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1 Oozie

本ページでは E-MapReduce クラスターでの Oozie の使い⽅の概要を説明します。

注 :

Oozie は E-MapReduce バージョン 2.0.0以降でサポートされています。クラスターで Oozie を
使⽤する必要がある場合は、使⽤しているバージョンが 2.0.0 以降であることを確認します。

準備
クラスターを作成する前に、SSH トンネルを開く必要があります。 詳細について
は、#unique_2をご参照ください。
以下の⼿順では、例として MAC 環境を使⽤し、クラスターのマスターノードのパブリックネッ
トワークの IP アドレスを[xx.xx.xx.xx] と仮定します。
1. マスターノードにログインします。

ssh root@xx.xx.xx.xx

2. パスワードを⼊⼒します。
3. ローカルマシンのid_rsa.pub の内容を確認します。リモートマスターノードではなく、ロー

カルマシン上で実⾏されることに注意します。
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

4. ローカルマシンの id_rsa.pub の内容をローカルマスターノードの ~/.ssh/authorized_keys

 に書き込みます。これはリモートマスターノードで実⾏されます。
mkdir ~/.ssh/
vim ~/.ssh/authorized_keys

5. 「⼿順 2」で確認した内容をコピーし、貼り付けます。 ssh root@xx.xx.xx.xxを使⽤して、マ
スターノードにパスワードなしでログインできるようになります。
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6. 以下のコマンドをローカルマシンで実⾏して、ポート転送を実⾏します。
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -ND 8157 root@xx.xx.xx.xx

7. 以下のコマンドを実⾏して、ローカルマシンの新しい端末で Chrome を有効にします。
/Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome --proxy-server
="socks5://localhost:8157" --host-resolver-rules="MAP * 0.0.0.0 , EXCLUDE localhost"
 --user-data-dir=/tmp

Oozie UI インターフェイスへのアクセス
ポート転送を実⾏するために、Chrome で、xx.xx.xx.xx:11000/oozie、localhost:11000/oozie

、またはイントラネット IP: 11000/oozie にアクセスします。
ワークフロージョブの送信

Oozie を実⾏する前に、Oozie の共有ライブラリをインストールする必要があります。共有ライ
ブラリについては『https://oozie.apache.org/docs/4.2.0/WorkflowFunctionalSpec.html#

ShareLib』をご参照ください。
E-MapReduce クラスターでは、共有ライブラリはundefinedOozie ユーザーのためにデフォル
トでインストールされています。 ワークフロージョブを送信するために Oozie を使⽤する場合
は、共有ライブラリを再度インストールする必要はありません。
HA が有効なクラスターは、NameNode および ResourceManager にアクセスする⽅法が、HA

が無効なクラスターとは 異なります。 したがって、 Oozie ワークフロージョブを送信する場合
は、job.properties ファイルで 異なる NameNode および JobTracker (ResourceManager) を指
定する必要があります。 ⼿順は以下のとおりです。
• ⾮ HA クラスター

nameNode=hdfs://emr-header-1:9000
jobTracker=emr-header-1:8032

• HA クラスター
nameNode=hdfs://emr-cluster
jobTracker=rm1,rm2

以下の例は、⾮ HA クラスターと HA クラスターの両⽅の設定です。 変更する必要がない場合
は、サンプルコードを直接使⽤します。 ワークフローファイルの特定の形式については、Oozie

の公式ウェブサイトの関連ドキュメント『https://oozie.apache.org/docs/4.2.0/』をご参照く
ださい。
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• ⾮ HA クラスターでのワークフロージョブの送信
1. クラスターのメインマスターノードにログインします。

ssh root@publicIp_of_master

2. サンプルコードをダウンロードします。
[root@emr-header-1 ~]# su oozie
[oozie@emr-header-1 root]$ cd /tmp
[oozie@emr-header-1 tmp]$ wget http://emr-sample-projects.oss-cn-hangzhou.
aliyuncs.com/oozie-examples/oozie-examples.zip
[oozie@emr-header-1 tmp]$ unzip oozie-examples.zip

3. Oozie ワークフローコードを HDFS に同期します。
[oozie@emr-header-1 tmp]$ hadoop fs -copyFromLocal examples/ /user/oozie/
examples

4. サンプル Oozie ワークフロージョブを送信します。
[oozie@emr-header-1 tmp]$ $OOZIE_HOME/bin/oozie job -config examples/apps/
map-reduce/job.properties -run

ジョブが正常に送信されると、以下のように jobId が返されます。
job: 0000000-160627195651086-oozie-oozi-W

5. Oozie UI ページに移動して、送信した Oozie ワークフロージョブを表⽰します。
• HA クラスターでのワークフロージョブの送信

1. HA クラスターのメインマスターノードにログインします。
ssh root@main_master_ip

現在のメインマスターノードを特定するには、Oozie UI にアクセスできるかどうかを確認
します。 デフォルトでは、Oozie サーバーサービスはメインマスターノード xx.xx.xx.xx:

11000/oozie でのみ有効です。
2. サンプルコードをダウンロードします。

[root@emr-header-1 ~]# su oozie
[oozie@emr-header-1 root]$ cd /tmp
[oozie@emr-header-1 tmp]$ wget http://emr-sample-projects.oss-cn-hangzhou.
aliyuncs.com/oozie-examples/oozie-examples-ha.zip
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[oozie@emr-header-1 tmp]$ unzip oozie-examples-ha.zip

3. Oozie ワークフローコードを HDFSに同期します。
[oozie@emr-header-1 tmp]$ hadoop fs -copyFromLocal examples/ /user/oozie/
examples

4. サンプル Oozie ワークフロージョブを送信します。
[oozie@emr-header-1 tmp]$ $OOZIE_HOME/bin/oozie job -config examples/apps/
map-reduce/job.properties -run

ジョブが正常に送信されると、jobId が返されます。 jobId は以下のようになります。
job: 0000000-160627195651086-oozie-oozi-W

5. Oozie UI ページに移動して、送信した Oozie ワークフロージョブを表⽰します。
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2 Zeppelin

E-MapReduce は Apache Knox を介して Zeppelin にアクセスします。
準備

1. #unique_4クラスターで、「セキュリティグループのルールを設定」し、ポート 8080 を開き
ます。

2. Knox で、ユーザー名とパスワードを追加します。 Knox ユーザーの設定の詳細について
は、Knoxをご参照ください。 ユーザー名とパスワードはさまざまな Knox サービスにログイ
ンするためだけに使⽤されます。 Knox のユーザー名とパスワードは Alibaba Cloud RAM の
ユーザー名とは関係ありません。

 :

限られた IP アドレス範囲に対して、セキュリティグループのルールを設定します。 IP アドレス
0.0.0.0/0 はセキュリティグループに追加されません。

Zeppelin へのアクセス
Zeppelin のアクセスリンクを表⽰するには、以下の⼿順を実⾏します。
1. [クラスターリスト] ページの右側の、[管理] をクリックします。
2. 左側のウィンドウで、[アクセスリンクとポート] をクリックします。
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3 ZooKeeper

