory）]

選択した Splunk アカウントの Splunk クラスタのイ
ンベントリを収集し、データは Cisco UCS Director
Express for Big Data データベースに保持されます。

[クレデンシャルの変更（Modify Credentials）]

Hadoop アカウントの SSH および管理コンソール ク
レデンシャルを変更できます。

Splunk アカウントのクラスタ インベントリの実行
新しい Splunk アカウントにはそれぞれ、新しいシステム タスク（インベントリ コレクタ）が作
成されます。[ビッグデータ タスク（Big Data Tasks）] フォルダに移動し、[管理（Administration）]
> [システム（System）] > [タスク（Tasks）] を選択します。システム タスクは、選択した Splunk
アカウントの Splunk クラスタのインベントリを収集し、Cisco UCS Director データベースのデータ
を確立します。システムスケジューラをコレクタで設定された間隔（30秒など）で呼び出すこと
ができるよう、このコレクタはシステム スケジューラに追加されています。
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Cisco UCS Director のシステム タスクの管理方法については、最新の『Cisco UCS Director
Administration Guide』を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Splunk アカウント（Splunk Accounts）] タブを選択します。

ステップ 3

インベントリを実行する Splunk アカウントを選択します。

ステップ 4

[インベントリの実行（Run Inventory）] をクリックします。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

Splunk アカウントの Splunk クラスタのロールバック
Splunk クラスタをロールバックし、クラスタのすべてのノードをベアメタル サーバで使用できる
ようにします。ただし、ロールバックは生成されたクラスタ アカウントではサポートされていま
せん。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Splunk アカウント（Splunk Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

クラスタにロールバックする Splunk アカウントを選択します。

ステップ 4

[クラスタのロールバック（Rollback Cluster）] をクリックします。

ステップ 5

[クラスタのロールバック（Rollback Cluster）] ダイアログボックスで、[送信（Submit）] をクリックしま
す。

Cisco UCS Director Express for Big Data から Splunk Enterprise
ユーザ インターフェイスへのアクセス
Cisco UCS Director Express for Big Data から Splunk Enterprise ユーザ インターフェイスへアクセス
できます。メニュー バーで [ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウ
ント（Accounts）] を選択し、[Splunk アカウント（Splunk Accounts）] タブを選択します。[Splunk
DMC の起動（Launch Splunk DMC）] をクリックしてサポート対象ブラウザで Splunk Enterprise
ユーザ インターフェイスを起動できます。
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Splunk の RAID ポリシーの編集
C220 サーバおよび C240 M4 サーバ、および C240 M4 サーバのスタンドアロン ブート ドライブの
ハードウェア RAID コントローラに関連付けられたローカル ディスク ドライブ設定を編集するに
は、次の手順を使用します。

はじめる前に
• Splunk クラスタ導入の UCS サービス プロファイル ポリシーを作成します。
• ローカル ディスク設定ポリシーを作成します。

ステップ 1

[ビッグデータ向け UCS SP テンプレートの作成（Create UCS SP Template for Big Data）] ウィザードの [ロー
カル ディスク設定ポリシー（Local Disk Configuration Policy）] ページで、[Splunk RAID ポリシーの設定
（Configure Splunk RAID Policy）] テーブルに移動し、ノード タイプを選択します。

ステップ 2

[下記のテーブルで選択されたエントリを編集（Edit selected entry in the table below）] アイコンをクリック
します。

ステップ 3

[Splunk RAID ポリシーの設定エントリの編集（Edit Configure Splunk RAID Policy Entry）] ダイアログボッ
クスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ノード タイプ（Node Type）]

選択したノードのタイプ。

[OS ディスク（OS Disks）]
[M4 サーバにスタンドアロン ブート ドライブを使 デフォルトでは、スタンドアロン ブート ドライブ
用（Use standalone boot drives for M4 Servers）] チェッ が十分な M4 サーバに対してこのオプションをオン
クボックス
にします。
[スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4
スタンドアロン ブート ドライブが足りない M4 サー
サーバで HDD ドライブを使用（Use HDD drives on バの代替ポリシーを有効にします。
M4 servers with insufficient standalone boot drives）]
チェックボックス
[RAID レベル [OS]（RAID Level [OS]）]ドロップダ OS（オペレーティング システム）ディスクの RAID
ウン リスト
レベルを選択します。
[グループあたりディスク数（Disks Per Groups）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。
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名前

説明

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス

RAID コントローラ キャッシュを使用して読み取り
操作と書き込み操作を行うには、[キャッシュの使
用（Use Cache）] チェックボックスをオンにしま
す。

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン リスト

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[ホット データ用データ ディスク（Data Disks for Hot Data）]
[RAID レベル [データ]（RAID Level [DATA]）] ド
ロップダウン リスト

Splunk データ ディスクの RAID レベルを選択しま
す。

[グループあたりディスク数（Disks Per Groups）]
フィールド

RAID 構成中にグループごとに存在できるディスク
の数を指定します。

[書き込みモード（Write Mode）] ドロップダウン リ RAID コントローラ キャッシュを使用せずにデータ
スト
を書き込む場合は [ライト スルー（Write through）]、
キャッシュを使用してデータを書き込む場合は [ラ
イト バック（Write back）] を選択します。
[読み取りモード（Read Mode）] ドロップダウン リ ディスクからデータを読み取る方法を選択します。
スト
[キャッシュの使用（Use Cache）] チェックボック
ス
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名前

説明

[BBU が不良の場合にキャッシュを使用（Use Cache バッテリ バックアップ ユニット（BBU）が何らか
if Bad BBU）] チェックボックス
の理由で使用できない場合は、[BBU が不良の場合
にキャッシュを使用（Use Cache if Bad BBU）]
チェックボックスをオンにします。[ライト バック
（Write back）] は無効になり、[ライト スルー
（Write through）] は有効になります。
[ストリップ サイズ（MB）（Strip Size (MB)）] ド
ロップダウン

ストライプ内のディスクごとにストリップ サイズ
を MB で指定できます。

[コールド データ用データ ディスク（Data Disks for Cold Data）]
[ホット データと同じディスク（Same Disk As Hot
Data）] チェックボックス

コールド データもホストするよう、同じディスク
をホット ディスクに設定するには、このチェック
ボックスをオンにします。
（注）
デフォルトでは、すべての RAID 構成は
[コールド データ用データ ディスク（Data
Disks for Cold Data）] で使用できます。こ
のチェックボックスをオンにすると、コー
ルド データのすべての RAID 構成が非表
示になります。

[フローズン データ用データ ディスク（Data Disks for Frozen Data）]
[コールド データと同じディスク（Same Disk As Cold フローズン データもホストするよう、同じディス
Data）] チェックボックス
クをコールドディスクに設定するには、このチェッ
クボックスをオンにします。
（注）
デフォルトでは、すべての RAID 構成は
[フローズン データ用データ ディスク
（Data Disks for Frozen Data）] で使用でき
ます。このチェックボックスをオンにす
ると、フローズンデータのすべてのRAID
構成が非表示になります。

（注）

• ホット、コールド、またはフローズン データのデータ ディスクの RAID 構成はインデクサ
ノードのみに適用されます。OS ディスクの RAID 構成は検索ヘッドと管理ノードに適用さ
れます。
• 1 つの RAID グループは、ホット、コールド、またはフローズン データの各 RAID 構成用
に作成されます（たとえば、ホットの場合は /data/disk1、コールドの場合は /data/disk2、フ
ローズンの場合は /data/disk3）。
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インスタント Splunk クラスタの作成
UCS サービス プロファイル テンプレートの定義済みの値でインスタント Splunk クラスタを作成
するには、次の手順を使用します。インスタント Splunk クラスタの作成時、コンテナ タイプが
Splunk の新しい UCS SP テンプレートである QUICK_UCS_SPLUNK テンプレートが作成されま
す。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[クラスタ導入テンプレート（Cluster Deploy Template）] タブをクリックします。

ステップ 3

[インスタント Splunk クラスタの作成（Instant Splunk Cluster Creation）] をクリックします。

ステップ 4

[インスタント Splunk クラスタの作成（Instant Splunk Cluster Creation）] ダイアログボックスで、次のフィー
ルドに値を入力します。
名前

説明

[ビッグデータ アカウント名（Big Data Account
Name）] フィールド

ビッグデータ アカウントの名前。

[UCSM ポリシー名プレフィックス（UCSM Policy
Name Prefix）] フィールド

UCSM ポリシー名のプレフィックス。

[SSH（ルート）パスワード（SSH (root) Password）] SSH ルート パスワード。
フィールド
（注）
SSH ユーザ名は root ユーザに関連しま
す。
[SSH パスワードの確認（Confirm SSH Password）]
フィールド

SSH ルート パスワードを入力します。

[Splunk Manager のパスワード（Splunk Manager
Password）] フィールド

管理コンソール パスワード。

[Splunk Manager のパスワードの確認（Confirm Splunk 管理コンソール パスワードを入力します。
Manager Password）] フィールド
[OS バージョン（OS Version）] ドロップダウン リ
スト

このクラスタのサーバにインストールするオペレー
ティング システムを選択します。

[Splunk ディストリビューション バージョン（Splunk このクラスタに使用する Splunk Enterprise バージョ
Distribution Version）] ドロップダウン リスト
ンを選択します。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
104

Cisco UCS Director Express for Big Data with Splunk Enterprise
インスタント Splunk クラスタの作成

名前

説明

[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックス

複数の UCSM Splunk アカウントを使用する場合、
[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックスを
オンにします。
（注）
複数 UCSM アカウント オプションを使用
する場合、ステップ 9 で説明されている
ように、Splunk サーバ ロールを設定でき
ます。[UCSM 固有の入力へのエントリの
追加（Add Entry to UCSM Specific Inputs）]
テーブルで UCSM 固有の入力を追加でき
ます。
次のワークフローは、インスタント Splunk クラス
タの作成時とカスタマイズされた Splunk クラスタ
の作成時に作成されます。
• UCS CPA Multi-UCSM Splunk Cluster WF
• Single UCSM Server Configuration WF（この WF
はUCSMアカウントごとにトリガーされます。
たとえば、UCSM 120、UCSM 121）
• UCS CPA Node BareMetal（このワークフロー
は、ノードごとにトリガーされます）

[UCS Manager アカウント（UCS Manager Account）] このクラスタの Cisco UCS Manager アカウントを選
ドロップダウン リスト
択します。
[組織（Organization）] ドロップダウン リスト

このクラスタのサーバがある組織を選択します。

[UCS SP テンプレート（UCS SP Template）] テーブ クラスタの作成に、既存の UCS サービス プロファ
ル
イル テンプレートを選択します。
[PXE VLAN ID（PXE VLAN ID）] フィールド

PXE VLAN ID を入力します。

ステップ 5

[レプリケーション ファクタ（Replication Factor）] を入力します。

ステップ 6

[検索ファクタ（Search Factor）] を入力します。検索ファクタはレプリケーション ファクタ以下にする必
要があります。

ステップ 7

[Splunk サーバ ロール（Splunk Server Roles）] テーブルで、Splunk のサーバ ロールを確認します。

ステップ 8

Splunk サーバ ロールを編集するには、そのロールの行を選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 9

[Splunk サーバ ロール入力の編集（Edit Splunk Server Roles Entry）] ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
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名前

説明

[ノード タイプ（Node Type）] フィールド

Splunk ノード ロールを選択します。

[ノード カウント（Node Count）] フィールド

Splunk クラスタのノードの数。

[ホスト名プレフィックス（Host Name Prefix）] ド
ロップダウン リスト

この Splunk クラスタのホスト名のプレフィックス
を選択します。

[OSに使用できるSSDブートドライブ（SSD Boot
Drives Available for OS）] チェックボックス

RAID レベル OS ディスクのサーバ ディスクの可用
性を確認しない場合は、このチェックボックスをオ
ンにします。サーバに SSD が含まれていることを
確認します。
このチェックボックスを選択しないと、RAID レベ
ル OS ディスクおよびデータのサーバ ディスクの可
用性。

[サーバ プール（Server Pool）] テーブル

このクラスタで使用するサーバ プール。
Cisco UCS Manager アカウントおよび選択される組
織により、どのサーバ プールがこの領域に表示さ
れるかが決まります。

ステップ 10 [vNIC テンプレート（vNIC Template）] テーブルで、クラスタに使用できる vNIC テンプレートを確認し、
必要に応じて編集します。
ステップ 11 vNIC テンプレートを編集する場合、そのテンプレートの行を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 12 [vNIC テンプレート入力の編集（Edit vNIC Template Entry）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
名前

説明

[vNIC 名（vNIC Name）] ドロップダウン リスト

選択したテンプレートの vNIC の名前。このフィー
ルドは情報提供にのみ使用されます。

[IP プール（IP Pool）] フィールド

この vNIC に割り当てられた IP アドレスに使用する
ビッグデータ IP プールを選択します。

[MAC アドレス プール（MAC Address Pool）] ドロッ このクラスタで使用する MAC アドレス プールを選
プダウン リスト
択します。（既存の UCS SP テンプレートが選択さ
れている場合、このドロップダウン リストは無効
です。）
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名前

説明

[VLAN ID] フィールド

このクラスタの VLAN ID。（既存の UCS SP テンプ
レートが選択されている場合、このフィールドは無
効です。）

ステップ 13 [送信（Submit）] をクリックします。

Splunk クラスタ作成のカスタマイズ
はじめる前に
• UCS サービス プロファイル テンプレートを作成する。
• クラスタ導入テンプレートを作成する。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[クラスタ導入テンプレート（Cluster Deploy Templates）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックして、Splunk クラスタのクラスタ導入テンプレートを作成します。「クラスタ
導入テンプレートの作成」を参照してください。

ステップ 4

[カスタマイズされた Splunk クラスタの作成（Customized Splunk Cluster Creation）] をクリックします。

ステップ 5

[カスタマイズされた Splunk クラスタの作成（Customized Splunk Cluster Creation）] ダイアログボックス
で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ビッグデータ アカウント名（Big Data Account
Name）] フィールド

ビッグデータ アカウントの名前。

[UCSM ポリシー名プレフィックス（UCSM Policy
Name Prefix）] フィールド

UCSM ポリシー名のプレフィックス。

[SSH（ルート）パスワード（SSH (root) Password）] SSH ルート パスワード。
フィールド
（注）
SSH ユーザ名は root ユーザに関連しま
す。
[SSH パスワードの確認（Confirm SSH Password）]
フィールド

SSH ルート パスワードを入力します。
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名前

説明

[Splunk Manager のパスワード（Splunk Manager
Password）] フィールド

管理コンソール パスワード。

[Splunk Manager のパスワードの確認（Confirm Splunk 管理コンソール パスワードを入力します。
Manager Password）] フィールド
[OS バージョン（OS Version）] ドロップダウン リ
スト

このクラスタのサーバにインストールするオペレー
ティング システムを選択します。

[Splunk ディストリビューション バージョン（Splunk このクラスタに使用する Splunk ディストリビュー
Distribution Version）] ドロップダウン リスト
ション バージョンを選択します。
[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックス

複数の UCSM Splunk アカウントを使用する場合、
[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックスを
オンにします。
（注）
複数 UCSM アカウント オプションを使用
する場合、ステップ 9 で説明されている
ように、Splunk サーバ ロールを設定でき
ます。[UCSM 固有の入力へのエントリの
追加（Add Entry to UCSM Specific Inputs）]
テーブルで UCSM 固有の入力を追加でき
ます。
次のワークフローは、インスタント Splunk クラス
タの作成時とカスタマイズされた Splunk クラスタ
の作成時に作成されます。
• UCS CPA Multi-UCSM Splunk Cluster WF
• Single UCSM Server Configuration WF（この WF
はUCSMアカウントごとにトリガーされます。
たとえば、UCSM 120、UCSM 121）
• UCS CPA Node BareMetal（このワークフロー
は、ノードごとにトリガーされます）

[UCS Manager アカウント（UCS Manager Account）] このクラスタの Cisco UCS Manager アカウントを選
ドロップダウン リスト
択します。
[組織（Organization）] ドロップダウン リスト

このクラスタのサーバがある組織を選択します。

[UCS SP テンプレート（UCS SP Template）] テーブ クラスタの作成に、既存の UCS サービス プロファ
ル
イル テンプレートを選択します。
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名前

