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, 1 ページ
• インスタント Hadoop クラスタの作成, 2 ページ
• カスタマイズされた Hadoop クラスタの作成, 5 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, 9 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。
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。
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名前

説明

[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。
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。
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名前

説明

[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」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」を参照して
ください。
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