『ZooKeeper』サービスはデフォルトで E-MapReduce クラスターで有効になっています。

注 :

現在クラスターにいくつマシンがあるかにかかわらず、ZooKeeper にあるノードは 3 個だけで
す。 現在はそれ以上のノードはサポートされません。

クラスターの作成
クラスターを作成するときに、[ソフトウェア設定] ページで Zookeeper サービスを選択します。

ノード情報
クラスターを作成してクラスターのステータスがアイドルになった後、[クラスターとサービス]

ページで、ZooKeeper を選択し、[コンポーネントトポロジー] をクリックして ZooKeeper ノー
ドを表⽰します。 E-MapReduce には ZooKeeper ノードが 3 個あります。 ZooKeeper ノードの
対応するイントラネット IP アドレス (デフォルトのポートは 2181) は ZooKeeper サービスにア
クセスするための IP 列に表⽰されます。
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4 Sqoop

Sqoop は、異なるデータストア間でのデータ転送に使⽤されるオープンソースアプリケーション
です。 さまざまなデータストアをサポートしています。

Sqoop のインストール

 :

Sqoop は E-MapReduce 1.3 以降 E-MapReduce と統合されました。 E-MapReduce 1.3 以降を
使⽤している場合は、このセクションをスキップできます。

使⽤しているバージョンが E-MapReduce 1.3 より前のものである場合、Sqoop をインストール
する⽅法は以下のとおりです。
1. 公式サイトから Sqoop 1.4.6 をダウンロードします (クリックしてダウンロード (Click to 

download))。 ダウンロードした sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha.tar.gz ファイルを
オープンできない場合は、以下のコマンドを実⾏してミラーサイト http://mirror.bit.edu.cn/

apache/sqoop/1.4.6/sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha.tar.gz からファイルをダウン
ロードしてみます。

wget http://mirror.bit.edu.cn/apache/sqoop/1.4.6/sqoop-1.4.6.bin__ha doop-2.0.4-
alpha.tar.gz

2. 以下のコマンドを実⾏して sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha.tar.gz ファイルをマス
ターノードに解凍します。

tar zxf sqoop-1.4.6.bin__hadoop-2.0.4-alpha.tar.gz

3. MySQL からデータをインポートするため MySQL ドライバーをインストールします。 最
新バージョンを公式サイトからダウンロードします (クリックしてダウンロード (Click to

 download))。 また、以下のコマンドを実⾏して最新バージョン (以下の例ではバージョ
ン5.1.38) をダウンロードできます。

wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.
38.tar.gz

4. jar ファイルを Sqoop フォルダーの lib フォルダーに解凍します。
データ転送

シナリオ :

• MySQL -> HDFS
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• HDFS -> MySQL

• MySQL -> Hive

• Hive -> MySQL

• ⾃由形式のクエリをインポート

 :

これ以降のシナリオで扱うコマンドを実⾏するにはユーザーアカウントを Hadoop に切り替え
る必要があります。

su hadoop

• データを MySQL から HDFS にインポート
クラスターのマスターノードで以下のコマンドを実⾏します。

sqoop import --connect jdbc:mysql://<dburi>/<dbname> --username <username>
 --password <password> --table <tablename> --check-column <col> --incremental <
mode> --last-value <value> --target-dir <hdfs-dir>

パラメーター :

- dburi : jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/ などのデータベースの接続⽂字列です。
接続⽂字列にパラメーターを記述する場合は、jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/

mydatabase? useUnicode=true ののののののののののののののの (') ののののののののののの useUnicode=true

- dbname : user などデータベースの名前
- username : データベースへのログオンに使⽤されるユーザー名
- password : そのユーザー名とユーザー名のパスワード
- tablename : MySQL テーブルの名前
- col : 照会される列の名前
- mode : Sqoop がどの⾏が新しいか判断する⽅法を指定します。 有効な値 : append およ

び lastmodified

- value : 前回のインポートからチェックする列の最⼤値を指定します。
- hdfs-dir : /user/hive/result など、データをインポートする HDFS ディレクトリ
パラメーターの詳細は、「Sqoop のインポート (Sqoop import)」をご参照ください。
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• データを HDFS から MySQL にインポート
HDFS のデータ構造に準拠した MySQL テーブルを事前に作成する必要があります。 その後、
クラスターのマスターノードで次のコマンドを実⾏し、データをインポートするディレクトリ
を指定できます。

sqoop export --connect jdbc:mysql://<dburi>/<dbname> --username <username> --
password <password> --table <tablename> --export-dir <hdfs-dir>

パラメーター :

- dburi : jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/ などデータベースの接続⽂字列です。 接続⽂
字列にパラメーターが含まれる場合は、jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/mydatabase

? useUnicode=true ののののののののののののののの (') のののののの useUnicode=true

- dbname : user などデータベースの名前
- username : データベースへのログオンに使⽤されるユーザー名
- password : ユーザー名に関連付けられているパスワード
- tablename : MySQL テーブルの名前
- hdfs-dir : /user/hive/result など、データを MySQL にインポートする HDFS のディレクト

リ
パラメーターの詳細は、「Sqoop のエクスポート (Sqoop export)」をご参照ください。

• データを MySQL から Hive にインポート
クラスターのマスターノードで以下のコマンドを実⾏して MySQL からデータをインポートす
ると、以下のような Hive テーブルが作成されます。

sqoop import --connect jdbc:mysql://<dburi>/<dbname> --username <username>
 --password <password> --table <tablename> --check-column <col> --incremental <
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mode> --last-value <value> --fields-terminated-by "\t" --lines-terminated-by "\n" --
hive-import --target-dir <hdfs-dir> --hive-table <hive-tablename>

パラメーター :

- dbur i : jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/ などデータベースの接続⽂字列 接続⽂字列
にパラメーターが含まれる場合は、jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/mydatabase? 

useUnicode=true ののののののののののののののの (') ののののののののののの useUnicode=true

- dbname : user などデータベースの名前
- username : データベースへのログオンに使⽤されるユーザー名
- password : ユーザー名に関連付けられているパスワード
- tablename : MySQL テーブルの名前
- col : 照会される列の名前
- mode : Sqoop がどの⾏が新しいか判断する⽅法を指定します。 有効な値 : append およ

び lastmodified Sqoop で Hive にデータをインポートする場合、追加モードは使⽤できま
せん。

- value : 前回のインポートから照会される列の最⼤値を指定します。
- hdfs-dir : /user/hive/result など、データを MySQL にインポートする HDFS のディレクト

リ
- hive-tablename : xxx.yyy など Hive のテーブル名
パラメーターの使⽤⽅法については、「Sqoop のインポート (Sqoop import)」をご参照くだ
さい。