説明

[PXE VLAN ID（PXE VLAN ID）] フィールド

PXE VLAN ID を入力します。

ステップ 6

[レプリケーション ファクタ（Replication Factor）] を入力します。

ステップ 7

[検索ファクタ（Search Factor）] を入力します。検索ファクタはレプリケーション ファクタ以下にする必
要があります。

ステップ 8

[Splunk サーバ ロール（Splunk Server Roles）] テーブルで、Splunk のサーバ ロールを確認します。

ステップ 9

Splunk サーバ ロールを編集するには、そのロールの行を選択して、[編集（Edit）]をクリックします。

ステップ 10 [Splunk サーバ ロール入力の編集（Edit Splunk Server Roles Entry）] ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
名前

説明

[ノード タイプ（Node Type）] フィールド

Splunk ノード ロールを選択します。

[ノード カウント（Node Count）] フィールド

Splunk クラスタのノードの数。

[ホスト名プレフィックス（Host Name Prefix）] ド
ロップダウン リスト

この Splunk クラスタのホスト名のプレフィックス
を入力します。

[OSに使用できるSSDブートドライブ（SSD Boot
Drives Available for OS）] チェックボックス

RAID レベル OS ディスクのサーバ ディスクの可用
性を確認しない場合は、このチェックボックスをオ
ンにします。サーバに SSD が含まれていることを
確認します。
このチェックボックスを選択しないと、RAID レベ
ル OS ディスクおよびデータのサーバ ディスクの可
用性。

[サーバ プール（Server Pool）] テーブル

このクラスタで使用するサーバ プール。
Cisco UCS Manager アカウントおよび選択される組
織により、どのサーバ プールがこの領域に表示さ
れるかが決まります。

ステップ 11 [vNIC テンプレート（vNIC Template）] テーブルで、クラスタに使用できる vNIC テンプレートを確認し、
必要に応じて編集します。
ステップ 12 vNIC テンプレートを編集する場合、そのテンプレートの行を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 13 [vNIC テンプレート入力の編集（Edit vNIC Template Entry）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
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名前

説明

[vNIC 名（vNIC Name）] ドロップダウン リスト

選択したテンプレートの vNIC の名前。このフィー
ルドは情報提供にのみ使用されます。

[IPプール（IP Pool）] フィールド

この vNIC に割り当てられた IP アドレスに使用する
ビッグデータ IP プールを選択します。

[MAC アドレス プール（MAC Address Pool）] ドロッ このクラスタで使用する MAC アドレス プールを選
プダウン リスト
択します。（既存の UCS SP テンプレートが選択さ
れている場合、このドロップダウン リストは無効
です。）
[VLAN ID] フィールド

このクラスタの VLAN ID。（既存の UCS SP テンプ
レートが選択されている場合、このフィールドは無
効です。）

ステップ 14 [送信（Submit）] をクリックします。

Splunk クラスタへの Baremetal ノードの追加
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Splunk アカウント（Splunk Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

Splunk アカウントをダブルクリックします。
[ホスト（Hosts）] タブのみ表示できます。

ステップ 4

[BareMetal ノードの追加（Add BareMetal Nodes）] をクリックします。

ステップ 5

[BareMetal ノードの追加（Add BareMetal Nodes）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力し
ます。
名前

説明

[ビッグデータ アカウント名（Big Data Account
Name）] フィールド

ビッグデータ アカウントの名前。

[UCSM ポリシー名プレフィックス（UCSM Policy
Name Prefix）] フィールド

UCSM ポリシー名のプレフィックス。
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名前

説明

[OS バージョン（OS Version）] ドロップダウン リ
スト

このクラスタのサーバにインストールするオペレー
ティング システムを選択します。

[Splunk バージョン（Splunk Version）] ドロップダ
ウン リスト

Splunk のバージョンを選択します。

[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックス

複数の UCSM Splunk アカウントを使用する場合、
[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックスを
オンにします。
次のワークフローは、インスタント Hadoop クラス
タの作成時とカスタマイズされた Hadoop クラスタ
の作成時に作成されます。
• UCS CPA Multi-UCSM Splunk Cluster WF。
• Single UCSM Server Configuration WF（この WF
はUCSMアカウントごとにトリガーされます。
たとえば、UCSM 120、UCSM 121）。
• UCS CPA Node BareMetal（このワークフロー
は、ノードごとにトリガーされます）。

[UCS Manager アカウント（UCS Manager Account）] このクラスタの Cisco UCS Manager アカウントを選
ドロップダウン リスト
択します。
[組織（Organization）] ドロップダウン リスト

このクラスタのサーバがある組織を選択します。

[UCS SP テンプレート（UCS SP Template）]

クラスタの作成に、既存の UCS サービス プロファ
イル テンプレートを選択します。

[PXE VLAN ID（PXE VLAN ID）] フィールド

PXE VLAN ID を入力します。

[UCSTemplate 名（UCSTemplate Name）] テーブル

Splunk の UCS サービス プロファイル テンプレート
を選択します。

[レプリケーション ファクタ（Replication Factor）]

クラスタを保持するデータのコピーの数。デフォル
ト値は 2 です。

[検索ファクタ（Search Factor）]

クラスタが保持するデータの検索可能なコピーの
数。デフォルト値は 1 です。検索ファクタはレプリ
ケーション ファクタ以下にする必要があります。
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ステップ 6

[Splunk サーバ ロール（Splunk Server Roles）] テーブルで、Splunk のサーバ ロールを確認します。

ステップ 7

Splunk サーバ ロールを編集するには、そのロールの行を選択して、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 8

[Splunk サーバ ロール入力の編集（Edit Splunk Server Roles Entry）] ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
名前

説明

[ノード タイプ（Node Type）] フィールド

Splunk ノード ロールを選択します。

[ノード カウント（Node Count）] フィールド

Splunk クラスタのノードの数。

[ホスト名プレフィックス（Host Name Prefix）] ド
ロップダウン リスト

この Splunk クラスタのホスト名のプレフィックス
を選択します。

[OS に使用できる SSD ブートドライブ（SSD Boot
Drives Available for OS）] チェックボックス

RAID レベル OS ディスクのサーバ ディスクの可用
性を確認しない場合は、このチェックボックスをオ
ンにします。サーバに SSD が含まれていることを
確認します。
このチェックボックスを選択しないと、RAID レベ
ル OS ディスクおよびデータのサーバ ディスクの可
用性。

[サーバ プール（Server Pool）] テーブル

このクラスタで使用するサーバ プール。
Cisco UCS Manager アカウントおよび選択される組
織により、どのサーバ プールがこの領域に表示さ
れるかが決まります。

ステップ 9

[vNIC テンプレート（vNIC Template）] テーブルで、クラスタに使用できる vNIC テンプレートを確認し、
必要に応じて編集します。

ステップ 10 vNIC テンプレートを編集する場合、そのテンプレートの行を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
ステップ 11 [vNIC テンプレート入力の編集（Edit vNIC Template Entry）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
名前

説明

[vNIC 名（vNIC Name）] ドロップダウン リスト

このフィールドは情報提供にのみ使用されます。

[IP プール（IP Pool）] ドロップダウン リスト

この vNIC に割り当てられた IP アドレスに使用する
ビッグデータ IP プールを選択します。

[MAC アドレス プール（MAC Address Pool）] ドロッ このクラスタで使用する MAC アドレス プールを選
プダウン リスト
択します。（既存の UCS SP テンプレートが選択さ
れている場合、このドロップダウン リストは無効
です。）
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名前

説明

[最初のMACアドレス（First MAC Address）] フィー このクラスタで使用する MAC アドレス プールを選
ルド
択します。
[サイズ（Size）] フィールド

サイズを入力します。

[VLAN ID] フィールド

このクラスタの VLAN ID。

ステップ 12 [送信（Submit）] をクリックします。
（注）
デフォルトでは、ハードウェアのデフォルトはクラスタ内のサーバの UUID プールとして使用
します。
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第

12

章

Hadoop および Splunk クラスタの管理
この章は、次の項で構成されています。
• Hadoop クラスタの管理, 115 ページ
• クラスタのノード管理, 124 ページ
• Cloudera および Hortonworks のノードを削除および BareMetal ノードを削除アクション, 125
ページ
• Hadoop クラスタへの管理対象ノードの追加, 125 ページ
• Hadoop クラスタへのライブ ノードの追加, 126 ページ
• Hadoop クラスタへの Baremetal ノードの追加, 127 ページ
• サービス ロール, 130 ページ
• Splunk クラスタの管理, 130 ページ

Hadoop クラスタの管理
既存のクラスタを管理できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

アカウントを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 4

各タブをクリックして詳細を表示します。
名前

説明

[要約（Summary）]

選択した Hadoop アカウントの統計データ レポートおよびクラスタおよびノー
ド アカウントの詳細レポートを表示します。
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名前

説明

[ホスト（Hosts）]

このタブの機能を理解するには、「クラスタのノード管理」を参照してくだ
い。
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Hadoop クラスタの管理

名前

説明

[Hadoop クラスタ（Hadoop
Clusters）]

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
117

Hadoop および Splunk クラスタの管理
Hadoop クラスタの管理

名前

説明
既存の Hadoop クラスタで実行できるアクションのリストを表示します。
1 ノードのトポロジを表示するには [ロール トポロジ（Role Topology）] を
クリックします。（このタブは編集できません。）
2 作成した Hadoop クラスタの入力を表示する、また仮想ネットワーク イン
ターフェイス設定を表示するには [詳細の表示（View Details）] をクリッ
クします。（このタブは編集できません。）
3 Hadoop クラスタのすべてのサービスを停止し、すべてのノードの電源を
切るには [クラスタのシャットダウン（Shutdown Cluster）] をクリックし
ます。
4 Hadoop クラスタのすべてのノードの電源を入れ、Hadoop クラスタ上のす
べてのサービスを開始するには [クラスタの開始（Start Cluster）] をクリッ
クします。
5 Hadoop クラスタのすべてのノードの電源を切り、電源を入れるには [クラ
スタの再起動（Restart Cluster）] をクリックします。
6 しきい値のパーセンテージを設定し、Hadoop クラスタを再調整するには
[再調整（Rebalance）] をクリックします。MapR クラスタについては、
CLDB バランサの [ディスクの一時停止（Disk Paused）] および CLDB バ
ランサの [ノードのディスク最大スイッチ数（Disk Max Switches in Nodes）]
を使用してしきい値のパーセンテージを設定します。
7 現在のバージョンがある場合、それから Hadoop ディストリビューション
をアップグレードするには [クラスタのアップグレード（Upgrade Cluster）]
をクリックします。
（注）
生成したアカウントについては、Hadoop クラスタ内のノードの
pssh と clush およびノード間の password less をインストールし、
設定します。
1 [クラスタのアップグレード（Upgrade Cluster）] をクリックします。
2 [Oracle JDK（Oracle JDK）] ドロップダウン リストから JDK バージョ
ンを選択します。
3 [使用できるバージョン（Available Version）] ドロップダウン リストか
ら現在のバージョンをアップグレードする Hadoop ディストリビュー
ションを選択します。
4 Cloudera が Hadoop ディストリビューションの場合、Hadoop クラスタ
のハイ アベイラビリティを有効にするには、[HA を有効にする（Enable
HA）] チェックボックスをオンにします。
5 [送信（Submit）] をクリックします。
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名前

説明
8 Hadoop クラスタのハイ アベイラビリティを有効にします。
a [ハイ アベイラビリティを有効にする（Enable High Availability）] をク
リックします。
b [ハイ アベイラビリティを有効にする（Enable High Availability）] ダイ
アログボックスで、[スタンバイ ネーム ノード（Standby Name Node）]
ドロップダウン リストにアクセスし、スタンバイ ネーム ノードを選
択します。
c [ジャーナル ノード（Journal Nodes）] テーブルから 3 つ以上のノード
をチェックします。
d [送信（Submit）] をクリックします。
9 スナップショットを表示するには、[クラスタ スナップショット（Cluster
Snapshot）] をクリックします。
10 パフォーマンス レポートおよびモニタリング レポートを表示するには、
[レポートの表示（View Reports）] をクリックします。

[Hadoop サービス（Hadoop Hadoop サービスとそのステータスのリストが表示されます。次を実行できま
Services）]
す。
1 [Start All Services（すべてのサービスの開始）] - すべての Hadoop サービ
スをそのステータスに応じて開始します。
2 [Stop All Services（すべてのサービスの停止）] - すべての Hadoop サービ
スをそのステータスに応じて停止します。
3 [新しいサービスの追加（Add New Service）] - 新しい Hadoop サービスを
追加します。
4 [サービスの編集（Edit Service）] - 特定の Hadoop サービスを開始し、停
止します。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
119

Hadoop および Splunk クラスタの管理
Hadoop クラスタの管理

名前

説明

[Hadoop サービス ロール Hadoop サービスのリストが表示されます。
（Hadoop Service Roles）] クラスタにロールを追加するには、[ロールの追加（Add Role）] ダイアログ
ボックスで次の手順を実行します。
1 [Hadoop サービス名（Hadoop Service Name）] ドロップダウン リストか
ら、Hadoop サービスを選択します。
2 [ロール タイプ（Role Type）] ドロップダウン リストから、ロール タイプ
を選択します。
3 [ノード名（Node Name）] ドロップダウン リストから、ノード名を選択し
ます。
4 [ロール名（Role Name）] ドロップダウン リストから、ロール名を選択し
ます。
5 [送信（Submit）] をクリックします。
作成したロールを開始または停止するには、[ロールの開始/停止（Start/Stop
Role）] ダイアログボックスで次の手順を実行します。
1 [Hadoop サービス ロール（Hadoop Service Roles）] タブから、Hadoop サー
ビスを選択します。
2 [ロールの開始/停止（Start/Stop Role）] をクリックします。
3 [送信（Submit）] をクリックします。
クラスタのロールを削除するには、[ロールの削除（Delete Role）] ダイアロ
グボックスで次の手順を実行します。
1 [Hadoop サービス ロール（Hadoop Service Roles）] タブから、Hadoop サー
ビスを選択します。
2 [削除（Delete）] をクリックします。
3 [送信（Submit）] をクリックします。
[他のレポート（More
Reports）]

データ使用量と CPU 使用率について生成できるその他のレポートが表示さ
れます。
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Hadoop クラスタ詳細の表示
各ビッグデータ アカウントについては、[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] タブを使用して、
アカウントに関連付けられたすべての Hadoop クラスタの詳細を表示します。「Hadoop クラスタ
の管理」を参照してください。
[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] タブをクリックして次の詳細を表示できます。
名前

説明

ビッグデータ アカウント名

ビッグデータ アカウントの名前。

ビッグデータ向け UCS SP テンプレート

Hadoop クラスタ内のサーバのサービス プロファ
イルを作成するために使用したビッグデータ向
け UCS SP テンプレート。

Hadoop クラスタ プロファイル テンプレート

クラスタ サービスを設定するために使用した
Hadoop クラスタ プロファイルのテンプレート。

Hadoop クラスタ導入テンプレート

Hadoop クラスタ導入テンプレートに使用する
一意の名前。

UCSM ポリシー名プレフィックス

UCSM ポリシー名のプレフィックス。

Hadoop クラスタ名

Hadoop クラスタ導入テンプレートに使用する
一意の名前。

Hadoop ノード カウント

Hadoop クラスタのノードの数。

Hadoop ノード プレフィックス

クラスタのホスト ノードのプレフィックス。

OS バージョン

Hadoop クラスタのサーバにインストールした
オペレーティング システム。

Hadoop ディストリビューション

このクラスタに使用した Hadoop ディストリ
ビューション。

Hadoop ディストリビューション バージョン

このクラスタに使用した Hadoop ディストリ
ビューションのバージョン。

PXE VLAN ID

サーバの PXE ブートに使用した VLAN ID。

UCS サービス プロファイル テンプレート

OS および Hadoop ディストリビューション ソ
フトウェアをインストールするためのパラメー
タを指定した UCS サービス プロファイル テン
プレート。
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名前

説明

ホスト メンテナンス ポリシー

_

ホスト ファームウェア パッケージ

_

UCSM バージョン

Cisco UCS Manager バージョンを表示します

vNIC: eth0

管理インターフェイスの IPv4 ネットワーク情
報と管理 VLAN ID を表示します。

vNIC: eth1

DATA1 インターフェイスの IPv4 ネットワーク
情報と VLAN ID を表示します。このフィール
ドは、Cisco UCS Service Profile Template for Big
Data を作成中に [1 つの vNIC を使用する（Use
one vNIC）] チェックボックスがオンの場合に
は表示されません。

vNIC: eth2

DATA2 インターフェイスの IPv4 ネットワーク
情報と VLAN ID を表示します。このフィール
ドは、Cisco UCS Service Profile Template for Big
Data を作成中に [1 つの vNIC を使用する（Use
one vNIC）] チェックボックスがオンの場合に
は表示されません。

クラスタのスナップショットの表示
クラスタのスナップショットには、ホスト、ロール、サービスなど Hadoop クラスタの設定の詳細
が表示されます。クラスタの現在のスナップショットを表示するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

スナップショットを表示する Hadoop アカウントを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 5

スナップショットを表示する Hadoop クラスタを選択し、[クラスタ スナップショット（Cluster Snapshot）]
をクリックします。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。
選択した Hadoop クラスタのスナップショットを表示できます。
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新しい Hadoop サービスの追加
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

Cloudera アカウントを選択し、新しい Hadoop サービスを追加できます。
新しい Hadoop サービスの追加は、MapR ディストリビューションおよび Hortonworks ディストリビュー
ションにはサポートされていません。

ステップ 3

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 4

[Hadoop サービス（Hadoop Services）] タブをクリックします。

ステップ 5

[新しいサービスの追加（Add New Service）] をクリックします。
[新しいサービスの追加（Add New Service）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ワークフローの入力値（Workflow Inputs）]
[（Hadoop）アカウント名（(Hadoop)Account Name）] Cloudera アカウントを選択します。
[サービス タイプ（Service Type）]

Cloudera の Hadoop サービスを入力します。

[ロール割り当てのペア（Role Assignment Pairs）]

カンマで区切って [ロール割り当てのペア（Role
Assignment Pairs）] に入力します。例:
RoleType1:hostname1、RoleType2:hostname2

[依存サービス（Dependant Services）]

依存サービスのリストを入力します。リストのエン
トリはカンマで区切ります。

[インストール前コマンド（Pre Install Commands）] コマンドのリストを入力します。各リスト エント
リの後に新しいラインを挿入するには「\n」コマン
ドを使用します。
[インストール後コマンド（Post Install Commands）] コマンドのリストを入力します。各リスト エント
リの後に新しいラインを挿入するには「\n」コマン
ドを使用します。

ステップ 6

[送信（Submit）] をクリックします。

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
123

Hadoop および Splunk クラスタの管理
クラスタのノード管理

クラスタのノード管理
クラスタのノードを追加、削除、使用停止、および使用再開できます。
• 管理対象ノード—すでにクラスタのメンバー（管理対象）で削除されたノード。再度クラス
タに追加できます。
• ライブ ノード—オペレーティング システムがインストールされており、Hadoop クラスタか
らアクセス可能なノード。
• Baremetal ノード—使用可能で、Hadoop クラスタと関連付けられていないノード。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

アカウントを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。

ステップ 4

[ホスト（Hosts）] タブをクリックして、次のアクションを実行します。

ステップ 5

名前

説明

[更新（Refresh）]

ページを更新します。

[お気に入り（Favorite）]

ページを [お気に入り（Favorite）] に追加します。

[管理対象ノードの追加（Add Managed Nodes）]

Hadoop クラスタに管理対象ノードを追加します。

[ライブ ノードの追加（Add Live Node）]

Hadoop クラスタにライブ ノードを追加します。

[BareMetal ノードの追加（Add BareMetal Nodes）]

Hadoop クラスタに Baremetal ノードを追加します。

次のアクションを実行できるホストを選択します。
名前

説明

[詳細の表示（View Details）]

CPU 使用率、ホスト ディスクの入出力ステータス
などの概要が表示されます。
（注）

[ノードの削除（Delete Node）]

クラスタからノードを削除します。

[ラックの割り当て（Assign Rack）]

ラック サーバにノードを割り当てます。
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[ライセンス ステータス（License Status）]
タブが表示される場合、ライセンスの問
題を示しています。

Hadoop および Splunk クラスタの管理
Cloudera および Hortonworks のノードを削除および BareMetal ノードを削除アクション

名前

説明

[ノードの使用再開またはノードの使用停止
（Recommission Node/ Decommission Node）]

ノードを使用停止または使用再開するかは、そのス
テータスによります。
（注）
ノードが使用停止状態にある場合、その
ノードのすべてのロールが撤回されてい
ることを意味します。

[BareMetal のノードの削除（Delete Node to
BareMetal）]

ノードがクラスタから削除され、サービスプロファ
イルとの関連付けが解除されます。ノードは
BareMetal サーバになります。

[ホストのマッピング（Host Mappings）]

Hadoop クラスタの全ホストの DNS エントリをリス
トします。

Cloudera および Hortonworks のノードを削除および
BareMetal ノードを削除アクション
ノードを削除および BareMetal ノードを削除アクションを実行する場合、UCS CPA Delete Node（新
しいワークフロー）が Cloudera と Hortonworks に作成されます。また、このワークフローを MapR
に対して実行して、ノード削除操作を実行できます。Cloudera と Hortonworks に UCS CPA Delete
Node ワークフローを実行する場合、このワークフローは、BareMetal ノードを削除アクションの
機能も提供します。この機能は BareMetal ノードを削除フラグの true または false 設定に基づきま
す。さらに、Rollback UCS CPA Node BareMetal ワークフローが作成されます。

Hadoop クラスタへの管理対象ノードの追加
Hadoop クラスタへ管理対象ノードを追加します。

（注）

これには、[管理対象ノードの追加（Add Managed Nodes）] 機能が Hortonworks 2.3 以降のバー
ジョンおよび MapR ディストリビューションでサポートされていませんが、[ライブ ノードの
追加（Add Live Nodes）] 機能は使用できます。
この機能により、次の URLからのみ入手できるノードを追加できますが、クラスタのメンバーは
追加できません。
• Cloudera—http://serverip:7180/api/v6/hosts。serverIP は管理ノードの IPv4 アドレスです。
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• Hortonworks—http://serverIP:8080/api/v1/hosts。serverIP は管理ノードの IPv4 アドレスです。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

Hadoop アカウントをダブルクリックします。

ステップ 4

[ホスト（Hosts）] タブをクリックします。

ステップ 5

[管理対象ノードの追加（Add Managed Nodes）] をクリックします。

ステップ 6

[ホスト名（Host Name）] ドロップダウン リストから、ホスト名を選択します。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

Hadoop クラスタへのライブ ノードの追加
Hadoop クラスタにライブ ノードを追加します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Hadoop アカウント（Hadoop Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

Hadoop アカウントをダブルクリックします。

ステップ 4

[ホスト（Hosts）] タブをクリックします。

ステップ 5

[ライブ ノードの追加（Add Live Node）] をクリックします。

ステップ 6

[ホスト管理 IPv4 アドレス（Host Management IPv4 Address）] フィールドに IPv4 アドレスを入力します。

ステップ 7

ラック サーバの名前を [ラック名（Rack Name）] フィールドに入力します。

ステップ 8

そのラック サーバの [（新しいノード）のパスワード（(New Node) Password）] フィールドにパスワード
を入力します。

ステップ 9

[クラスタ管理バージョン（Cluster Management Version）] ドロップダウン リストから Hadoop ディストリ
ビューションの Cluster Manager バージョンを選択します。

ステップ 10 [OS バージョン（OS Version）] ドロップダウン リストから、このクラスタのサーバにインストールする
オペレーティング システムを選択します。
ステップ 11 [Hadoop テンプレート名（Hadoop Template Name）] ドロップダウン リストから MapR クラスタ テンプレー
トを選択します。このフィールドは MapR クラスタを選択するときだけ表示されます。
ステップ 12 [送信（Submit）] をクリックします。
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Hadoop クラスタへの Baremetal ノードの追加
Hadoop クラスタに Baremetal ノードを追加します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

ビッグデータ アカウントをダブルクリックします。

ステップ 4

[ホスト（Hosts）] タブをクリックします。

ステップ 5

[BareMetal ノードの追加（Add BareMetal Nodes）] をクリックします。

ステップ 6

[BareMetal ノードの追加（Add BareMetal Nodes）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力し
ます。
名前

説明

[ビッグデータ アカウント名（Big Data Account
Name）] フィールド

ビッグデータ アカウントの名前。

[UCSM ポリシー名プレフィックス（UCSM Policy
Name Prefix）] フィールド

UCSM ポリシー名のプレフィックス。

[Hadoop クラスタ名（Hadoop Cluster Name）] フィー Hadoop クラスタの一意の名前。
ルド
[Hadoop ノード カウント（Hadoop Node Count）]
フィールド

Hadoop クラスタのノードの数。

[ホスト ノード プレフィックス（Host Node Prefix）] クラスタのホスト ノードのプレフィックス。
フィールド
[OS バージョン（OS Version）] ドロップダウン リ
スト

このクラスタのサーバにインストールするオペレー
ティング システムを選択します。

[Hadoop ディストリビューション（Hadoop
Distribution）] ドロップダウン リスト

このクラスタに使用する Hadoop ディストリビュー
ションを選択します。

[Hadoop ディストリビューション バージョン
（Hadoop Distribution Version）] ドロップダウン リ
スト

Hadoop ディストリビューションのバージョンを選
択します。

[Oracle JDK バージョン（Oracle JDK Version）] ド
ロップダウン リスト

Oracle JDK のバージョンを選択します。
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名前

説明

[外部データベース（External Database）] ドロップ
ダウン リスト

外部データベースを使用します。また、ここから新
しいデータベースを設定できます。

[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックス

複数の UCSM Splunk アカウントを使用する場合、
[Multi-UCSM（Multi-UCSM）] チェックボックスを
オンにします。
次のワークフローは、インスタント Hadoop クラス
タおよびカスタマイズされた Hadoop クラスタの作
成時に作成されます。
• UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF。
• Single UCSM Server Configuration WF。（この
WF は UCSM アカウントごとにトリガーされ
ます。たとえば、UCSM 120、UCSM 121。）
• UCS CPA Node BareMetal。（この WF はノー
ドごとにトリガーされます。）

[UCS Manager アカウント（UCS Manager Account）] このクラスタの Cisco UCS Manager アカウントを選
ドロップダウン リスト
択します。
[組織（Organization）] ドロップダウン リスト

このクラスタのサーバがある組織を選択します。

[OSに使用できるSSDブートドライブ（SSD Boot
Drives Available for OS）] チェックボックス

RAID レベル OS ディスクのサーバ ディスクの可用
性を確認しない場合は、このチェックボックスをオ
ンにします。サーバにソリッドステート ドライブ
（SSD）が含まれていることを確認します。
このチェックボックスを選択しないと、RAID レベ
ル OS ディスクおよびデータのサーバ ディスクの可
用性。

[Hadoop テンプレート名（Hadoop Template Name）] MapR クラスタのテンプレートを選択します。この
ドロップダウンリスト
フィールドは MapR クラスタを選択するときだけ表
示されます。
[UCS SP テンプレート（UCS SP Template）] テーブ Hadoop クラスタの作成に、既存の UCS サービス プ
ル
ロファイル テンプレートを選択します。
[PXE VLAN ID（PXE VLAN ID）] フィールド
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名前

説明

[UCSTemplate 名（UCSTemplate Name）] テーブル

使用する [UCS サービス プロファイル テンプレー
ト（UCS Service Profile Template）] チェックボック
スをオンにして、[送信（Submit）] をクリックし、
選択を確定します。

[サーバ プール（Server Pool）] テーブル

このクラスタで使用するサーバ プール。
Cisco UCS Manager アカウントおよび選択される組
織により、どのサーバ プールがこの領域に表示さ
れるかが決まります。

ステップ 7

[vNIC テンプレート（vNIC Template）] テーブルで、クラスタに使用できる vNIC テンプレートを確認し
ます。

ステップ 8

vNIC テンプレートを編集する場合、そのテンプレートの行を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。

ステップ 9

[vNIC テンプレート入力の編集（Edit vNIC Template Entry）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
名前

説明

[vNIC 名（vNIC Name）] ドロップダウン リスト

選択したテンプレートの vNIC の名前。このフィー
ルドは情報提供にのみ使用されます。

[IP プール（IP Pool）] ドロップダウン リスト

この vNIC に割り当てられた IP アドレスに使用する
ビッグデータ IP プールを選択します。

[MAC アドレス プール（MAC Address Pool）] ドロッ このクラスタで使用する MAC アドレス プールを選
プダウン リスト
択します。
[最初のMACアドレス（First MAC Address）] フィー MAC アドレスを入力します。
ルド
[サイズ（Size）] フィールド

サイズを入力します。

[VLAN ID] フィールド

このクラスタの VLAN ID。

ステップ 10 [送信（Submit）] をクリックします。
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サービス ロール
Node BareMetal の追加、管理対象ノードの追加、ライブ ノードの追加アクションを使用するには、
各 Hadoop ディストリビューションの次のノード固有のロールが追加されます。
サービス ロール

Cloudera

MapR

Hortonworks

FileServer

なし

○

なし

DataNode

○

なし

○

NodeManager

○

○

○

Ganglia モニタ

なし

なし

○

Splunk クラスタの管理
[ホスト（Hosts）] タブから、Splunk クラスタを管理できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[Splunk アカウント（Splunk Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ホスト（Hosts）] タブをクリックして、次のアクションを実行します。
名前

説明

[更新（Refresh）]

ページを更新します。

[お気に入り（Favorite）]

ページを [お気に入り（Favorite）] に追加します。

[BareMetal ノードの追加（Add BareMetal Nodes）]

Splunk クラスタに BareMetal ノードを追加します。
[BareMetal の追加（Add BareMetal）] ワークフロー
からインデクサ、検索ヘッド、または管理ノードを
追加します。インデクサ カウントに基づいてレプ
リケーションファクタを提供する必要があります。

（注）

ステップ 4

Splunk クラスタを開始、停止、または再起動することもできま
す。

次のアクションを実行できるホストを選択します。
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名前

説明

[詳細の表示（View Details）]

CPU 使用率、ホスト ディスクの入出力ステータス
などの概要が表示されます。
（注）

[ライセンス ステータス（License Status）]
タブが表示される場合、ライセンスの問
題を示しています。

[開始（Start）]

ノードのサービスを開始します。

[停止（Stop）]

ノードのサービスを停止します。

[詳細の表示（View Details）]

ノードのサービスを再起動します。

[再起動（Restart）]

クラスタからノードを削除します。

[BareMetal のノードの削除（Delete Node to
BareMetal）]

ノードがクラスタから削除され、サービスプロファ
イルとの関連付けが解除されます。ノードは
BareMetal サーバになります。

ステップ 5

アカウントを選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックします。
[ホスト（Hosts）] タブのみ表示できます。Splunk クラスタを開始、停止、または再起動できます。

ステップ 6

[パフォーマンス（Performance）] タブをクリックします。

ステップ 7

[テストを実行（Run Test）] をクリックします。
[パフォーマンス（Performance）] タブは、デフォルトのビッグデータ メトリック レポートを表示します。
[管理（Management）] タブの [クラスタ前パフォーマンス テスト（Pre Cluster Performance Tests）] セクショ
ンの [メモリ テスト（Memory Test）]、[ネットワーク テスト（Network Test）]、および [ディスク テスト
（Disk Test）] チェックボックスをオンにしている場合、このレポートは、Splunk クラスタ作成前に各ホ
ストに収集された統計情報および Splunk クラスタ作成後のレポートを示します。クラスタ前ディスク テ
ストを有効にしている場合、Splunk クラスタの作成に影響します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックして、[OK（OK）] をクリックします。
次の操作では、パフォーマンス テストを選択します。
名前

説明

[表示（View）]

ビッグデータ メトリック レポートのメトリックを
表示します。

[比較（Compare）]

ビッグデータ メトリック レポートのメトリックを
比較し、表示します。
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名前

説明

[グラフ レポートの表示（View Graph Report）]

[概要（Summary）] タブから次のレポートをグラ
フィカルに表示します。
• 平均 TRIAD レート（MB/Sec）
• 平均ネットワーク帯域幅（MB/Sec）

[削除（Delete）]

ビッグデータ メトリック レポートを削除します。

[他のレポート（More Reports）]

毎時間、毎日、毎週、毎月のメトリックを表示しま
す。
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章

Hadoop クラスタ構成時の設定
この章は、次の項で構成されています。
• 外部データベース設定の作成, 133 ページ
• Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成, 135 ページ
• Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新 - Hadoop クラスタ作成後, 137 ページ
• QoS システム クラス, 137 ページ
• クラスタ前パフォーマンス テストの設定, 141 ページ
• Hadoop クラスタおよび Splunk 導入ワークフローの承認, 142 ページ
• 必須 OS およびビッグデータ ソフトウェアの Cisco UCS Director Bare Metal Agent へのアップ
ロード, 143 ページ
• Cisco UCS Director Express for Big Data Baremetal Agent の Cloudera、MapR、および Hortonworks
RPM, 149 ページ
• Hadoop クラスタのディストリビューションのアップグレードのための Cloudera および MapR
RPM, 153 ページ
• 設定チェック ルール, 154 ページ
• Hadoop クラスタ設定のチェック, 155 ページ
• 設定違反の修正, 156 ページ