• データを Hive から MySQL にインポート
HDFS から MySQL にデータをインポートするために使⽤される前のコマンドを参照できま
す。 また、データを MySQL にインポートするインポート元の Hive テーブルの HDFS ディレ
クトリを指定する必要があります。

• データを MySQL から OSS にインポート
このプロセスは、target-dir パラメーターを設定する以外は、MySQL から HDFS にデータを
インポートする場合のプロセスと類似しています。 クラスターのマスターノードで以下のコマ
ンドを実⾏できます。

sqoop import --connect jdbc:mysql://<dburi>/<dbname> --username <username>
 --password <password> --table <tablename> --check-column <col> --incremental <
mode> --last-value <value> --target-dir <oss-dir> --temporary-rootdir <oss-tmpdir>

 :
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- OSS ホストのエンドポイントは、イントラネットエンドポイント、インターネットエンド
ポイント、または VPC エンドポイントのいずれかを指定できます。 従来のネットワーク
では、イントラネットエンドポイントを指定する必要があります。 たとえば、中国 (杭州)

リージョンの OSS イントラネットエンドポイントは oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs

.com です。 VPC の場合は、VPC エンドポイントを指定します。 たとえば、中国 (杭州)

リージョンの OSS VPC イントラネットエンドポイントは vpc100-oss-cn-hangzhou.

aliyuncs.com です。
- 現在、OSS にデータをインポートする場合、delete-target-dir パラメーターは指定でき

ません。 このパラメーターを指定すると、エラーメッセージ Wrong FS が発⽣します。
ディレクトリを上書きする場合は、hadoop fs -rm -r osspath を実⾏して Sqoop 使⽤前
にこの OSS ディレクトリを削除できます。

sqoop import --connect jdbc:mysql://<dburi>/<dbname> --username <username>
 --password <password> --table <tablename> --check-column <col> --incremental <
mode> --last-value <value> --target-dir <oss-dir> --temporary-rootdir <oss-tmpdir>

パラメーター :

- dburi : jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/ などデータベースの接続⽂字列 接続⽂字列
にパラメーターが含まれる場合は、jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/mydatabase? 

useUnicode=true ののののののののののののののの (') のののののの useUnicode=true

- dbname : user などデータベースの名前
- username : データベースへのログオンに使⽤されるユーザー名
- password : ユーザー名に関連付けられているパスワード
- tablename : MySQLテーブルの名前
- col : 照会される列の名前
- mode : どの⾏が新しい⾏か判断するため Sqoop が使⽤するパラメーターです。 有効な値

: append および lastmodified

- value : 前回のインポートから照会される列の最⼤値を指定します。
- oss-dir : oss://<accessid>:<accesskey>@<bucketname>.oss-cn-hangzhou-internal.

aliyuncs.com/result にデータをインポートする OSS ディレクトリ
- oss-tmpdir : ⼀時ターゲットフォルダです。 追加モードを指定するときは、このパラメー

ターを指定する必要があります。 コピー先ディレクトリがすでに HDFS に存在する場合、
Sqoop はそのディレクトリの内容のインポートと上書きを停⽌します。 追加モードを指定
すると、Sqoop はデータを⼀時ディレクトリにインポートしてから、そのディレクトリ内
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の既存のファイル名と競合しないようファイル名を通常のターゲットディレクトリに変更
します。

利⽤可能なパラメーターの詳細は、「Sqoop のインポート (Sqoop import)」をご参照くださ
い。.

• データを OSS から MySQL にインポート
このプロセスは、export-dir パラメータを設定する以外は、MySQL から HDFS にデータをイ
ンポートする場合のプロセスと類似しています。 OSS のデータ構造に準拠した MySQL テーブ
ルを事前に作成する必要があります。
その後、クラスターのマスターノードで以下のコマンドを実⾏し、データをインポートする
ディレクトリを指定できます。

sqoop export --connect jdbc:mysql://<dburi>/<dbname> --username <username> --
password <password> --table <tablename> --export-dir <oss-dir>

パラメーター :

- dburi : jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/ などデータベースの接続⽂字列 接続⽂字列
にパラメーターを記述する場合は、jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/mydatabase? 

useUnicode=true ののののののののののののののの (') ののののののののののの useUnicode=true

- dbname : user などデータベースの名前
- username : データベースへのログオンに使⽤されるユーザー名
- password : ユーザー名に関連付けられているパスワード
- tablename : MySQL テーブルの名前
- oss-dir : oss://<accessid>:<accesskey>@<bucketname>.oss-cn-hangzhou-internal.

aliyuncs.com/result. などデータをインポートする OSS ディレクトリ
- oss-tmpdir : データをインポートする⼀時ディレクトリ 追加モードを指定するときは、

このパラメーターを指定する必要があります。 コピー先ディレクトリがすでに HDFS に存
在する場合、Sqoop はそのディレクトリの内容のインポートと上書きを停⽌します。 追
加モードを指定すると、Sqoop はデータを⼀時ディレクトリにインポートしてから、その
ディレクトリ内の既存のファイル名と競合しないようファイルの名前を通常のターゲット
ディレクトリに変更します。

注 :

OSS ホストのエンドポイントは、イントラネットエンドポイント、インターネットエンドポ
イント、または VPC エンドポイントのいずれかを指定できます。 古典的なネットワークで
は、イントラネットエンドポイントを指定する必要があります。 たとえば、中国 (杭州) リー
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ジョンの OSS イントラネットエンドポイントは oss-cn-hangzhou-internal.aliyuncs.com

 です。 VPC の場合は、VPC エンドポイントを指定します。 たとえば、中国 (杭州) リージョ
ンの OSS VPC イントラネットエンドポイントは vpc100-oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com で
す。

利⽤可能なパラメーターの詳細は、「Sqoop のエクスポート (Sqoop export)」をご参照くだ
さい。

• ⾃由形式のクエリをインポート
⼀連の MySQL テーブルのインポートに加えて、以下のように任意の SQL クエリの結果セット
をインポートすることもできます。

sqoop import --connect jdbc：mysql：//＆lt; dburi＆gt; /＆lt; dbname＆gt; --
username＆lt; username＆gt; --password＆lt; password＆gt; --query＆lt; query-sql＆
gt; --split-by＆lt; sp-column＆gt; --hive-import --hive-table＆lt;ハイブテーブル名＆gt;
 --target-dir＆lt; hdfs-dir＆gt;

パラメーター :

- dburi: jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/ などデータベースの接続⽂字列 接続⽂字列
にパラメーターを記述する場合は、jdbc:mysql://192.168.1.124:3306/mydatabase? 

useUnicode=true ののののののののののののののの (') ののののののののののの useUnicode=true

- dbname : user などデータベースの名前
- username : データベースへのログオンに使⽤されるユーザー名
- password : ユーザー名に関連付けられているパスワード
- query-sql: SELECT * FROM profile WHERE id>1 AND \$CONDITIONS などのクエリ⽂ AND