外部データベース設定の作成
インスタント Hadoop クラスタおよびカスタマイズされた Hadoop クラスタ作成の操作を使用し
て、すべての Hadoop ディストリビューション（Cloudera、MapR、および Hortonworks）の独自の
外部データベースを備えた各 Hadoop クラスタを導入できます。
新しいデータベースを設定するか、Cisco UCS Director Express for Big Data の既存のデータベース
を使用できます。Oozie、Hive、および Hue の各サービスは、[外部データベース設定の作成（Create
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External Database Configurations）] ダイアログを使用して作成した設定済みのデータベース情報を
使用します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[外部データベース（External Database）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。
外部データベース テーブルから以前に作成したデータベースを変更または削除できます。

ステップ 4

[外部データベース設定の作成（Create External Database Configurations）] ダイアログで、次のフィールド
に値を入力します。
名前

説明

[データベース名（Database Name）] フィールド

作成するデータベース タイプの一意の名前を入力
します。

[データベース タイプ（Database Type）] フィールド リストからデータベースのタイプを選択します。

ステップ 5

[サーバ名（Server Name）] フィールド

データベース サーバの IPv4 アドレスを入力します。

[ポート（Port）] フィールド

データベースのタイプに基づいてポート番号を入力
します。

[ユーザ名（User Name）] フィールド

データベース サーバにアクセスするためのユーザ
名を入力します。

[パスワード（Password）] フィールド

データベースサーバにアクセスするためのパスワー
ドを入力します。

[パスワードの確認（Confirm Password）] フィール
ド

データベースサーバにアクセスするためのパスワー
ドを確認します。

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
インスタント Hadoop クラスタとカスタマイズされた Hadoop クラスタ作成の操作で、Hadoop ク
ラスタを導入します。
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Hadoop 配信サービスで使用されるデフォルトのデータベース
Cloudera（サービス名）のデフォルトのデータベース:
• Cloudera Manager—mysql
• Oozie—mysql
• Hive—mysql
• Hue—mysql
MapR（サービス名）のデフォルトのデータベース:
• Oozie—Derby
• Hive—mysql
• Hue—SQlite
Hortonworks（サービス名）のデフォルトのデータベース:
• Ambari—PostGres
• Oozie—Derby
• Hive—mysql

Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成
Hadoop クラスタをトリガーする前に、メニュー バーの [Hadoop 設定パラメータ（Hadoop Config
Parameters）] タブ [ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）]
からのみ Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートを作成できます。Hadoop クラスタ設定パ
ラメータ テンプレートを選択して、編集、複製、または削除ができます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[Hadoop 設定パラメータ（Hadoop Config Parameters）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ（Hadoop Config Parameters）] ページで、次のフィール
ドに値を入力してください。
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名前

説明

[テンプレート名（Template Name）] フィールド

Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの一
意の名前。

[テンプレートの説明（Template Description）] フィー Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの説
ルド
明。
[Hadoop ディストリビューション（Hadoop
Distribution）] ドロップダウン リスト

Hadoop ディストリビューションを選択します。

[Hadoop ディストリビューション バージョン
（Hadoop Distribution Version）] ドロップダウン リ
スト

Hadoop ディストリビューションのバージョンを選
択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - HDFS サービス（Hadoop Config Parameters - HDFS
Service）] ページで、Hadoop クラスタ HDFS サービス パラメータの名前、値、および最低限のサポート対
象 Hadoop ディストリビューションを指定してください。

ステップ 7

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - YARN サービス（Hadoop Config Parameters - YARN
Service）] ページで、次のパラメータを設定してください。

ステップ 8

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - HBase サービス（Hadoop Config Parameters - HBase
Service）] ページで、次のパラメータを設定してください。

ステップ 9

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - MapReduce サービス（Hadoop Config Parameters MapReduce Service）] ページで、次のパラメータを設定してください。

ステップ 10 [Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの作成（Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - その他のパラメータ（Hadoop Config Parameters Miscellaneous Parameters）] ページで、（ServiceLevel および RoleLevel）パラメータを設定してください。
ステップ 11 [送信（Submit）] をクリックします。
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Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新 Hadoop クラスタ作成後
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] タブをクリックし、既存のビッグデータ アカウントを選
択します。

ステップ 3

[クラスタの設定（Configure Cluster）] をクリックします。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新（Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ（Hadoop Config Parameters）] ページで、Hadoop ディス
トリビューションを選択します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新（Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - HDFS サービス（Hadoop Config Parameters - HDFS
Service）] ページで、Hadoop クラスタ HDFS サービス パラメータの名前、値、および最低限のサポート対
象 Hadoop ディストリビューション（ある場合）を指定してください。

ステップ 7

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新（Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - YARN サービス（Hadoop Config Parameters - YARN
Service）] ページで、必要に応じてパラメータを更新してください。

ステップ 8

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新（Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - HBase サービス（Hadoop Config Parameters - HBase
Service）] ページで、必要に応じてパラメータを更新してください。

ステップ 9

[Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新（Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - MapReduce サービス（Hadoop Config Parameters MapReduce Service）] ページで、必要に応じてパラメータを更新してください。

ステップ 10 [Hadoop クラスタ設定パラメータ テンプレートの更新（Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template）] ウィザードの [Hadoop 設定パラメータ - その他のパラメータ（Hadoop Config Parameters Miscellaneous Parameters）] ページで、必要に応じて（ServiceLevel および RoleLevel）パラメータを設定し
てください。
ステップ 11 [送信（Submit）] をクリックします。

QoS システム クラス
QoS およびシステム クラスの詳細については、「QoS System Classes」を参照してください。
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Quality of Service
Cisco Unified Computing System は、Quality of Service（QoS）を実装するために、次の方法を提供
しています。
• 特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定をシステム全体にわたって指定するた
めのシステム クラス。
• 個々の vNIC にシステム クラスを割り当てる QoS ポリシー。
• アップリンク イーサネット ポートによるポーズ フレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー。
システム クラス
Cisco UCS は、Data Center Ethernet（DCE）を使用して Cisco UCS ドメイン内のすべてのトラフィッ
クを処理します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネットの帯域幅が
8 つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラフィック用に 2 つの仮想レーン
が予約されています。それ以外の 6 つの仮想レーンの Quality of Service（QoS）を設定できます。
Cisco UCS ドメイン全体にわたり、これら 6 つの仮想レーンで DCE 帯域幅がどのように割り当て
られるかは、システム クラスによって決定されます。
各システム クラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約します。
これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されます。た
とえば、ファイバ チャネル プライオリティ システム クラスを設定して、FCoE トラフィックに割
り当てられる DCE 帯域幅の割合を決定することができます。
次の表は、設定可能なシステム クラスをまとめたものです。
システム クラス

説明

ベスト エフォート

ベーシック イーサネット トラフィックのため
に予約されたレーンに対する QoS を設定するシ
ステム クラス。このシステム クラスのプロパ
ティの中には、あらかじめ設定されていて、変
更できないものもあります。
たとえば、このクラスには、必要に応じてデー
タ パケットのドロップを許可するドロップ ポ
リシーがあります。このシステム クラスは無効
にできません。

• プラチナ
• ゴールド
• シルバー
• ブロンズ
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システム クラス

説明

ファイバ チャネル

Fibre Channel over Ethernet トラフィックのため
に予約されたレーンに対する Quality of Service
を設定するシステム クラス。このシステム ク
ラスのプロパティの中には、あらかじめ設定さ
れていて、変更できないものもあります。
たとえば、このクラスには、データ パケットが
絶対にドロップされないことを保証するドロッ
プなしポリシーがあります。このシステム クラ
スは無効にできません。
（注）

FCoE トラフィックには、他のタイプ
のトラフィックで使用できない、予
約された QoS システム クラスがあり
ます。他のタイプのトラフィックに、
FCoE で使用される CoS 値がある場
合、その値は 0 にリマークされます。

QoS システム クラスの編集
QoS およびシステム クラスの詳細については、「QoS System Classes」を参照してください。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[QoS システム クラス（QoS System Class）] タブを選択します。

ステップ 3

編集する QoS システム クラス（優先順位別）を選択し、[編集（Edit）] をクリックします。
• ベスト エフォート
• プラチナ
• ゴールド
• シルバー
• ブロンズ

ステップ 4

[QoS システム クラスの変更（Modify QoS System Class）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を
入力します。
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名前

説明

[有効化（Enable）] チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、対応する
QoS クラスがファブリック インターコネクト上で
設定され、QoS ポリシーに割り当て可能になりま
す。
オフになっている場合、クラスはファブリック イ
ンターコネクトで設定されていません。システム
クラスで CoS が 0 に設定されている場合、このク
ラスに関連付けられているすべての QoS ポリシー
のデフォルトは、[ベスト エフォート（Best Effort）]
または Cos 0 システム クラスになります。
このチェックボックスは、[ベスト エフォート（Best
Effort）] と [ファイバ チャネル（Fibre Channel）] の
場合はオンです。

[Cos（Cos）] ドロップダウン リスト

サービス クラス。0 ～ 6 の整数を入力できます。0
は最低プライオリティを表し、6 は最高プライオリ
ティを表します。QoS ポリシーを削除する際や、割
り当てられたシステム クラスが無効な際に、シス
テム クラスをトラフィックのデフォルト システム
クラスにする必要がある場合を除き、この値を 0 に
設定することは推奨しません。
このフィールドは、内部トラフィックの場合は 7
に、ベストエフォートの場合は [ANY] に設定され
ます。これらの値は両方とも予約されており、他の
プライオリティに割り当てることはできません。

[パケット低下（Packet Drop）] チェックボックス

このフィールドは、ファイバ チャネル クラスの場
合はオフであり（破棄パケットは許可されない）、
ベストエフォートの場合はオンです（破棄パケット
は常に許可される）。

[負荷（Weight）] ドロップダウン リスト

次のいずれかを選択できます。
• 1 ～ 10 の整数。整数を選択すると、[負荷（%）
（Weight (%)）] フィールドの説明に従って、
このプライオリティ レベルに割り当てられる
ネットワーク帯域幅の割合が判断されます。
• [ベストエフォート（Best-effort）]。
• なし。
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名前

説明

[最適化されたマルチキャスト（Multicast
Optimized）] チェックボックス

このチェックボックスをオンにすると、パケットを
複数の宛先に同時に送信するように、クラスが最適
化されます。このオプションは、ファイバ チャネ
ルには適用されません。

[MTU] ドロップダウン リスト

チャネルの最大伝送単位。次のいずれかになりま
す。
• 1500 ～ 9216 の整数。この値は最大パケット
サイズに対応します。
• [fc]：事前に定義されている 2240 のパケット
サイズ。
• [ノーマル（Normal）]：事前に定義されている
1500 のパケット サイズ。
• [手動指定（Specify Manually）]：1500 ～ 9216
のパケット サイズ。
このフィールドは、ファイバ チャネルの場合は常
に [fc] に設定されます。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

クラスタ前パフォーマンス テストの設定
メモリ、ネットワーク、およびネットワークのメトリックを分析できます。デフォルトのビッグ
データ メトリック レポートは、Hadoop クラスタを作成する前に各ホストについて収集された統
計情報を提供します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[管理（Management）] タブをクリックします。

ステップ 3

[クラスタ前パフォーマンス テスト（Pre Cluster Performance Tests）] セクションで、次のチェックボック
スをオンにします。
• [メモリ テスト（Memory Test）]
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• [ネットワーク テスト（Network Test）]
• [ディスク テスト（Disk Test）]
（注）

ステップ 4

デフォルトでは、メモリ、ネットワーク、およびディスクの各テストを実行するチェックボッ
クスはオフになっています。クラスタ前ディスク テストを有効にしている場合、Hadoop クラス
タの作成に影響します。

[送信（Submit）] をクリックします。

Hadoop クラスタおよび Splunk 導入ワークフローの承認
はじめる前に
[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] > [ユーザ（Users）] を選択し、
次のユーザ ロールを持つユーザを追加します。
• Network Admin（システムのデフォルト ユーザ ロール）
• Computing Admin（システムのデフォルト ユーザ ロール）
• ビッグデータ ユーザ

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[管理（Management）] タブをクリックします。

ステップ 3

[OS ユーザ承認が必要（Require OS User Approval）] チェックボックスをオンにします。
a) [ユーザ ID（User ID）] テーブルから、Network Admin ユーザ ロールに対するユーザの [ログイン名
（Login Name）] を確認します。
b) [承認依頼通知の数（Number of Approval Request Reminders）] を入力します。
（注）
Network Admin が要求を承認または拒否するまで通知メールを指定した間隔で送信する必要
がある場合、承認要求通知の数をゼロに設定します。
c) [通知間隔（Reminder Interval(s)）] を時間で入力します。
（注）

ステップ 4

すべてのユーザが要求を承認または拒否するように設定するには、[すべてのユーザから承認が
必要（Approval required from all the users）] チェックボックスをオンにします。

[コンピューティング ユーザ承認が必要（Require Compute User Approval）] チェックボックスをオンにし
ます。
a) [ユーザ ID（User ID）] テーブルから、Computing Admin ユーザ ロールに対するユーザの [ログイン名
（Login Name）] を選択します。
b) [承認依頼通知の数（Number of Approval Request Reminders）] を入力します。
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（注）

Computing Admin が要求を承認または拒否するまで通知メールを指定した間隔で送信する必
要がある場合、承認要求通知の数をゼロに設定します。

c) [通知間隔（Reminder Interval(s)）] を時間で入力します。
（注）

ステップ 5

ユーザが要求を承認または拒否するように設定するには、[すべてのユーザから承認が必要
（Approval required from all the users）] チェックボックスをオンにします。

[アカウント ユーザ承認が必要（Require Accounts User Approval）] チェックボックスをオンにします。
a) [ユーザ ID（User ID）] テーブルから、Hadoop ユーザ ロールに対するユーザの [ログイン名（Login
Name）] を選択します。
b) [承認依頼通知の数（Number of Approval Request Reminders）] を入力します。
（注）
Hadoop ユーザが要求を承認または拒否するまで通知メールを指定した間隔で送信する必要が
ある場合、承認要求通知の数をゼロに設定します。
c) [通知間隔（Reminder Interval(s)）] を時間で入力します。
（注）

ステップ 6

ユーザが要求を承認または拒否するように設定するには、[すべてのユーザから承認が必要
（Approval required from all the users）] チェックボックスをオンにします。

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
Network Admin、Computing Admin、およびビッグデータ アカウントのユーザ ロールを持つユーザ
が、ビッグデータ ソフトウェアを導入する前に要求を承認したかどうかを確認します。

必須 OS およびビッグデータ ソフトウェアの Cisco UCS
Director Bare Metal Agent へのアップロード
必須 RHEL 6.x ISO ファイル、ビッグデータ ソフトウェア、共通ソフトウェア、および Oracle JDK
を Cisco UCS Director Bare Metal Agent にアップロード（追加）できます。ローカル システムやリ
モート システムから必須ファイルをアップロードできます。ファイルは、まず Cisco UCS Director
にアップロードされます。[ソフトウェア カタログの作成（Create Software Catalogs）] ダイアログ
ボックスの [送信（Submit）] ボタンをクリックして、必須ファイルをターゲット Cisco UCS Director
Bare Metal Agent に移動できます。
サポートされるファイル形式：
• Linux OS— rhel-x.x.iso
• ビッグデータ ソフトウェア— xxxx x.y.z.zip（.gz または .tgz または .tar）。たとえば、
MapR-x.y.z.zip、splunk-x.y.z.zip
• 共通ソフトウェア— bd-sw-rep.zip（.gz または .tgz または .tar）
• JDK ソフトウェア—（x.y.z.rpm または .gz）
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[ソフトウェア カタログ（Software Catalogs）] ページに、Cisco UCS Director Bare Metal Agent の
ビッグデータおよびその他の必須ソフトウェアが表示されます。

ヒント

ビッグデータの必須ソフトウェアの列が空の場合、Cisco UCS Director Bare Metal Agent にはす
でに必要なすべてのファイルが含まれています。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [設定（Settings）] を選択
します。

ステップ 2

[ソフトウェア カタログ（Software Catalogs）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。

ステップ 4

ファイルをローカル システムからアップロードするには、[アップロード（Upload）] をクリックします。
（注）
指定された形式でアップロードする前にフォルダを作成して、ビッグデータ ソフトウェアのす
べての必須ファイルを含め、フォルダを圧縮します。

ステップ 5

[ターゲット BMA（Target BMA）] ドロップダウン リストからターゲット Cisco UCS Director Bare Metal
Agent を選択します。