 \$CONDITIONS で終わるクエリ⽂は⼆重引⽤符 (") で囲む必要があります。
- sp-column : 分割する列の名前を指定します。 ⼀般に、このパラメーターの値は MySQL

 テーブルのプライマリキーです。
- hdfs-dir : /user/hive/result などデータを MySQL にインポートする HDFS のディレクトリ
- hive-tablename : xxx.yyyなど、データを Hive にインポートするために使⽤されるテーブ

ルの名前
利⽤可能なパラメーターの詳細は、「Sqoop クエリのインポート (Sqoop query import) をご
参照ください。
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5 Knox

E-MapReduce では『Apache Knox』がサポートされています。 Knox でサポートされているイ
メージを選択してクラスターを作成する場合は、パブリックネットワークから Web UI にアクセ
スして、YARN、HDFS、および SparkHistory のようなサービスを使⽤します。

準備
本ページでは E-MapReduce クラスターでの Knox の使い⽅の概要を説明します。
• パブリック IP アドレスを使⽤した Knox のアクセスの有効化

1. E-MapReduce の Knox のサービスポートは 8443 です。 クラスターの詳細で、クラスター
が配置されている ECS セキュリティグループを⾒つけます。

2. ECS コンソールで対応するセキュリティグループを変更し、インターネットインバウンド
にルールを追加してポート 8443 を有効にします。

 :

- セキュリティのために、認証オブジェクトは限られた IP アドレス範囲でなければなりませ
ん。 0.0.0.0/0 は禁⽌されています。

- セキュリティグループのポート 8443 が有効になったら、セキュリティグループ内のすべ
てのノード (⾮ E-MapReduce ECS ノードを含む) でパブリックネットワークへの⼊り⼝で
ポート 8443 を有効にします。
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• Knox ユーザーの設定
Knox にアクセスするには、認証のためユーザー名とパスワードが要求されます。 認証は 

LDAP に基づいています。 独⾃の LDAP サーバーまたはクラスターの Apache ディレクトリ
サーバーの LDAP サービスを使⽤します。
- クラスター内での LDAP サービスの使⽤

⽅法 1 (推奨)

ユーザー管理 ページに Knox アカウントを追加します。
⽅法 2

1. SSH を介してクラスターにログインします。詳細については、SSHを使⽤したクラス
ターへの接続をご参照ください。

2. ユーザーデータを準備します。 ここでは、ユーザー名として Tom が使⽤されます。
ファイル内のすべてのemr-guest を Tom に、cn:EMR GUEST を cn:Tom に置き換え、
userPassword にパスワードを設定します。

su knox
cd /usr/lib/knox-current/templates  
vi users.ldif

 :

セキュリティのために、 LDAP にユーザーデータをエクスポートする前に、
userPassword を⾃⾝のパスワードに変更することによって、users.ldif のパスワード
を変更します。

3. LDAP にエクスポートします。
su knox
cd /usr/lib/knox-current/templates
sh ldap-sample-users.sh

- LDAP サービスの使⽤
1. クラスター管理ページに移動します。 cluster-topo 設定で、main.ldapRealm.

userDnTemplate をユーザー DN テンプレートに、 main.ldapRealm.contextFactory.
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url を LDAP サーバードメイン名とポートに設定します。 設定を保存し、Knox を再起動
します。

2. 通常 LDAP サービスはクラスター内で実⾏されません。 パブリックネットワークで
LDAP サービスにアクセスするには、ポート 10389 などのKnox ポートを有効にする必
要があります。 詳細については、前述のポート 8443 を有効にする⼿順をご参照くださ
い。インターネットアウトバウンド を選択します。

 :

セキュリティのために、認証オブジェクトは Knox クラスターのパブリック IP アドレ
スでなければなりません。 0.0.0.0/0** は禁⽌されています。

Knox へのアクセス
• E-MapReduce ショートカットリンクを使⽤したアクセス

1. E-MapReduce コンソールにログインします。
2. ターゲットクラスターの ID リンクをクリックします。
3. 左側のナビゲーションウィンドウで、[クラスターとサービス] をクリックします。
4. E-MapReduce サービスページで、HDFS および YARN などの関連サービスをクリックしま

す。
5. 右上隅の、[クイックリンク] をクリックします。
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• クラスターのパブリック IP アドレスを使⽤したアクセス
1. クラスター詳細でパブリック IP アドレスを確認します。
2. ブラウザで関連サービスの URL にアクセスします。

- HDFS UI の URL は https://{cluster_access_ip}:8443/gateway/cluster-topo/hdfs/ で
す。

- YARN UI の URL は https://{cluster_access_ip}:8443/gateway/cluster-topo/yarn/ で
す。

- SparkHistory UI の URL は https://{cluster_access_ip}:8443/gateway/cluster-topo/

sparkhistory/ です。
- Ganglia UI の URL は https://{cluster_access_ip}:8443/gateway/cluster-topo/

ganglia/ です。
- Storm UI の URL は https://{cluster_access_ip}:8443/gateway/cluster-topo/storm/

です。
- Oozie UI の URL は https://{cluster_access_ip}:8443/gateway/cluster-topo/oozie/

です。
3. Knox サービスは⾃⼰署名証明書を使⽤しているため、ブラウザに "ウェブサイトは安全で

はありません" と表⽰されます。 アクセスした IP アドレスがクラスターの IP アドレスを同
じであり、ポートが 8443 であることを確認します。 [進む] >  [続⾏] の順にクリックしま
す。

4. ログインダイアログボックスに LDAP に設定されているユーザー名とパスワードを⼊⼒し
ます。

アクセスコントロールリスト
Knox では サービスレベルの認証管理が提供され、特定のユーザー、ユーザーグループ、および
IP アドレスへのサービスアクセスが制限されます。 『Apache Knox 認証』をご参照ください。
• 例

- 本シナリオでは、 YARN UI では ユーザー Tom によるアクセスのみが許可されます。
- ⼿順は以下のとおりです。クラスター設定管理ページに移動します。 cluster-topo 設定

で、ACL (アクセスコントロールリスト) をコード <gateway>...</gateway> ラベルの間に
追加します。

<provider>
      <role>authorization</role>
      <name>AclsAuthz</name>
      <enabled>true</enabled>
      <param>
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          <name>YARNUI.acl</name>
          <value>Tom;*;*</value>
      </param>
</provider>

• 注記
Knox では、HDFS ファイルの追加または削除を含むさまざまなサービスを操作するための 

RESTful API が提供されています。 セキュリティのために、ECS コンソールでセキュリティグ
ループのポート 8443 を有効にするときに、認証オブジェクトが制限された IP アドレス範囲
であることを確認します。 0.0.0.0/0 は禁⽌されています。 Knox へのアクセスには、Knox の
インストールディレクトリの LDAP ユーザー名とパスワードは使⽤しません。
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6 TensorFlow