ステップ 6

必須ファイルをアップロードしたら、[BMA サービスの再起動（Restart BMA Services）] をオンにして
Cisco UCS Director Bare Metal Agent を再起動します。
（注）
5 ～ 10 分後に [ソフトウェア カタログ（Software Catalogs）] ページを更新し、新しいカタログ
および変更されたカタログを表示します。
名前

説明

[Linux OS のアップロード（Linux OS Upload）]
[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

オペレーティング システムの名前（たとえば、
RHEL.6.5）

[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent でアクセス
可能な Web サーバのパス
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent のマウント
ポイント（たとえば、/root/iso）
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent の ISO への
パス（たとえば、/temp/rhel65/iso）

[ビッグデータ ソフトウェアのアップロード（Big Data Software Upload）]
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名前

説明

[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

ビッグデータ ソフトウェア。Hadoop ディストリ
ビューションなど（たとえば、
distribution_name-x.y.z）または Splunk Enterprise ソ
フトウェア（splunk-x.y.z）。

[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• リモート ソフトウェアを Bare Metal Agent に
アップロードするために Cisco UCS Director
Bare Metal Agent でアクセス可能な Web サーバ
のパス

[共通ソフトウェアのアップロード（Common Software Upload）]
[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• リモート ソフトウェアを Baremetal Agent に
アップロードするために Cisco UCS Director
Bare Metal Agent でアクセス可能な Web サーバ
のパス

[JDK のアップロード（JDK Upload）]
[JDK バージョン（JDK Version）] フィールド

JDK のバージョン。たとえば、JDK 1.x

[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• リモート ソフトウェアを Baremetal Agent に
アップロードするために Cisco UCS Director
Bare Metal Agent でアクセス可能な Web サーバ
のパス

[Linux OS のアップロード（Linux OS Upload）]
[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

オペレーティング システムの名前（たとえば、
RHEL.6.5）
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[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent でアクセス
可能な Web サーバのパス
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent のマウント
ポイント（たとえば、/root/iso）
• Cisco UCS Director Bare Metal Agent の ISO への
パス（たとえば、/temp/rhel65/iso）

[ビッグデータ ソフトウェアのアップロード（Big Data Software Upload）]
[カタログ名（Catalog Name）] フィールド

ビッグデータ ソフトウェア。Hadoop ディストリ
ビューションなど（たとえば、
distribution_name-x.y.z）または Splunk Enterprise ソ
フトウェア（splunk-x.y.z）

[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• リモート ソフトウェアを Bare Metal Agent に
アップロードするために Cisco UCS Director
Bare Metal Agent でアクセス可能な Web サーバ
のパス

[共通ソフトウェアのアップロード（Common Software Upload）]
[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• リモート ソフトウェアを Baremetal Agent に
アップロードするために Cisco UCS Director
Bare Metal Agent でアクセス可能な Web サーバ
のパス

[JDK のアップロード（JDK Upload）]
[JDK バージョン（JDK Version）] フィールド
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[アップロード タイプ（Upload Type）] ドロップダ
ウン リスト

次のいずれかを実行します。
• デスクトップ ファイル
• リモート ソフトウェアを Baremetal Agent に
アップロードするために Cisco UCS Director
Bare Metal Agent でアクセス可能な Web サーバ
のパス

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

次の作業
ソフトウェアのアップロードはこちら [管理（Administration）] > [統合（Integration）] で追跡でき
ます。[レコードの変更（Change Record）] タブをクリックし、進行中のソフトウェアのアップロー
ドを追跡し、そのステータスを確認します。

サポート対象 Oracle JDK のソフトウェア バージョン
この項では、サポートされている Oracle JDK のソフトウェアのバージョンを示します。

Cloudera 向けサポート対象 Oracle JDK バージョンおよびアップグレード シナリオ
Hadoop ディストリ
ビューション

Oracle JDK 1.6

Oracle JDK 1.7

Oracle JDK 1.8

Cloudera Manager 5.4.x

—

JDK 1.7.0_25

JDK 1.8.0_60

Cloudera Manager 5.3.x

—

—

JDK 1.8.0_11

アップグレードする Hadoop ディストリビュー
ション バージョン

サポート対象アップグレード バージョン

Cloudera Manager 5.3.x、JDK 1.7.0_25

Cloudera Manager 5.4.x、JDK 1.8
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MapR 向けサポート対象 Oracle JDK バージョン
Hadoop ディストリビューショ
ン

JDK 1.7

JDK 1.8

MapR 5.0.0

○

○

MapR 4.1.0

なし

○

アップグレードする Hadoop ディストリビュー
ション バージョン

サポート対象アップグレード バージョン

MapR 4.1.0、JDK 1.7

MapR 5.0.0、JDK 1.8

Hortonworks 向けサポート対象 Oracle JDK ソフトウェア バージョンおよびアップグ
レード シナリオ
Hadoop ディストリビューショ
ン

JDK 1.7

JDK 1.8

Hortonworks 2.3

—

○

Hortonworks 2.2

○

○

アップグレードする Hadoop ディストリビュー
ション バージョン

サポート対象アップグレード バージョン

Hortonworks 2.2、JDK 1.7

Hortonworks 2.3、JDK 1.8
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Cisco UCS Director Express for Big Data Baremetal Agent の
Cloudera、MapR、および Hortonworks RPM
Cloudera、MapR、および Hortonworks の共通のパッケージ

（注）

利用できない Hadoop ソフトウェアについては、ベンダーのオンライン リポジトリの該当ファイ
ルで
/opt/cnsaroot/bigdata_templates/common_templates/HadoopDistributionRPM.txt
ファイルを更新します。

（注）

Hadoop ベンダー サポート ドキュメンテーションでサポート対象バージョンを確認することを
お勧めします。
次の共通パッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/ にダウンロードします。
• pssh-2.3.1.tar.gz（https://pypi.python.org/packages/source/p/pssh から）
• clustershell-1.6-1.el6.noarch.rpm（http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64 から）
Cloudera の共通パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.X.X にダウンロードします。
• ClouderaEnterpriseLicense.lic— Cloudera からライセンス キーを取得します
• userrpmlist.txt—詳細パッケージ リスト用
• catalog.properties— Cloudera のバージョンのラベル名を提供します（x は Cisco UCS Director
Express for Big Data Baremetal Agent の Cloudera バージョンを表します）
• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz（http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1 から）
Cloudera 5.0.1 パッケージとパーセル
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.0.1 にダウンロードします。
• cm5.0.1-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.0.1 から）
• CDH-5.0.1-1.cdh5.0.1.p0.47-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.1 から）
• CDH-5.0.1-1.cdh5.0.1.p0.47-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.1 から）
• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.1 から）

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
149

Hadoop クラスタ構成時の設定
Cisco UCS Director Express for Big Data Baremetal Agent の Cloudera、MapR、および Hortonworks RPM

Cloudera 5.0.6 パッケージとパーセル
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.0.6 にダウンロードします。
• cm5.0.6-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.0.6 から）
• CDH-5.0.6-1.cdh5.0.6.p0.7-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.6 から）
• CDH-5.0.6-1.cdh5.0.6.p0.7-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.6 から）
• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.6 から）
Cloudera 5.2.0 パッケージとパーセル
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.2.0 にダウンロードします。
• cm5.2.0-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.2.0 から）
• CDH-5.2.0-1.cdh5.2.0.p0.36-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.0 から）
• CDH-5.2.0-1.cdh5.2.0.p0.36-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.0 から）
• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.0 から）
Cloudera 5.2.1 パッケージとパーセル
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.2.1 にダウンロードします。
• cm5.2.1-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.2.1 から）
• CDH-5.2.1-1.cdh5.2.1.p0.12-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.1 から）
• CDH-5.2.1-1.cdh5.2.1.p0.12-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.1 から）
• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.1 から）
Cloudera 5.3.0 パッケージとパーセル
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.3.0 にダウンロードします。
• cm5.3.0-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.3.0 から）
• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0 から）
• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0 から）
• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0 から）
Cloudera 5.4.1 パッケージとパーセル
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.4.1 にダウンロードします。
• cm5.4.1-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.4.1 から）
• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1 から）
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• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1 から）
• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1 から）
MapR 3.1.1、4.0.1、および 4.0.2 の共通パッケージ
次の共通パッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-3.1.1 and MapR-4.0.x
directories にダウンロードします。
• libgenders-devel-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/ から）
• libgenders-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/ から）
• ext-2.2.zip (http://dev.sencha.com/deploy/ext-2.2.zip から）
• sshpass-1.05-1.el6.x86_64.rpm
（http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/6/x86_64 から）
• soci-mysql-3.2.1-1.el6.x86_64.rpm（http://ftp.is.co.za/mirror/fedora.redhat.com/epel/6/x86_64 から）
• soci-3.2.1-1.el6.x86_64.rpm（http://ftp.is.co.za/mirror/fedora.redhat.com/epel/6/x86_64 から）
• pdsh-2.27-1.el6.rf.x86_64.rpm（ http://pkgs.repoforge.org/pdsh から）
• mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat から）
• mapr-drill-0.7.0.29434-1.noarch.rpm（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem/redhat から）
• catalog.properties— MapR のバージョンのラベル名を提供します（x は Cisco UCS Director
Express for Big Data Baremetal Agent の MapR バージョンを表します）
• license.txt
MapR 4.1.0 および 5.0.0 の共通パッケージ
次の共通パッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.1.0 and MapR-5.0.0
directories にダウンロードします。
• libgenders-devel-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/ から）
• libgenders-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/ から）
• ext-2.2.zip（http://dev.sencha.com/deploy/ext-2.2.zip から）
• sshpass-1.05-1.el6.x86_64.rpm
（http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/6/x86_64 から）
• soci-mysql-3.2.2-2.el6.x86_64.rpm（http://ftp.univie.ac.at/systems/linux/fedora/epel/6/x86_64 から）
• soci-3.2.2-2.el6.x86_64.rpm（http://ftp.univie.ac.at/systems/linux/fedora/epel/6/x86_64 から）
• pdsh-2.27-1.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/pdsh から）
• mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat か
ら）
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• catalog.properties— MapR のバージョンのラベル名を提供します（x は Cisco UCS Director
Express for Big Data Baremetal Agent の MapR バージョンを表します）
• license.txt
MapR 3.1.1 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-3.1.1 にダウンロードします。
• mapr-v3.1.1GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v3.1.1/redhat から）
• mapr-ecosystem-20140617.rpm.tgz
MapR 4.0.1 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.0.1 にダウンロードします。
• mapr-v4.0.1GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v4.0.1/redhat から）
• mapr-ecosystem-4.x-20141105.rpm.tgz
MapR 4.0.2 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.0.2 にダウンロードします。
• mapr-v4.0.2GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v4.0.2/redhat から）
• mapr-ecosystem-20150205.rpm.tgz
MapR 4.1.0 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.1.0 にダウンロードします。
• mapr-v4.1.0GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhat から）
• mapr-ecosystem-4.x-20150610.rpm.tgz（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat から）
MapR 5.0.0 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-5.0.0 にダウンロードします。
• mapr-v5.0.0GA.rpm.tgz:（http://package.mapr.com/releases/v5.0.0/redhat から）
• mapr-ecosystem-5.x-20150709.rpm.tgz（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat から）
Hortonworks の共通のパッケージ
次の共通パッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.X にダウンロードしま
す。
• openssl-1.0.1e-30.el6.x86_64.rpm
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• catalog.properties— Hortonworks のバージョンのラベル名を提供します（x は Cisco UCS Director
Express for Big Data Baremetal Agent の Hortonworks バージョンを表します）
Hortonworks 2.1 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.1 にダウンロードします。
• HDP-2.1.5.0-centos6-rpm.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6 から）
• ambari-1.6.1-centos6.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6 から）
• HDP-UTILS-1.1.0.17-centos6.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.17/repos/centos6 から）
Hortonworks 2.2 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.2 にダウンロードします。
• HDP-2.2.0.0-centos6-rpm.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6 から）
• ambari-1.7.0-centos6.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6 から）
• HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6 から）
Hortonworks 2.3 パッケージ
次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.3 にダウンロードします。
• HDP-2.3.0.0-centos6-rpm.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.3.0.0
から）
• ambari-2.1.1-centos6.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.1.1
から）
• HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6 から）

Hadoop クラスタのディストリビューションのアップグ
レードのための Cloudera および MapR RPM
Cloudera 5.3.0 パッケージとパーセル
• cm5.3.0-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.3.0 から）
• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0 から）
• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0 から）
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• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0 から）
Cloudera 5.4.1 パッケージとパーセル
• cm5.4.1-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.4.1 から）
• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1 から）
• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel.sha1（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1 から）
• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1 から）
MapR 4.1.0 パッケージ
• mapr-setup（http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhat から）
• mapr-v4.1.0GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhat から）
• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz（http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1 から）
MapR 5.0.0 パッケージ
• mapr-setup（http://package.mapr.com/releases/v5.0.0/redhat から）
• mapr-v5.0.0GA.rpm.tgz:（http://package.mapr.com/releases/v5.0.0/redhat から）
• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz（http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1 から）

設定チェック ルール
設定チェックを実行することによって既存のクラスタ設定を検証できます。設定チェック プロセ
スでは、現在のクラスタ設定をレポートの違反と設定チェック ルールと照合する必要がありま
す。
設定チェック ルールは、Hadoop クラスタの事前定義済みの Cisco Validated Design（CVD）パラ
メータです。設定チェック ルールは [ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）]
> [設定（Settings）] に表示されます。設定チェックが完了すると、違反が [ソリューション
（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）] の [障害（Faults）] タブ
に表示されます。設定チェック ルールはいつでも有効または無効にできますが、新しいルールを
追加することはできません。
設定チェック ルール

説明

[パラメータ（Parameter）]

設定の事前定義された CVD パラメータ。

[有効（Enabled）]

設定チェック ルールの状態で、有効（true）または無効
（false）。
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設定チェック ルール

説明

[予測値（Expected value）]

Cisco Validated Design（CVD）で定義されているパラメータ
に予測された値。

[説明（Description）]

設定のパラメータの説明。

[ディストリビューション
（Distribution）]

Hadoop ディストリビューション。

[サポートされている最小ディスト Hadoop ディストリビューションの最低限のサポート対象バー
リビューション（Minimum
ジョン。
Supported Distribution）]
[サービス（Service）]

Hadoop サービス。

[役割（Role）]

Hadoop サービス ロール。

[タイプ（Type）]

違反のタイプで [CVD] または [矛盾（Inconsistent）]。

[修正ワークフロー（Fix
Workflow）]

違反を修正するために起動できるワークフローを指します。

実際のクラスタ設定値が設定チェック ルールで定義された目標値とは異なる場合、それらの設定
値は違反として報告されます。たとえば、CVD が NameNode のヒープ サイズは 4 GB であるとし
ます。しかし、クラスタ設定の NameNode のヒープ サイズが 1 GB だった場合、これは CVD 違反
として報告されます。また、矛盾した設定パラメータが報告されます。たとえば、プライマリ
ノードおよびセカンダリ ノード両方の NameNode ヒープ サイズは同じでなければなりません。サ
イズに不一致があると、このパラメータは矛盾として報告されます。

Hadoop クラスタ設定のチェック
クラスタの設定を検証するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

設定チェックを実行するアカウントを選択し、[設定のチェック（Check Configuration）] をクリックしま
す。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。
設定チェックが処理中であることを示すダイアログボックスが表示されます。
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ステップ 5

[OK] をクリックします。
設定チェックが完了すると、違反が選択したビッグデータ アカウントの [障害（Faults）] タブに表示され
ます。

次の作業

（注）

設定チェックはこちらで追跡できます。[管理（Administration）] > [統合（Integration）]。[レ
コードの変更（Change Record）] タブをクリックし、進行中の設定チェックを追跡し、完了し
たか、障害が発生しているかどうかを確認します。

設定違反の修正
設定チェックが完了すると、設定違反が選択したビッグデータ アカウントの [障害（Faults）] タ
ブに表示されます。[ビッグデータ クラスタ設定（Big Data Cluster Configuration）] ページでこれ
らの設定違反を手動で修正するか、ワークフローをトリガーできます。ワークフローをトリガー
して違反を修正するには、違反で指定されたコードと同じ名前のワークフローを作成します。
ワークフローによる設定違反を修正するには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[障害（Faults）] タブをクリックします。

ステップ 3

修正する設定違反を選択し、[ワークフローのトリガー（Trigger Workflow）] をクリックします。
違反で指定されたコードと同じ名前のワークフローが存在する場合、ワークフローがトリガーされます。

ステップ 4

ワークフローに必要な情報を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
入力を送信するとサービス リクエスト ID が生成されます。[サービス リクエスト（Service Requests）]
ページでサービス リクエストのステータスを確認できます。
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章

Cisco UCS CPA ワークフロー
この章は、次の項で構成されています。
• ビッグデータのワークフロー, 157 ページ
• ビッグデータのサービス リクエストについて, 158 ページ

ビッグデータのワークフロー
Cisco UCS Director Express for Big Data は、[UCS CPA] フォルダのビッグデータ向け [ポリシー
（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] でワークフローのセットを定義します。
• UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF—このワークフローは、複数の Hadoop アカウント
を使用すると発生します。
• UCS CPA Multi-UCSM Splunk Cluster WF—このワークフローは、複数の UCSM Splunk アカウ
ントを使用すると発生します。
• UCS CPA Single UCSM Server Configuration WF—このワークフローは、あらゆる UCSM アカ
ウントに対して発生します。
• UCS CPA Node Baremetal—このワークフローは、クラスタのノードごとに発生します。
• UCS CPA Delete Node—このワークフローは、Hadoop クラスタからノードを削除すると発生
します。
• UCS CPA Cloudera Add Live Node—このワークフローは、Cloudera のライブ ノードを追加す
ると発生します。
• UCS CPA MapR Add Live Node—このワークフローは、MapR のライブ ノードを追加すると発
生します。
• UCS CPA Hartonworks Add Live Node—このワークフローは、Hortonworks のライブ ノードを
追加すると発生します。
• UCS CPA Hartonworks Add New Service WF—このワークフローは、Hortonworks の新しいサー
ビスを追加するときに発生します。
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• UCS CPA Instant Hadoop Cluster WF—このワークフロー は、ノード カウントおよび IP アドレ
ス範囲、メモリ、インターフェイス数など他の必須入力に基づいてインスタント Hadoop ク
ラスタを作成すると発生します。Cisco UCS Director Express for Big Data は、インスタント
Hadoop クラスタの作成に必要な 1 つの UCS サービス プロファイルおよび Hadoop クラスタ
プロファイル テンプレートをバックエンドで自動で作成します。これによって、手動でサー
ビス プロファイルおよびクラスタ プロファイルを作成する手間が省けます。
• UCS CPA Customized Hadoop Cluster WF—このワークフローは、特定の UCS サービス プロ
ファイルを使用すると発生します。Hadoop クラスタで作成するノード数を指定した、Hadoop
クラスタ プロファイルのテンプレートです。
• CS CPA Disable High Availability WF—このワークフローは、ハイ アベイラビリティを無効に
するときに発生します。
• UCS CPA Enable High Availability WF—このワークフローは、ハイ アベイラビリティを有効に
するときに発生します。
• UCS CPA Shutdown Big Data Cluster WF—このワークフローは、Hadoop クラスタとシャット
ダウンするときに発生します。
• UCS CPA Start Big Data Cluster WF—このワークフローは、Hadoop クラスタの電源を入れると
きに発生します。
• UCS CPA Upgrade Cluster WF—このワークフローは、Hadoop クラスタをアップグレードする
ときに発生します。
• UCS CPA Add New Cloudera Service WF—このワークフローは、Cloudera の新しいサービスを
追加するときに発生します。
• UCS CPA Hortonworks Add New Service WF—このワークフローは、Hortonworks の新しいサー
ビスを追加するときに発生します。
• UCS CPA MapR Add New Service WF—このワークフローは、MapR の新しいサービスを追加
するときに発生します。
• UCS CPA Wait For Complete UCS SP Association WF—このワークフローは発生します。

ビッグデータのサービス リクエストについて
Cisco UCS Director Express for Big Data は、Hadoop クラスタを全体的に導入するため Cisco UCS
Director サービス リクエストおよびワークフローのオーケストレーションを活用します。各サー
ビス リクエストは、クラスタ作成時に作成されるプロビジョニング ワークフローです。
たとえば、4 ノード Hadoop クラスタでは UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster W/F が 1 つ、Single
UCSM Server Configuration W/F が 1 つ、UCS CPA Node Baremetal W/F が 4 つ作成されます。ワー
クフローが完了すると、クラスタはその UCSM アカウントの [ソリューション（Solutions）] >
[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] に作成されます。
一連のサービス リクエストはクラスタ作成時に [部門（Organizations）] > [サービス リクエスト
（Service Requests）] の下に作成されます。
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• UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF—このワークフローは、複数の Hadoop アカウント
を使用すると発生します。また、インスタント、またはカスタマイズされた Hadoop クラス
タを作成するときに適用されます。
• UCS CPA Multi-UCSM Splunk Cluster WF—このワークフローは、複数の UCSM Splunk アカウ
ントを使用すると発生します。また、インスタント、またはカスタマイズされた Splunk クラ
スタを作成するときに適用されます。
• UCS CPA Single UCSM Server Configuration WF—このワークフローは、あらゆる UCSM アカ
ウントに対して発生します。
• UCS CPA Node Baremetal—このワークフローは、クラスタのノードごとに発生します。
次のサービス リクエストは Baremetal ノードまたはライブ ノードをクラスタに追加するときに作
成されます。
• UCS CPA Cloudera Add Live Node—このワークフローは、Cloudera のライブ ノードを追加す
ると発生します。
• UCS CPA MapR Add Live Node—このワークフローは、MapR のライブ ノードを追加すると発
生します。
• UCS CPA Hortonworks Add Live Node—このワークフローは、Hortonworks のライブ ノードを
追加すると発生します。
次のサービス フローは下記で説明されているように作成されます。
• CS CPA Disable High Availability WF—このワークフローは、ハイ アベイラビリティを無効に
するときに発生します。
• UCS CPA Enable High Availability WF—このワークフローは、ハイ アベイラビリティを有効に
するときに発生します。
• UCS CPA Shutdown Big Data Cluster WF—このワークフローは、Hadoop クラスタをシャット
ダウンするときに発生します。
• UCS CPA Start Big Data Cluster WF—このワークフローは、Hadoop クラスタの電源を入れると
きに発生します。
• UCS CPA Upgrade Cluster WF—このワークフローは、Hadoop クラスタをアップグレードする
ときに発生します。
• UCS CPA Cloudera Add New Service WF—このワークフローは、Cloudera の新しいサービスを
追加するときに発生します。
• UCS CPA Hortonworks Add New Service WF—このワークフローは、Hortonworks の新しいサー
ビスを追加するときに発生します。
• UCS CPA MapR Add New Service WF—このワークフローは、MapR の新しいサービスを追加
するときに発生します。
サービス リクエストおよびワークフローの詳細については、次のガイドを参照してください。
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• 『Cisco UCS Director Self-Service Portal Guide』
• 『Cisco UCS Director Orchestration Guidef』

ビッグデータのサービス リクエストのモニタリング
はじめる前に
クラスタ導入テンプレートを作成してカスタマイズし、サービス リクエストをモニタします。

ステップ 1

メニュー バーで、[組織（Organizations）] > [サービスリクエスト（Service Requests）] の順に選択します。

ステップ 2

[サービスリクエスト（Service Requests）] タブをクリックします。

ステップ 3

モニタするサービス リクエストを選択して [詳細の表示（View Details）] をクリックします。
次のリクエスト ステータスのいずれかが表示されます。
• 完了（Complete）
• 進行中（In Progress）
• キャンセル（Cancelled）
• 失敗しました（Failed）

UCS CPA ワークフロー タスクの表示
[サービス リクエストのステータス（Service Request Status）] ダイアログボックスで、次の情報が
表示されます。
• ワークフローのステータス
• ログ
• 作成されたオブジェクトと変更されたオブジェクト
• 入出力

（注）

ステップ 1

失敗したサービス リクエストについては入力の変更のみ可能です。

メニュー バーで、[組織（Organizations）] > [サービスリクエスト（Service Requests）] の順に選択します。
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特定のグループに追加されているユーザ固有のサービス リクエストのリストを表示できます。たとえば、
[すべてのユーザ グループ（All User Groups）] です。
ステップ 2

表示する [サービス リクエスト ID（Service Request ID）] を選択します。

ステップ 3

[サービス リクエストのステータス（Service Request Status）] ダイアログボックスを開く [サービス リクエ
スト ID（Service Request ID）] をダブルクリックします。（サービス リクエスト ID をそれに関連付けら
れたワークフロー名で選択することもできます。[詳細の表示（View Details）] をクリックします。たとえ
ば、[UCS CPA Node BareMetal（UCS CPA Node BareMetal）] ワークフローを選択し、[詳細の表示（View
Details）] をクリックします。）
[サービス リクエストのステータス（Service Request Status）] ダイアログボックスで、ワークフローの次
のタスクを表示できます。
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UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster UCS CPA Single UCSM Server
WF/UCS CPA Multi-UCSM Splunk
Configuration WF
Cluster WF
次のタスクは [Single UCSM Server
Configuration WF（Single UCSM
Server Configuration WF）] に関連
付けられています。
1 [管理者が開始（Initiated by
Admin）]
2 [UCS サービス プロファイル
テンプレートを作成する
（Create UCS Service Profile
Template）]
3 [メンテナンス ポリシー UCS
SP テンプレートの変更
（Change Maintenance Policy
UCS SP Template）]
4 [Muti-BareMetal OS Install WF
（Muti-BareMetal OS Install
WF）]
5 [Multi-BareMetal WF モニタ
（Multi-BareMetal WF
Monitor）]
6 [UCS SP テンプレートのメンテ
ナンス ポリシーの変更
（Change Maintenance Policy for
UCS SP Template）]
7 完了
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UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster UCS CPA Single UCSM Server
WF/UCS CPA Multi-UCSM Splunk
Configuration WF
Cluster WF

UCS CPA Node BareMetal

次のタスクは [UCS CPA
Multi-UCSM Hadoop Cluster WF
（UCS CPA Multi-UCSM Hadoop
Cluster WF）] および [UCS CPA
Multi-UCSM Splunk Cluster WF
（UCS CPA Multi-UCSM Splunk
Cluster WF）] に関連付けられてい
ます。

次のタスクは [UCS CPA Node
BareMetal（UCS CPA Node
BareMetal）] に関連付けられてい
ます。

1 [管理者が開始（Initiated by
Admin）]
2 [Multi-UCSM Hadoop クラスタ
プロファイル/Multi-UCSM
Splunk クラスタ プロファイル
（Multi-UCSM Hadoop Cluster
profile/Multi-UCSM Splunk
Cluster profile）]
3 [ビッグデータ クラスタ環境の
セットアップ（Setup Big Data
Cluster Env）]
4 [ユーザ（コンピューティン
グ）の承認が必要（User
(Compute) Approval Required）]
5 [ユーザ（OS）の承認が必要
（User (OS) Approval
Required）]
6 [管理者による承認（Approval
by Admin）]
7 [Multi-UCSM Configuration WF
（Multi-UCSM Configuration
WF）]
8 [Multi BareMetal WF モニタ
（Multi BareMetal WF
Monitor）]
9 [コマンド実行の同期
（Synchronized Command
Execution）]
10 [ユーザ（Hadoop）の承認が必
要（User (Hadoop) Approval
Required）]

1 [管理者が開始（Initiated by
Admin）]
2 [ワークフロー優先度（高）の
変更（Modify Workflow Priority
(High)）]
3 [BareMetal SR ID の割り当て
（Assign BareMetal SR ID）]
4 [テンプレートからの UCS サー
ビス プロファイルの作成
（Create UCS Service Profile
from Template）]
5 [テンプレートからの UCS サー
ビス プロファイルのバインド
解除（Unbind UCS Service
Profile from Template）]
6 [UCS サービス プロファイル
ブート ポリシーの変更
（Modify UCS Service Profile
Boot Policy）]
7 [テンプレートからの UCS サー
ビス プロファイル vNIC のバ
インド解除（Unbind UCS
Service Profile vNIC from
Template）]
8 [UCS vNIC のテンプレートへ
のバインド（Bind UCS vNIC to
Template）]
9 [UCS サービス プロファイルの
関連付け（Associate UCS
Service Profile）]
10 [サーバ ID の割り当て（Assign
Server Identity）]
11 [PXE ブートの設定（OS タイ
プ：CentOS Live）（Setup PXE
Boot (OS Type: CentOS Live)）]
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UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster UCS CPA Single UCSM Server
WF/UCS CPA Multi-UCSM Splunk
Configuration WF
Cluster WF

UCS CPA Node BareMetal

11 [カスタム SSH コマンド
（Custom SSH Command）]
12 [シェル スクリプト ステータス

12 [RAID コマンドの設定（Setup
RAID Commands）]
13 [UCS ブレード リセット アク

のモニタ（Monitor Shell Script
Status）]
13 [Hadoop クラスタのプロビジョ
ニング/Splunk クラスタのプロ
ビジョニング（Provision
Hadoop Cluster/Provision Splunk
Cluster）]
14 完了

ション（UCS Blade Reset
Action）]
14 [PXE ブートのモニタ（Monitor
PXE Boot）]
15 [PXE ブート設定の削除
（Remove PXE Boot Setup）]
16 [RAID 設定のモニタ（Monitor
RAID Configuration）]
17 [UCS ブレード電源オフ アク
ション（UCS Blade Power OFF
Action）]
18 [PXE ブートの設定（OS タイ
プ：RHEL 6.6）（Setup PXE
Boot (OS Type: RHEL 6.6)）]
19 [RAID コマンドの設定（Setup
RAID Commands）]
20 [完全な関連付けの待機（Wait
for complete Association）]
21 [UCS ブレード リセット アク
ション（UCS Blade Reset
Action）]
22 [PXE ブートのモニタ（Monitor
PXE Boot）]
23 [UCS サービス プロファイル
ブート ポリシーの変更
（Modify UCS Service Profile
Boot Policy）]
24 [UCS サービス プロファイルの
テンプレートへのバインド
（Bind UCS Service Profile to
Template）]
25 [完全な関連付けの待機（Wait
For Complete Association）]
26 [UCS ブレード リセット アク
ション（UCS Blade Reset
Action）]
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UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster UCS CPA Single UCSM Server
WF/UCS CPA Multi-UCSM Splunk
Configuration WF
Cluster WF

UCS CPA Node BareMetal

27 [IP ステータスの割り当て
（Assign IP Status）]
28 [カスタム SSH コマンド
（Custom SSH Command）]
29 [カスタム SSH コマンド
（Custom SSH Command）]
30 [コマンド実行の同期
（Synchronized Command
Execution）]
31 [Linux のシェル スクリプト実
行（Linux Shell Script
Execution）]
32 [UCS ブレード電源オフ アク
ション（UCS Blade Power OFF
Action）]
33 [UCS ブレード電源オン アク
ション（UCS Blade Power ON
Action）]
34 [コマンド実行の同期
（Synchronized Command
Execution）]
35 完了

ステップ 4

[閉じる（Close）] をクリックします。

ワークフローのカスタマイズによる Hadoop または Splunk クラスタの
導入
次の UCS CPA ワークフローをカスタマイズして、Hadoop または Splunk クラスタの導入に使用で
きます。Cisco UCS Director Express for Big Data Bare Metal Agent のクラスタ環境に必要なインス
トール パッケージ（RPM）を追加できます。
• UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF の名称変更
• UCS CPA Multi-UCSM Splunk Cluster WF の名称変更
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• Single UCSM Server Configuration WF の名称変更
• UCS CPA Node BareMetal の名称変更

ワークフローのカスタマイズによる Hadoop または Splunk クラスタの導入
はじめる前に
ワークフロー オーケストレーションの詳細については、『Cisco UCS Director Orchestration Guide』
を参照してください。
• 複製された Single UCSM Server Configuration WF で使用する UCS CPA Node Baremetal ワーク
フローをカスタマイズします。
• UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF または UCS CPA Multi-UCSM Splunk Cluster WF で
使用する Single UCSM Server Configuration WF をカスタマイズします。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflows）] タブで [UCS CPA（UCS CPA）] フォルダをクリックします。

ステップ 3

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] でカスタマイズするワークフローをダブルクリックしま
す。たとえば、[UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF（UCS CPA Multi-UCSM Hadoop Cluster WF）] を
ダブルクリックします。

ステップ 4

[ワークフロー デザイナ（Workflow Designer）] で [Muti-UCSM Configuration WF（Muti-UCSM Configuration
WF）] タスクをダブルクリックします。

ステップ 5

[ワークフロー タスク基本情報（Workflow Task Basic Information）] ページで [次へ（Next）] をクリックし
ます。

ステップ 6

[タスク入力属性へのユーザ入力マッピング（User Input Mappings to Task Input Attributes）] ページで、ワー
クフローの入力フィールドにマッピングする属性を選択するか、次のステップで値を指定します。必要に
応じて、[ユーザ入力にマッピング（Map to User Input）] チェックボックスをオンにしてユーザ入力を行い
ます。