『TensorFlow』は E-MapReduce 3.13.0 以降でサポートされています。ソフトウェア設定内の使
⽤可能なサービスから TensorFlow を追加します。TensorFlow を使⽤して E-MapReduce で⾼
性能なコンピューティングを実⾏する場合は、YARN を介して CPU リソースと GPU リソースを
割り当てます。

前提条件
• ソフトウェア側では、E-MapReduce クラスターには TensorFlow と TOY (TensorFlow on 

YARN) ツールキットがインストールされます。
• ハードウェア側では、E-MapReduce では CPU リソースと GPU リソースの両⽅を使⽤したコ

ンピューティングがサポートされています。 GPU コンピューティングを使⽤する必要がある
場合は、クラスター内のコアおよびタスクノードについて、gn5 および gn6 のような、GPU

 によって最適化されたコンピューティングファミリーから ECS インスタンスを選択します。
GPU によって最適化されたコンピューティングファミリーでは、異種コンピューティングがサ
ポートされています。 インスタンスタイプを決定したら、必要に応じて CUDA ツールキット
と cuDNN バージョンを選択します。

TensorFlow ジョブの送信
E-MapReduce クラスターのマスターノードにログインし、コマンドラインを使⽤して
TensorFlow ジョブを送信します。 たとえば、以下のとおりです。

el_submit [-h] [-t APP_TYPE] [-a APP_NAME] [-m MODE] [-m_arg MODE_ARG]

[-interact INTERACT] [-x EXIT]

[-enable_tensorboard ENABLE_TENSORBOARD]

[-log_tensorboard LOG_TENSORBOARD] [-conf CONF] [-f FILES]

[-pn PS_NUM] [-pc PS_CPU] [-pm PS_MEMORY] [-wn WORKER_NUM]

[-wc WORKER_CPU] [-wg WORKER_GPU] [-wm WORKER_MEMORY]

[-wnpg WNPG] [-ppn PPN] [-c COMMAND [COMMAND ...]]

基本的なパラメーターは以下のとおりです。
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• -t APP_TYPE は、送信されたタスクのタイプを指定します。 サポートされるタイプは、
tensorflow-ps、 tensorflow-mpi、および standaloneです。 以下の –m MODE パラメーター
と組み合わせて使⽤されます。
- tensorflow-ps は、データの通信にパラメーターサーバーを使⽤します。ネイティブ 

TensorFlow の PS モードです。
- tensorflow-mpi は、Uber のオープンソースフレームワークである Horovod を使⽤しま

す。データの通信に MPI (message passing interface) プリミティブ を使⽤します。
- standalone は、タスクを実⾏するために、タスクを YARN クラスターの インスタンスの 1

 つに割り当てます。これはスタンドアローンでの実⾏に似ています。
• –a APP_NAME は、送信された TensorFlow ジョブの名前を指定します。必要に応じてジョブ

に名前をつけます。
• –m MODE は、送信された TensorFlow ジョブの実⾏環境を指定します。 E-MapReduce でサ

ポートされている環境は、local、virtual-env、および docker です。
- local は、E-MapReduce ワーカーノード にセットアップされた Python 実⾏環境を使⽤し

ます。 サードパーティーの Python パッケージを使⽤する場合は、パッケージをすべての
ノードに⼿動でインストールする必要があります。

- docker は、E-MapReduce ワーカーノード にインストールされた Docker コンテナを使⽤
します。 TensorFlow は Docker コンテナで実⾏します。

- virtual-env は、ユーザーによって作成された、隔離された Python 環境です。 Python 環
境に Python ライブラリをインストールします。 これらのライブラリはワーカーノードに
セットアップされた環境にインストールされているものとは異なる場合があります。

• -m_arg MODE_ARG は、–m MODE の追加パラメータを指定します。 実⾏環境が docker の場
合は、docker イメージ名に値を設定します。 実⾏環境が virtual-env の場合は、Python 環境
の tar.gz ファイル名に値を設定します。

• –x Exit については、特定の分散 TensorFlow API の場合はパラメーターサーバーを⼿動で終了
する必要があります。 ワーカーサーバーがモデルのトレーニングを終了したときにパラメー
ターサーバーを⾃動で終了するには、-x オプションを指定します。

• -enable_tensorboard は、TensorFlow モデルのトレーニングを開始したときに TensorBoar

d を有効にするかどうかを指定します。
• -log_tensorboard は、HDFS の TensorBoard ログの場所を指定します。 TensorFlow がモデ

ルのトレーニングを開始するときに TensorBoard が有効な場合は、このパラメータは必須で
す。
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• -conf CONF は、Hadoop の設定の場所を指定します。値の設定は任意です。 デフォルトの E-

MapReduce の設定が使⽤されます。
• –f FILES は、実⾏可能なスクリプトを含む、TensorFlow で実⾏されるすべての依存ファイル

およびフォルダを指定します。 仮想環境で実⾏される virtual-env ファイルが指定された場合
は、すべての依存ファイルおよびフォルダを 1 つのフォルダに配置します。スクリプトはフォ
ルダ階層に従って HDFS 内のフォルダに⾃動的にアップロードされます。

• -pn TensorFlow は、起動するパラメーターサーバーの数を指定します。
• -pc は、各パラメーターサーバーで要求される CPU コアの数を指定します。
• -pm は、各パラメーターサーバーで要求されるメモリサイズを指定します。
• -wn は、TensorFlow で起動されるワーカーノードの数を指定します。
• -wc は、各ワーカーで要求される CPU コアの数を指定します。
• -wg は、各ワーカーで要求される GPU コアの数を指定します。
• -wm は、各ワーカーで要求されるメモリ使⽤率を指定します。
• -c COMMAND は、実⾏するコマンドを指定します。 たとえば、pythoncensus.py です。
⾼度なオプションについては、 ジョブが失敗する可能性があるので、⾼度なオプションは注意し
て使⽤することを推奨します。
• -wnpg は、GPU を同時に使⽤するワーカーの数を指定します (tensorflow-ps の場合)。
• -ppn は、GPU を同時に使⽤する ワーカーの数を指定します (Horovod の場合)。 上記のオプ

ションはシングル GPU でマルチタスクを参照します。 GPU 実⾏中のメモリ不⾜を防ぐため
に、しきい値を設定します。
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7 Kafka

7.1 Kafka のクラスター間アクセス
通常、Kafka サービスは単⼀のクラスターにデプロイされます。 したがって、⼀定のシナリオに
おいては、クラスター間で Kafka にアクセスする必要があります。

シナリオ
以下のシナリオでは、クラスター間で Kafka にアクセスする必要があります。
• VPC ネットワークから E-MapReduce (EMR) Kafka クラスターにアクセスする場合。
• パブリック ネットワークから EMR Kafka クラスターにアクセスする場合。

注 :

クラシックネットワークに EMR Kafka クラスターがデプロイされている場合、パブリック
ネットワークからクラスターにアクセスすることはできません。

EMR のバージョンに基づいて、さまざまなソリューションが提供されます。
V3.11.X 以降のバージョン

• VPC ネットワークから Kafka にアクセスします。
Kafka クラスター内のノードのプライベート IP アドレスに接続することで Kafka サービスに
アクセスできます。 VPC ネットワークから Kafka へのアクセス時はポート 9092 を使⽤しま
す。
Kafka サービスにアクセスする前に、クラスターがデプロイされている VPC ネットワークに
VPC ネットワークが接続されていることを確認してください。 詳細については、VPC 間接続
の設定をご参照ください。
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• パブリックネットワークから Kafka にアクセスします。
デフォルトでは、パブリックネットワークから Kafka クラスター内のコアノードにアクセスす
ることはできません。 パブリックネットワークから Kafka クラスターにアクセスするには、
次の⼿順に沿って操作してください。
1. パブリックネットワークで Kafka クラスターとクライアント間の通信を有効にします。

次の⽅法で VPC ネットワークにデプロイされた Kafka クラスターに接続します。
- Kafka クラスター内のコアノードの Elastic IP Address (EIP) に接続します。 Kafka への

アクセス⼿順は以下のとおりです。
- Express Connect を使⽤して VPC ネットワークをパブリックネットワークに接続しま

す。 詳細については、Express Connect をご参照ください。
2. クラスター管理ページで、ターゲットクラスターの [詳細の表⽰] をクリックします。 クラ

スター概要ページに移動します。
3. [ネットワーク管理] をクリックします。 ドロップダウンリストから [パブリック IP アドレ

スの割り当て] を選択します。
4. Kafka クラスターのセキュリティグループルールを設定して、Kafka クラスターへのアクセ

スを許可するパブリック IP アドレスを指定します。 これによって、Kafka クラスターがパ
ブリックネットワークへ接続する際、Kafka クラスターを保護することができます。 EMR

コンソールにログインして、Kafka クラスターのセキュリティグループを確認します。セ
キュリティグループ ID で ECS コンソール内のセキュリティグループを検索し、ルールを設
定できます。 詳細の表⽰

5. [クラスター概要] ページで [インスタンス状態管理] をクリックします。 ドロップダウンリ
ストから、[同期クラスターホスト情報] を選択します。

6. クラスターとサービスページの [サービス] のリストから [Kafka  > 設定] を選択します。
[サービス設定] セクションで、kafka.public-access.enable パラメーターの値を true に
設定します。

7. Kafka サービスを再起動します。
8. クラスターの EIP とポート 9093 を使⽤して Kafka クラスターに接続します。
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V3.11.X 以前のバージョン
• VPC ネットワークから Kafka にアクセスします。

Kafka クラスターノードに合わせてクライアントのホスト設定を変更する必要があります。 注
: 接続の失敗を回避するために、クライアント上の Kafka クラスターノードの [⻑いドメイン]

を設定する必要があります。 例：
/etc/hosts
# kafka cluster
10.0.1.23 emr-header-1.cluster-48742
10.0.1.24 emr-worker-1.cluster-48742
10.0.1.25 emr-worker-2.cluster-48742
10.0.1.26 emr-worker-3.cluster-48742

• パブリックネットワークから Kafka にアクセスします。
デフォルトでは、パブリックネットワークから Kafka クラスターのコアノードにアクセスする
ことはできません。 パブリックネットワークから Kafka クラスターにアクセスするには、次
の⼿順に沿って操作します。
1. パブリックネットワークでの Kafka クラスターとクライアント間の通信を有効化します。

次の⽅法で VPC ネットワークにデプロイされた Kafka クラスターに接続します。
- Kafka クラスター内のコアノードの EIP に接続します。 Kafka へのアクセス⼿順は以下

のとおりです。
- Express Connect で VPC ネットワークとパブリックネットワーク間の接続を有効化しま

す。 詳細については、Express Connect をご参照ください。
2. VPC コンソールで EIP を購⼊します。 購⼊した EIP の数は、Kafka クラスター内のコア

ノードの数と等しくなります。
3. Kafka クラスターのセキュリティグループ ルールを設定して、Kafka クラスターへのアク

セスを許可するパブリック IP アドレスを指定します。 これによって、Kafka クラスター
がパブリックネットワークへ接続する際、Kafka クラスターを保護することができます。
EMR コンソールにログインして、Kafka クラスターのセキュリティグループを確認しま
す。セキュリティグループ ID で ECS コンソール内のセキュリティグループを検索し、ルー
ルを設定できます。 詳細の表⽰

4. サービス設定のセクションで、listeners.address.principal パラメーターを HOST に設定
します。 Kafka クラスターを再起動します。

5. クライアント上のののののファイルを設定します。
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8 Druid
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9 Presto
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10 Hue

10.1 Hue
現在 E-MapReduce では 『Hue』がサポートされています。Hue には Apache Knox を介してア
クセスします。 本ページでは Hue の使い⽅の概要を説明します。

準備
#unique_4クラスターで、「セキュリティグループのルール」を設定し、ポート 8888 を開きま
す。

 :

限られた IP アドレスの範囲に対して、セキュリティグループのルールを設定します。 IP アドレ
ス0.0.0.0/0はセキュリティグループに追加されません。

Hue へのアクセス
Hue にアクセスするには、次の⼿順を実⾏します。
1. EMR コンソールで、クラスター ID の右側にある [管理] をクリックします。
2. [設定] ページの左側で、[アクセスリンクとポート]をクリックします。

パスワードの表⽰
初回の実⾏時に Hue に管理者がいない場合は、最初にログインしたユーザーが⾃動的に管理者
に設定されます。セキュリティのために、E-MapReduce よりデフォルトで Hue サービス⽤に 

admin という管理者アカウントと、ランダムな初期パスワードが作成されます。初期パスワード
を表⽰するには、以下の⼿順を実⾏します。
1. クラスター ID の右側にある [管理] をクリックします。
2. [クラスターとサービス] パネルで、[Hue] をクリックします。
3. [設定] タブをクリックしてadmin_pwd パラメーターに移動します。 このパラメーターはラン

ダムなパスワードです。

 :

EMR コンソールのログインパスワードを変更しても HUE に反映されません。HUE の管理者アカ
ウント「admin」のパスワードを変更したい場合、「admin_pwd」の初期パスワードを使⽤し
て HUE にログインし、ユーザー管理モジュールでパスワードを変更する必要があります。
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パスワードを忘れた場合の新しいアカウント作成
Hue アカウントのパスワードを忘れた場合は、以下の⼿順を実⾏して新しいアカウントを作成し
ます。
1. [クラスターリスト] ページで、ターゲットクラスターの隣にある[管理] をクリックします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[クラスターの概要] をクリックします。
3. [コアインスタンスグループ] で、マスターノードのパブリックネットワーク IP アドレスを取