ステップ 7

[タスク入力属性へのユーザ入力マッピング（User Input Mappings to Task Input Attributes）] ページで [次へ
（Next）] をクリックします。

ステップ 8

ワークフローの入力にマッピングされないタスク値を入力します。たとえば、[ワークフロー名（Workflow
Name）] フィールドに複製された Single UCSM Server Configuration WF の名前を入力します。

ステップ 9

[再検証（Revalidate）] をクリックして、タスク入力値を再検証します。

ステップ 10 [次へ（Next）] をクリックします。
ステップ 11 [タスク出力属性へのユーザ出力マッピング（User Output mappings to Task Output Attributes）] ページで、
ワークフローの出力フィールドにマッピングする属性を選択します。
ステップ 12 [ユーザ出力にマッピング（Map to User Output）] チェックボックスをオンにして、[ユーザ出力（User
Output）] ドロップダウン リストから値を選択します。
ステップ 13 [送信（Submit）] をクリックします。
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UCS CPA ワークフローの複製
ベアメタル ワークフローを通じてクラスタ導入をカスタマイズするには、UCS CPA フォルダの次
のワークフローを複製できます。
• UCS CPA Node BareMetal ワークフローを複製します。
• 複製された UCS CPA Node BareMetal ワークフローを使用して、単一の UCSM Server
Configuration WF の名前を変更します。
• 複製された Single UCSM Server Configuration WF を使用して、UCS CPA Multi-UCSM Hadoop
Cluster WF の名前を変更します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[ワークフロー（Workflows）] タブで、[UCS CPA（UCS CPA）] フォルダで複製するワークフローを選択
します。

ステップ 3

[ワークフローの複製（Clone Workflow）] をクリックします。

ステップ 4

[ワークフローの複製（Clone Workflow）] ウィザードの [ワークフローの詳細（Workflow Details）] ページ
で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[ワークフロー名（Workflow Name）] フィールド

ワークフローの一意の名前。

[バージョン（Version）] フィールド

複製しているワークフローの現在のバージョン。こ
れは表示専用フィールドです。

[説明（Description）] フィールド

ワークフローの説明。
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名前

説明

[ワークフローコンテキスト（Workflow Context）]
ドロップダウン リスト

ワークフロー コンテキスト。ワークフロー オーケ
ストレーションは次のオプションをサポートしてい
ます。
• [任意（Any）]：任意のコンテキストでワーク
フローを使用できます。
• [選択済みの VM（Selected VM）] —実行ワー
クフローを使用できます。このオプションは、
VM を選択した場合のみ選択できます。
• ワークフローを複合タスクとして定義するに
は、[複合タスクとして保存（Save As Compound
Task）] チェックボックスをオンにします。
• [新規フォルダに配置（Place in New Folder）]
チェックボックスをオンにし、[フォルダ名
（Folder Name）] フィールドフォルダ名を入力
し、ワークフローを UCS CPA フォルダ以外の
新しいフォルダに割り当てます。

[フォルダの選択（Select Folder）] ドロップダウン
リスト

フォルダを選択します。UCS CPA は、ビッグデー
タのデフォルト フォルダです。

[開始ユーザに実行のステータスを通知する（Notify 電子メールでユーザに通知するには、チェックボッ
status of execution to initiator User）] チェックボック クスをオンにし、[電子メール通知を送信する追加
ス
のユーザ（Additional User(s) to send Email
Notification）] フィールドに該当するメール アドレ
スを入力します。

ステップ 5

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 6

[ワークフローの複製（Clone Workflow）] ウィザードの [ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）]
ページで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[アクティビティに割り当てる（Associate to
Activity）] チェックボックス

チェックボックスをオンにすると、既存のワークフ
ローのユーザ入力は選択されたアクティビティの
ユーザ入力によって上書きされます。

[アクティビティ（Activity）] ドロップダウン リス アクティビティを選択します。選択されたアクティ
ト
ビティに基づいてユーザ入力テーブルが更新されま
す。
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名前

説明

[ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）] [ワークフローのユーザ入力（Workflow User Inputs）]
テーブル
ページで次の手順を実行します。
1 [+] アイコンをクリックして、ワークフロー入力
プロパティを追加します。
2 [エントリの追加先（Add Entry to）] ダイアログ
ボックスで、次のフィールドに入力します。
1 [ラベル入力（Input Label）] フィールドにア
クティビティ ワークフロー入力の名前を入力
します。
2 [説明の入力（Input Description）] フィールド
にアクティビティ ワークフロー入力の説明を
入力します。
3 ワークフロー実行中に入力をオプションとし
て設定するには、[オプション（Optional）]
チェックボックスをオンにします。
4 [選択（Select）] をクリックします。[選択
（Select）] ダイアログボックスで、[入力タ
イプ（Input Type）] をクリックします。
5 [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[ワークフローの複製（Clone Workflow）] ウィザードの [ワークフローのユーザ出力（Workflow User
Outputs）] ページで、次の手順を実行します。
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名前

説明

[ワークフローのユーザ出力（Workflow User
Outputs）] テーブル

[ワークフローのユーザ出力（Workflow User
Outputs）] ページで、次の手順を実行します。
1 [+] アイコンをクリックして、ワークフロー出力
プロパティを追加します。
2 [エントリの追加先（Add Entry to）] ダイアログ
ボックスで、次のフィールドに入力します。
1 [ラベル出力（Output Label）] フィールドにア
クティビティ ワークフロー出力の名前を入力
します。
2 [説明の出力（Output Description）] フィール
ドにアクティビティ ワークフロー出力の説明
を入力します。
3 ワークフロー実行中に出力をオプションとし
て設定するには、[オプション（Optional）]
チェックボックスをオンにします。
4 [選択（Select）] をクリックします。[選択
（Select）] ダイアログボックスで、[出力タ
イプ（Output Type）] をクリックします。
5 [送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。
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章

モニタリングとレポート
この章は、次の項で構成されています。
• モニタリングとレポートの概要, 171 ページ
• Cisco UCS Director Express for Big Data ダッシュボード, 171 ページ
• 導入済みクラスタ レポートの表示, 173 ページ
• レポート, 173 ページ

モニタリングとレポートの概要
Cisco UCS Director Express for Big Data では、さまざまなレポートを表示して、仮想インフラスト
ラクチャおよびシステム リソースをモニタできます。
Cisco UCS Director Express for Big Data は幅広いクラスタ イベントをモニタします。
• 高い CPU 使用率
• メモリ使用量
• ディスク容量
• ディスク I/O 使用率
Cisco UCS Director Express for Big Data では、選択したビッグデータ アカウントとホストのそれぞ
れのページから統計情報が表示されます。システムの詳細を品目分けするレポートを生成するこ
ともできます。

Cisco UCS Director Express for Big Data ダッシュボード
Cisco UCS Director Express for Big Data は、リアルタイムおよび過去のモニタリングによるシステ
ム全体の可視性を実現します。レポートを参照してください
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（注）

[ダッシュボード（Dashboard）] タブがメニュー バーに、サマリー レポートをダッシュボード
に追加された後で表示されます。
カスタマイズ可能なダッシュボードには、処理、メモリ、ストレージ、およびネットワーク使用
率のメトリックが表示されます。
• ノード単位の統計情報：CPU、メモリ、およびディスク
• Hadoop クラスタ コンポーネントの状態：HDFS、MapReduce ジョブ
• 履歴データに基づくグラフ
次の操作を実行できます。

（注）

[カスタマイズ（Customize）] ドロワーからサマリー レポート アイコンを [概要（Summary）]
タブおよび [ホスト（Hosts）] タブにドラッグ アンド ドロップします。そのタブで、レポート
を展開し、閉じることができます。
1 ビッグデータ アカウントの [概要（Summary）] タブから、サマリー レポートをダッシュボー
ドに追加します。サマリー レポートをカスタマイズして特定の期間の統計情報を表示したり、
ダッシュボードからこれらのレポートをエクスポートしたりできます。
2 ビッグデータ アカウントの [ホスト（Hosts）] タブからサマリー レポートをダッシュボードに
追加します。サマリー レポートをカスタマイズして特定の期間の統計情報を表示したり、ダッ
シュボードからこれらのレポートをエクスポートしたりできます。

（注）

すべてのサマリー レポートが MapR に適用するとは限りません。
3 [物理（Physical）] > [計算する（Compute）]から UCSM アカウント サマリー レポートをダッ
シュボードに追加します。
4 [物理（Physical）] > [計算する（Compute）]からデータセンター サマリー レポートをダッシュ
ボードに追加します。
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導入済みクラスタ レポートの表示
クレデンシャルの有無に関係なくビッグデータ アカウント サマリー レポートを生成し、導入済
みクラスタの詳細を表示できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [コンテナ（Containers）]
を選択します。

ステップ 2

[導入済みクラスタ（Deployed Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 3

導入済みクラスタを選択し、[レポートの表示（View Report）] をクリックします。

ステップ 4

[レポートの表示（View Report）] ダイアログボックスで、生成するレポートのタイプを選択します。

ステップ 5

[送信（Submit）] をクリックします。

レポート
UCSM アカウント サマリー レポート
• 概要
• UCS シャーシ インベントリ
• UCS サーバ インベントリ
• UCS ファブリック インターコネクト インベントリ
• 関連付けられた UCS サーバと関連付けのない UCS サーバ
• ラック サーバ ディスカバリ ポリシー
• 電源ポリシー
• グローバル電力割り当てポリシー
ビッグデータ アカウント サマリー レポート
• 概要
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Hadoopディストリビューションごとにサポートされるクラスタ固有の
メトリック
メトリック

Cloudera
ディストリ
ビューショ
ン

Hortonworks MapR ディスト 備考
ディストリ リビューション
ビューショ
ン

平均 CPU I/O 遅延（%）

○

○

○

—

平均 CPU アイドル状態（%）

○

○

○

—

平均 CPU Nice（%）

○

○

○

—

平均 CPU システム（%）

○

○

○

—

平均 CPU ユーザ

○

○

○

—

ホスト全体の CPU パーセンテージ ○

—

—

ホスト全体のホ
スト CPU 使用率
のメトリック

クラスタのディスク I/O

○

—

—

ディスク全体の
書き込みおよび
読み取り総バイ
トのメトリック

クラスタ ネットワーク I/O

○

—

—

ネットワーク イ
ンターフェイス
全体の送受信総
バイトのメト
リック

HDFS I/O

○

—

—

データ ノード全
体の書き込みお
よび読み取り総
バイトのメト
リック

合計領域の使用率

—

○

—

—

CPU

—

○

—

—

ロード

—

○

—

—
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メトリック

Cloudera
ディストリ
ビューショ
ン

Hortonworks MapR ディスト 備考
ディストリ リビューション
ビューショ
ン

メモリ

—

○

—

—

ネットワーク

—

○

—

—

プロセス

—

○

—

—

Hadoopディストリビューションごとにサポートされるホスト固有のメ
トリック
メトリック

Cloudera ディス Hortonworks
トリビューショ ディストリ
ビューション
ン

MapR ディスト
リビューション

平均 CPU I/O 遅延（%）

○

○

○

平均 CPU アイドル状態（%）

○

○

○

平均 CPU Nice（%）

○

○

○

平均 CPU システム（%）

○

○

○

平均 CPU ユーザ

○

○

○

負荷平均（%）

○

—

—

ホスト CPU 使用率

○

—

—

ホスト メモリ使用率

○

—

—

ホスト ネットワーク スループット

○

—

—

ディスク遅延

○

—

—

総ディスク スループット

○

—

—

ロール CPU 使用率

○

—

—

ホスト CPU

—

○

—

Cisco UCS Director Express for Big Data 管理ガイド、リリース 2.1
175

モニタリングとレポート
Hadoop ディストリビューションごとにサポートされるホスト固有のメトリック

メトリック

Cloudera ディス Hortonworks
トリビューショ ディストリ
ビューション
ン

MapR ディスト
リビューション

ディスク使用量

—

○

—

LOAD 使用率

—

○

—

メモリ CPU 使用率

—

○

—

ネットワーク使用量

—

○

—

プロセス使用率

—

○

—
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プロアクティブなステータス モニタリング
と診断
この章は次のトピックで構成されています。
• 集約 CPU、ディスク、ネットワーク帯域幅使用率, 177 ページ
• 集約 CPU、ディスク、ネットワーク帯域幅使用率のモニタリング, 178 ページ
• CPU 使用率および時間に基づくトップ ジョブのモニタリング, 179 ページ
• CPU、ディスク、およびネットワークのパフォーマンス測定指標, 179 ページ
• Hadoop クラスタの CPU、ディスク、ネットワーク統計情報の表示, 181 ページ
• 履歴メトリックの分析によるパフォーマンスのボトルネックの分析, 182 ページ
• Hadoop クラスタ サービス障害のアラート設定, 183 ページ
• ディスクおよびネットワーク障害のアラートのタイプ, 184 ページ
• ディスクおよびネットワーク障害のアラート設定, 186 ページ
• ディスク使用率のしきい値のアラート設定, 187 ページ

集約 CPU、ディスク、ネットワーク帯域幅使用率
クラスタ内のすべてのホスト全体の集約 CPU、ディスク、およびネットワーク帯域幅使用率をモ
ニタできます。メトリックは次のように収集されます。
• 集約 CPU およびディスク メトリック：ジョブを実行しているあらゆるホストに対して、PID
はジョブにより使用されている CPU およびメモリのパーセンテージを収集します。これらす
べてのパーセンテージの合計が、集約 CPU とディスク メトリックを提供します。
• 集約ネットワーク帯域幅メトリック：1 つのノードの集約ネットワークについて、ネットワー
ク インターフェイスごとにネットワーク帯域幅を入手して、追加します。同様に、ネット
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ワーク帯域幅はクラスタのすべてのノードで測定されます。これらすべての帯域幅の合計
は、クラスタの集約ネットワーク帯域幅メトリックを提供します。
• 長期ジョブの期間：REST API はクラスタで特定された各ジョブの開始時刻、経過時間、お
よび終了時刻を収集します。開始時刻と終了時刻の差は完了したジョブの期間を示します。
経過時間は現在実行中のジョブの期間を報告します。

集約 CPU、ディスク、ネットワーク帯域幅使用率のモニ
タリング
ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] を選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 5

Hadoop クラスタを選択して [レポートの表示（View Reports）] をクリックします。

ステップ 6

[モニタリング（Monitoring）] タブをクリックします。
インベントリを収集するたびに、集約 CPU、ネットワーク帯域幅、ディスク使用率のメトリックをリスト
するエントリは [モニタリング（Monitoring）] ページに表示されます。

ステップ 7

分析するエントリを選択して [詳細の表示（View Details）] をクリックします。
a) [集約 CPU（Aggregate CPU）] タブをクリックして、特定の期間内のすべてのノードの集約 CPU 使用
率を表示します。
b) [集約 CPU（Aggregate CPU）] タブをクリックして、クラスタ全体の集約ディスク利用率および使用可
能メモリを表示します。
c) [集約ネットワーク帯域幅使用率（Aggregate Network Bandwidth Utilization）] をクリックして、クラス
タ全体の集約ネットワーク帯域幅を表示します。

ステップ 8

[モニタリング（Monitoring）] ページに戻るには、[戻る（Back）] をクリックします。
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CPU 使用率および時間に基づくトップ ジョブのモニタリ
ング
CPU 使用率または時間（両方ともアクティブであり、長期ジョブ完了）に基づいてトップ ジョブ
をモニタするには、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] を選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 5

Hadoop クラスタを選択して [レポートの表示（View Reports）] をクリックします。
a) [CPU 使用率が高い上位 10 件のジョブ（Top 10 High CPU Jobs）] タブをクリックすると、CPU 使用率
に基づいて上位 10 件のジョブが表示されます。
b) [長期アクティブな上位 10 件のジョブ（Top 10 Long Running Active Jobs）] タブをクリックすると、現
在長期実行している上位 10 件のジョブが表示されます。
c) [上位 10 件の長期ジョブ（Top 10 Long Duration Jobs）] タブをクリックすると、完了した長期実行ジョ
ブ上位 10 件が表示されます。

ステップ 6

[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] ページに戻るには、[戻る（Back）] をクリックします。