得します。
4. SSH を介してマスターノードにログインします。
5. 以下のコマンドを実⾏します。

/opt/apps/hue/build/env/bin/hue createsuperuser

6. 新しいユーザー名、メールアドレス、およびパスワードを⼊⼒し、Enter キーを押します。
[スーパーユーザーが正常に作成されました] と表⽰されたら、新しいアカウントが正常に作成
されています。新しいアカウントは直ちに有効になるので、新しいアカウントで Hue にログ
インします。

設定の追加または変更
1. [クラスターリスト] ページで、ターゲットクラスターの隣にある[管理]をクリックします。
2. サービスリストで [Hue] をクリックします。[設定] タブをクリックします。
3. ページ右上隅の[カスタマイズ設定]をクリックし、"キー" フィールドおよび "バリュー" フィー

ルドを設定します。 キーは以下の仕様に準拠している必要があります。
$section_path.$real_key

注 :

• $real_key は、hive_server_host などの、実際に追加されるキーです。
• hue.ini ファイルでは、$real_key の前に$section_path が表⽰されます。

たとえば、hive_server_host が [beeswax] セクションにある場合は、$section_path は 

beeswax です。 この場合は、追加するキーは beeswax.hive_server_host です。
•

• hue.ini ファイルの多層セクション [desktop] -> [[ldap]] -> [[[ldap_servers]]] -> [[[[

users]]]] ->user_name_attr の値を変更する必要がある場合は、設定するキーは desktop

.ldap.ldap_servers.users.user_name_attr です。
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11 Ranger

11.1 Ranger の紹介
Apache Ranger では権限管理のために集中型フレームワークが提供されてお
り、HDFS、Hive、YARN、Kafka、Storm、および Solr など、Hadoop エコシステム内のコン
ポーネントに対してきめの細かいアクセス制御が実装されます。 管理者がより便利に操作を実⾏
するための UI も提供されます。

クラスターの作成
E-MapReduce コンソールで E-MapReduce 2.9.2 または 3.9.0 以降のクラスターを作成するとき
に、Ranger サービスを選択します。

E-MapReduce 2.9.2 または 3.9.0 以降のクラスターが Ranger なしで作成されている場合は、ク
ラスターとサービスページに移動して Ranger を追加します。
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Ranger UI

クラスターに Ranger をインストールした後、[操作] 列の [管理] をクリックし、左側のナビゲー
ションウィンドウで、[アクセスリンクとポート] をクリックします。 以下の図に⽰すように、リ
ンクをクリックして Ranger UI にアクセスします。

Ranger UI にアクセスします。 以下の図に⽰すように、デフォルトユーザー名とパスワードは両
⽅とも admin です。
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パスワードの変更
最初のログイン後、以下の図に⽰すように管理者は admin アカウントのパスワードを変更する
必要があります。

admin アカウントのパスワードを変更したら、右上隅の [admin] ドロップダウンリストで [ログ
アウト] をクリックします。 ログアウトしたら、新しいパスワードで再度ログインします。

他のサービスへの Ranger の統合
前述の⼿順の後、Ranger をクラスター内のサービスに統合して関連する権限を制御します。 詳
細については、以下をご参照ください。
• HDFS への Ranger の統合
• Hive への Ranger の統合
• HBase への Ranger の統合
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12 コンポーネント認証
12.1 HDFS 認証

HDFS が有効な場合、データの読み取りやフォルダの作成などの操作を実⾏するには HDFS のア
クセス権限が必要です。

設定の追加
HDFS の権限に関連する設定は以下のとおりです。
• dfs.permissions.enabled

権限のチェックを有効化します。 値が false だとしても、chmod/chgrp/chown/setfacl で権
限がチェックされます。

• dfs.datanode.data.dir.perm

データノードで使⽤されるローカルフォルダの権限で、デフォルトで 755 です。
• fs.permissions.umask-mode

- 権限マスク (新しいファイルやフォルダを作成するときのデフォルトの権限設定) です。
- ファイル作成は 0666 & ^umask です。
- フォルダ作成は 0777 & ^umask です。
- デフォルトの umask の値は 022 です。 これは、ファイル作成の権限が 644 (666&^022 = 

644)、フォルダ作成の権限が 755 (777&^022 = 755) だということです。
- E-MapReduce の Kerberos セキュリティクラスターのデフォルト設定は 027 です。ファイ

ル作成の権限は 640 です。 フォルダ作成の権限は 750 です。
• dfs.namenode.acls.enabled

- ACL 制御を有効化します。 owners と groups の権限を制御し、他のユーザーにも権限を設
定します。

- ACL 設定のコマンド
hadoop fs -getfacl [-R] <path>
hadoop fs -setfacl [-R] [-b |-k -m |-x <acl_spec> <path>] |[--set <acl_spec>   <path>]

例
su test
 #The user test creates a folder
 hadoop fs -mkdir /tmp/test
 #View the permission of the created folder
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 hadoop fs -ls /tmp
 drwxr-x---   - test   hadoop          0 2017-11-26 21:18 /tmp/test
 #Set ACL and grant rwx permissions to user foo
 hadoop fs -setfacl -m user:foo:rwx /tmp/test
 #View the permission of the file (+ means that ACL is set)
 hadoop fs -ls  /tmp/
 drwxrwx---+  - test   hadoop          0 2017-11-26 21:18 /tmp/test
 #View ACL
  hadoop fs -getfacl  /tmp/test
  # file: /tmp/test
# owner: test
# group: hadoop
user::rwx
user:foo:rwx
group::r-x
mask::rwx
other::---

• dfs.permissions.superusergroup

スーパーユーザーグループです。 このグループのユーザーにはスーパーユーザーの権限があり
ます。

HDFS サービスの再起動
Kerberos セキュリティクラスターでは、HDFS 権限はデフォルトで設定されています (umask は 

027 に設定されています)。設定とサービスの再起動は必要ありません。
⾮ Kerberos セキュリティクラスターでは、設定を追加し、サービスを再起動する必要がありま
す。

その他
• umask の値は必要に応じて変更されます。
• HDFS は基本的なサービスで、Hive と HBase は HDFS に基づいています。 したがって、他の

上位層のサービスを設定するときは、あらかじめ HDFS 権限制御を設定しておく必要がありま
す。

• HDFS の権限が有効化されている場合は、(Spark の /spark-history や YARN の /tmp/$user/

など) サービスをセットアップする必要があります。
• スティッキービット

スティッキービットはスーパーユーザー、ファイルオーナー、ディレクトリオーナー以外が
(他のユーザーがそのフォルダに対して rwx 権限を持っている場合でも) フォルダ内のファイル
またはフォルダを削除することを防ぐために設定されます。 たとえは、以下のように設定しま
す。