CPU、ディスク、およびネットワークのパフォーマンス
測定指標
クラスタ全体のコンピューティング、ネットワーク、Hadoop 設定で発生するパフォーマンスのボ
トルネックを見つけることができます。CPU、ディスク、およびネットワーク メトリックを収集
し、これらのメトリックを分析してボトルネックを解消できます。
メトリック レポートには次の種類があります。
• クラスタ前：このメトリック レポートは Red Hat Linux がインストールされているサーバに
自動的に生成されます。このレポートは、サーバがクラスタに組み込まれる前に作成されま
す。
• クラスタ後：このメトリック レポートは Hadoop クラスタのパフォーマンス テストを実行す
る際にオンデマンドで生成されます。
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Hadoop クラスタのパフォーマンス テストを実行すると、次のメトリックが詳細に表示されます。
• メモリ メトリック：メモリ メトリックは Hadoop クラスタの各ホストのメモリ使用率を測定
します。レポートには 3 組のレートが記載され、読み取り、書き込み、コピーの各操作が行
われる平均レートを示します。3 組のレートは、メモリ帯域幅の標準規格です。
• ネットワーク メトリック：ネットワーク メトリックは Hadoop クラスタのネットワーク帯域
幅を測定します。レポートは、ネットワーク パケットが Hadoop クラスタのクライアントと
サーバの間で転送されるレートを示します。
• ディスク メトリック：ディスク メトリックは、ディスクが実行できる速度を特定します。
ディスク メトリックは、クラスタ前レポートにのみ記載されます。このレポートには、次の
項目が表示されます。
• ファイルの読み書きの所要時間。
• 既存ファイルへの書き換えの所要時間。
• ファイルをランダムに（順番でなく）読み書きする時間。
• DFSIO メトリック：DFSIO テストは、クラスタのストレージ I/O （読み取りおよび書き込
み）機能をストレス テストする Hadoop ベンチマークです。レポートは、複数ファイルの読
み書きを行うための処理バイト、実行時間、平均 I/O レート、およびスループットを測定し
ます。DFSIO メトリック レポートは、クラスタ後レポートにのみ含まれます。
• TeraSort メトリック：TeraSort テストはクラスタのメモリをテストする Hadoop ベンチマー
クです。レポートは、入力の生成、生成された入力のソート、ソートされた出力の検証のた
めのカウンタを示します。TeraSort メトリック レポートは、クラスタ後レポートにのみ含ま
れます。
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Hadoop クラスタの CPU、ディスク、ネットワーク統計情
報の表示
Hadoop クラスタのクラスタ作成前および作成後のレポートを使用して、CPU、ディスク、および
ネットワーク メトリックを収集し、比較できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] を選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 5

Hadoop クラスタを選択して [レポートの表示（View Reports）] をクリックします。

ステップ 6

[パフォーマンス（Performance）] タブをクリックします。

ステップ 7

[テストを実行（Run Test）] をクリックします。
[パフォーマンス（Performance）] タブは、デフォルトのビッグデータ メトリック レポートを表示します。
このレポートは、Hadoop クラスタ作成前に各ホストについて収集された統計情報および Hadoop クラスタ
作成後に収集されたレポートを示します。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックして、[OK（OK）] をクリックします。
次の操作では、パフォーマンス テストを選択します。
名前

説明

[表示（View）]

ビッグデータ メトリック レポートのメトリックを
表示します。

[比較（Compare）]

ビッグデータ メトリック レポートのメトリックを
比較し、表示します。

[グラフ レポートの表示（View Graph Report）]

[概要（Summary）] タブから次のレポートをグラ
フィカルに表示します。
• 平均 TRIAD レート（MB/Sec）
• 平均ネットワーク帯域幅（MB/Sec）
• 平均 DFSIO 書き込み（MB/Sec）
• 平均 DFSIO 読み取り（MB/Sec）

[削除（Delete）]

ビッグデータ メトリック レポートを削除します。
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名前

説明

[他のレポート（More Reports）]

メトリックを毎時間、毎日、毎週、毎月の値で表示
します。

履歴メトリックの分析によるパフォーマンスのボトルネッ
クの分析
クラスタが正常に動作中に生成されたメトリック レポートとパフォーマンスが悪いときに生成さ
れたレポートを比較できます。これは、Hadoop クラスタのパフォーマンスのボトルネックの原因
を特定するのに役立ちます。
2 つのメトリック レポートを比較し分析するは、次の手順を実行します。

ステップ 1

メニュー バーで、[ソリューション（Solutions）] > [ビッグデータ（Big Data）] > [アカウント（Accounts）]
を選択します。

ステップ 2

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] タブをクリックします。

ステップ 3

[ビッグデータ アカウント（Big Data Accounts）] を選択し、[詳細の表示（View Details）] をクリックしま
す。

ステップ 4

[Hadoop クラスタ（Hadoop Clusters）] タブをクリックします。

ステップ 5

Hadoop クラスタを選択して [レポートの表示（View Reports）] をクリックします。

ステップ 6

[パフォーマンス（Performance）] タブをクリックします。

ステップ 7

[テストを実行（Run Test）] をクリックします。
[パフォーマンス（Performance）] タブは、デフォルトのビッグデータ メトリック レポートを表示します。
このレポートは、Hadoop クラスタ作成前に各ホストについて収集された統計情報および Hadoop クラスタ
作成後に収集されたレポートを示します。

ステップ 8

比較する 2 つのレポートを選択し、[比較（Compare）] をクリックします。
クラスタが正常に動作中に生成されたレポートとパフォーマンスが悪いときに生成されたレポートを比較
できます。

ステップ 9

[送信（Submit）] をクリックします。
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Hadoop クラスタ サービス障害のアラート設定
Hadoop サービスがダウンするたびに Hadoop クラスタの状態をモニタリングするアラートを作成
できます。トリガー条件に基づいて、自動的に修正措置を講じるカスタマイズされたワークフロー
を有効化することもできます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[トリガー（Triggers）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。
[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [トリガー情報（Trigger Information）] ページで、次のフィー
ルドに値を入力します。
名前

説明

[トリガー名（Trigger Name）] フィールド

トリガーの名前。

[有効（Is Enabled）] チェックボックス

トリガーを有効にするには、このボックスをオンに
します。

[説明（Description）]

トリガーの説明。

[頻度（Frequency）]

トリガー ルールの検証の頻度を選択します。

[トリガー タイプ（Trigger Type）]

トリガーのタイプを選択します。
• ステートフル
• ステートレス

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [条件の指定（Specify Conditions）] ページで、[新規エント
リを下記のテーブルに追加（+）（Add a new entry to the table below (+)）] をクリックします。

ステップ 6

[条件へのエントリの追加（Add Entry To Conditions）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力
します。
a) [モニタするオブジェクトのタイプ（Type of Object to Monitor）] ドロップダウン リストで [ビッグデー
タ クラスタ（BigData Cluster）] を選択します。
b) [オブジェクト（Object）] ドロップダウン リストで、モニタする Hadoop クラスタを選択します。
c) [パラメータ（Parameter）] ドロップダウン リストで、検証に使用するパラメータを選択します。
d) [操作（Operation）] ドロップダウン リストで [等しい（Equals）] または [等しくない（Not Equals）] を
選択します。
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e) [値（Value）] ドロップダウン リストで [すべてのサービスが稼働（All Services Up）] または [任意の
サービスが停止（Any Service Down）] を選択します。
f) [送信（Submit）] をクリックします。
g) [トリガー タイミング（Trigger When）] ドロップダウン リストで、すべての条件を満たすか、個々の
条件を満たすかを選択します。
ステップ 7

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 8

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [ワークフローの指定（Specify Workflow）] ページで、
Hadoop クラスタ サービスが停止しており、トリガーをリセットする場合、次の手順を実行します。
a) [最大呼び出し数（Maximum Number of Invocations）] ドロップダウン リストから呼び出しの最大数を選
択します。
b) トリガーの状態がアクティブになるときに実行するワークフローを選択し、必要に応じて、[モニタ対
象オブジェクトを渡す（Pass Monitored Object）] チェックボックスをオンにします。
c) ワークフロー入力を選択します。
d) トリガーの状態がクリアになるときに実行するワークフローを選択し、必要に応じて、[モニタ対象オ
ブジェクトを渡す（Pass Monitored Object）] チェックボックスをオンにします。
e) ワークフロー入力を選択します。

ステップ 9

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 10 [トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [ワークフロー入力の指定（Specify Workflow Inputs）] ペー
ジで、選択されたワークフローの入力を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。

ディスクおよびネットワーク障害のアラートのタイプ
アラートを作成して、クラスタのディスクおよびネットワークに関連した障害を検出できます。
メモリ障害に対して作成できるアラートは次のとおりです。
• fltMemoryUnitInoperable：修正可能または修正不可能なエラーの数が DIMM のしきい値に
達したときにトリガーされます。DIMM は動作不能になります。
• fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable：サーバのメモリ ユニット温度が動作範囲
を超えるときにトリガーされます。問題は回復できません。
• fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical：メモリ アレイの電圧が指定したハードウェアの電
圧定格を超えたときにトリガーされます。
• fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable：メモリ アレイ電圧が指定したハードウェ
アの電圧定格を超えた際に、潜在的なメモリ ハードウェア障害が発生したときにトリガーさ
れます。
• fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical：ブレードまたはラック サーバのメモリ バッ
ファ装置の温度が重大しきい値を超えているときにトリガーされます。
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• fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable：ブレード サーバまたはラック サー
バのメモリ バッファ装置の温度が動作範囲を超えるときにトリガーされます。問題は回復で
きません。
• fltMemoryUnitDisabled：サーバ BIOS が DIMM を無効にしたときにトリガーされます。BIOS
は、DIMM の場所が正しくない、または速度に互換性がないなどのいくつかの理由で DIMM
を無効にする可能性があります。
ディスク障害に対して作成できるアラートは次のとおりです。
• fltStorageItemCapacityExceeded：パーティションのディスク使用率が 70% を超えているが
90% 未満であるときにトリガーされます。
• fltStorageItemCapacityWarning：パーティションのディスク使用率が 90% を超えているとき
にトリガーされます。
• fltStorageLocalDiskInoperable：ローカル ディスクが動作不能になったときにトリガーされま
す。
• fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable：サーバ ディスク ドライブがストレージ コントローラが
サポートしていないスロットにあるときにトリガーされます。
• fltStorageLocalDiskMissing：ディスクがないときにトリガーされます。
• fltStorageLocalDiskDegraded：ローカル ディスクが劣化したときにトリガーされます。障害
の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。
ネットワーク障害に対して作成できるアラートは次のとおりです。
• fltAdaptorUnitMissing：ネットワーク アダプタがない場合、またはサーバ アダプタを検出し
たり、通信したりできないときにトリガーされます。
• fltAdaptorHostIfLink-down：次の場合にトリガーされます。
• ファブリック インターコネクトがエンドホスト モードであり、すべてのアップリンク
ポートに障害が発生した。
• アダプタが固定されているサーバ ポートに障害が発生した。
• 一時的なエラーによりリンクに障害が発生している。
• fltAdaptorExtIfLink-down：次の場合にトリガーされます。
• いずれかのファブリック インターコネクトへのアダプタの接続が検証できない。
• ノードが vNIC がダウンしていること、またはアダプタ リンクの link-down イベントを
報告している。
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ディスクおよびネットワーク障害のアラート設定
Hadoop クラスタのディスクまたはネットワーク障害のアラートを作成できます。アラートはクラ
スタの積極的なメンテナンスに役立ちます。トリガー条件に基づいて、自動的に修正措置を講じ
るカスタマイズされたワークフローを有効化できます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[トリガー（Triggers）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。
[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [トリガー情報（Trigger Information）] ページで、次のフィー
ルドに値を入力します。
名前

説明

[トリガー名（Trigger Name）] フィールド

トリガーの名前。

[有効（Is Enabled）] チェックボックス

トリガーを有効にするには、このボックスをオンに
します。

[説明（Description）]

トリガーの説明。

[頻度（Frequency）]

トリガー ルールの検証の頻度を選択します。

[トリガー タイプ（Trigger Type）]

トリガーのタイプを選択します。
• ステートフル
• ステートレス

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [条件の指定（Specify Conditions）] ページで、[新規エント
リを下記のテーブルに追加（+）（Add a new entry to the table below (+)）] をクリックし、[条件へのエント
リの追加（Add Entry To Conditions）] ダイアログボックスで次のフィールドに値を入力します。
a) [モニタするオブジェクトのタイプ（Type of Object to Monitor）] ドロップダウン リストで [ビッグデー
タ ノード（BigData Nodes）] を選択します。
b) [オブジェクト（Object）] ドロップダウン リストで、モニタするディスクを選択します。
c) [パラメータ（Parameter）] ドロップダウン リストで、検証に使用するパラメータを選択します。
d) [操作（Operation）] ドロップダウン リストで、操作のタイプを選択します。
e) [値（Value）] ドロップダウン リストで、検証に使用する値を選択します。
f) [送信（Submit）] をクリックします。
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g) [トリガー タイミング（Trigger When）] ドロップダウン リストで、すべての条件を満たすか、個々の
条件を満たすかを選択します。
ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [ワークフローの指定（Specify Workflow）] ページで、ネッ
トワークまたはディスクに障害が発生しており、トリガーをリセットする場合、次の手順を実行します。
a) [最大呼び出し数（Maximum Number of Invocations）] ドロップダウン リストで、呼び出しの最大数を選
択します。
b) トリガーの状態がアクティブになるときに実行するワークフローを選択し、必要に応じて、[モニタ対
象オブジェクトを渡す（Pass Monitored Object）] チェックボックスをオンにします。
c) ワークフロー入力を選択します。
d) トリガーの状態がクリアになるときに実行するワークフローを選択し、必要に応じて、[モニタ対象オ
ブジェクトを渡す（Pass Monitored Object）] チェックボックスをオンにします。
e) ワークフロー入力を選択します。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [ワークフロー入力の指定（Specify Workflow Inputs）] ペー
ジで、選択されたワークフローの入力を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。

ディスク使用率のしきい値のアラート設定
ディスク容量がしきい値に達するとアラートが配信されるように設定できます。これは、容量の
拡張を積極的に計画するときに役立ちます。

ステップ 1

メニュー バーで、[ポリシー（Policies）] > [オーケストレーション（Orchestration）] を選択します。

ステップ 2

[トリガー（Triggers）] タブをクリックします。

ステップ 3

[追加（Add）] をクリックします。
[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [トリガー情報（Trigger Information）] ページで、次のフィー
ルドに値を入力します。
名前

説明

[トリガー名（Trigger Name）] フィールド

トリガーの名前。

[有効（Is Enabled）] チェックボックス

トリガーを有効にするには、このボックスをオンに
します。

[説明（Description）]

トリガーの説明。

[頻度（Frequency）]

トリガー ルールの検証の頻度を選択します。
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名前

説明

[トリガー タイプ（Trigger Type）]

トリガーのタイプを選択します。
• ステートフル
• ステートレス

ステップ 4

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 5

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [条件の指定（Specify Conditions）] ページで、[条件へのエ
ントリの追加（Add Entry To Conditions）] ダイアログボックスで次のフィールドに値を入力します。
a) [モニタするオブジェクトのタイプ（Type of Object to Monitor）] ドロップダウン リストで [ビッグデー
タ クラスタ（BigData Cluster）] を選択します。
b) [オブジェクト（Object）] ドロップダウン リストで、モニタするディスクを選択します。
c) [パラメータ（Parameter）] ドロップダウン リストで、[ディスク使用率（%）（Disk Utilization (%)）]
を選択します。
d) [操作（Operation）] ドロップダウン リストで、操作のタイプを選択します。
e) [値（Value）] ドロップダウン リストで、検証に使用するしきい値を選択します。
f) [送信（Submit）] をクリックします。
g) [トリガー タイミング（Trigger When）] ドロップダウン リストで、すべての条件を満たすか、個々の
条件を満たすかを選択します。

ステップ 6

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 7

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [ワークフローの指定（Specify Workflow）] ページで、ディ
スク使用率がしきい値に達し、トリガーをリセットする場合、次の手順を実行します。
a) [最大呼び出し数（Maximum Number of Invocations）] ドロップダウン リストで、呼び出しの最大数を選
択します。
b) トリガーの状態がアクティブになるときに実行するワークフローを選択し、必要に応じて、[モニタ対
象オブジェクトを渡す（Pass Monitored Object）] チェックボックスをオンにします。
c) ワークフロー入力を選択します。
d) トリガーの状態がクリアになるときに実行するワークフローを選択し、必要に応じて、[モニタ対象オ
ブジェクトを渡す（Pass Monitored Object）] チェックボックスをオンにします。
e) ワークフロー入力を選択します。

ステップ 8

[次へ（Next）] をクリックします。

ステップ 9

[トリガーの追加（Add Trigger）] ウィザードの [ワークフロー入力の指定（Specify Workflow Inputs）] ペー
ジで、選択されたワークフローの入力を入力し、[送信（Submit）] をクリックします。
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