#That is, adding numeral 1 as the first digit
hadoop fs -chmod 1777 /tmp
hadoop fs -chmod 1777 /spark-history
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hadoop fs -chmod 1777 /user/hive/warehouse

12.2 YARN 認証
YARN 認証はサービスレベル認証とキューレベル認証に分けられます。

サービスレベル認証
詳しくは、Hadoop の『サービスレベル認証ガイド』をご参照ください。
• ジョブの送信など、ユーザーによるクラスターサービスへのアクセスを制御します。
• hadoop-policy.xml を設定します。
• サービスレベル権限のチェックは他の権限のチェック (HDFS の権限のチェックや YARN ジョ

ブ送信など) の前に実⾏されます。

注 :

通常、HDFS の権限のチェックや YARN ジョブ送信制御がセットアップされている場合は、サー
ビスレベル権限制御を設定しない可能性があります。必要に応じて関連する設定を実⾏します。

キューレベル認証
YARN ではキューによるリソースの権限の制御がサポートされています。Capacity Scheduler

 と Fair Scheduler の 2 つのキュースケジューリング⽅法が提供されます。ここでは例として 

Capacity Scheduler を使⽤します。
• 設定の追加

キューにはジョブ送信権限 (キューへのジョブの送信) とキュー管理権限の 2 段階のレベルの
認証があります。

注 :

- キューの ACL 制御オブジェクトは ユーザーまたはグループです。関連パラメーターを定
義するときは、スペースで区切ってユーザーとグループを同時に設定します。 異なるユー
ザーまたはグループはコンマで区切ります。スペースが 1 つだけ設定されている場合は、
誰にも権限がありません。

- キューの ACL 継承については、ユーザーまたはグループがキューにアプリケーションを
送信する場合は、すべてのサブキューにもアプリケーションを送信します。キューを管理
する ACL も継承されます。ユーザーまたはグループによるキューの送信を防ぐには、この
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キューとすべての親キューの ACL を設定し、ユーザーまたはグループに対してジョブ送信
権限を制限する必要があります。

- yarn.acl.enable

ACL を true に切り替えます。
- yarn.admin.acl

■ yarn rmadmin/yarn kill やその他のコマンドの実⾏を有効化または無効化するため
の、YARN 管理者の設定です。 この値を設定する必要があります。 設定しない場合は、
次のキューベースの ACL 管理者の設定は有効になりません。

■ パラメーターの値を設定するときにユーザーまたはグループを設定します。
user1,user2 group1,group2 #users and groups are separated by a space
  group1,group2 #In case there are only groups, a leading space is required.

E-MapReduce クラスターで、管理者としてundefinedhasに ACL 権限を設定する必要
があります。

- yarn.scheduler.capacity.${queue-name}.acl_submit_applications

■ キューにジョブを送信するユーザーまたはグループを設定します。
■ ${queue-name} がキュー名の場合は、階層キューがサポートされます。 ACL が階層

キューで継承されることに注意します。以下の例をご参照ください。
#queue-name=root
  <property>
      <name>yarn.scheduler.capacity.root.acl_submit_applications</name>
      <value> </value> # Space means no one can submit jobs to the root queue
  </property>
 #queue-name=root.testqueue
 <property>
   <name>yarn.scheduler.capacity.root.testqueue.acl_submit_applications</
name>
      <value>test testgrp</value> #testqueue only allows the test user and testgrp 
group to submit jobs
  </property>

- yarn.scheduler.capacity.${queue-name}.acl_administer_queue

■ キュー内のジョブを強制終了するなど、キューを管理するためのユーザーまたはグルー
プを設定します。

■ 階層キュー名がサポートされています。 ACL が階層キューで継承されることに注意しま
す。

#queue-name=root
  <property>
      <name>yarn.scheduler.capacity.root.acl_administer_queue</name>
      <value> </value>
  </property>
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 #queue-name=root.testqueue
 <property>
   <name>yarn.scheduler.capacity.root.testqueue.acl_administer_queue</name
>
      <value>test testgrp</value>
  </property>

• YARN サービスの再起動
- Kerberos セキュアクラスターではデフォルトで ACL が有効化されています。 必要に応じ

てキューに関連する ACL 権限を設定します。
- ⾮ Kerberos セキュアクラスターでは、ACL を有効化し、前述の⼿順に従ってキューの権限

制御を設定します。 設定後、YARN サービスを再起動します。
• 設定例

- yarn-site.xml

<property>
        <name>yarn.acl.enable</name>
        <value>true</value>
 </property>
<property>
        <name>yarn.admin.acl</name>
        <value>has</value>
 </property>

- capacity-scheduler.xml

- default キューについては、default キューは無効化され、すべてのユーザーに対してジョ
ブの送信またはキューの管理が許可されません。

- Q1 キューについては、test ユーザーのみがジョブの送信またはキューの管理 (ジョブの強
制終了など) を許可されます。

- Q2 キューについては、foo ユーザーのみがジョブの送信またはキューの管理を許可されま
す。

<configuration>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.maximum-applications</name>
        <value>10000</value>
        <description>Maximum number of applications that can be pending and running
.</description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.maximum-am-resource-percent</name>
        <value>0.25</value>
        <description>Maximum percent of resources in the cluster which can be used to 
run application masters i.e.
            controls number of concurrent running applications.
        </description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.resource-calculator</name>
        <value>org.apache.hadoop.yarn.util.resource.DefaultResourceCalculator</value>
    </property>
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    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.queues</name>
        <value>default,q1,q2</value>
        <! --3 queues->
        <description>The queues at the this level (root is the root queue).</description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.default.capacity</name>
        <value>0</value>
        <description>Default queue target capacity.</description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.default.user-limit-factor</name>
        <value>1</value>
        <description>Default queue user limit a percentage from 0.0 to 1.0.</description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.default.maximum-capacity</name>
        <value>100</value>
        <description>The maximum capacity of the default queue.</description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.default.state</name>
        <value>STOPPED</value>
        <! -- Status of the default queue is set as STOPPED-->
        <description>The state of the default queue. State can be one of RUNNING or 
STOPPED.</description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.default.acl_submit_applications</name>
        <value> </value>
        <! -- The default queue does not allow job submission-->
        <description>The ACL of who can submit jobs to the default queue.</description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.default.acl_administer_queue</name>
        <value> </value>
        <! -- Prevent users/groups to manage the default queue-->
        <description>The ACL of who can administer jobs on the default queue.</
description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.node-locality-delay</name>
        <value>40</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.queue-mappings</name>
        <value>u:test:q1,u:foo:q2</value>
        <! -- Queue mapping, automatically maps the test user to Q1 queue-->
        <description>A list of mappings that will be used to assign jobs to queues. The 
syntax for this list is
            [u|g]:[name]:[queue_name][,next mapping]* Typically this list will be used to 
map users to queues,for
            example, u:%user:%user maps all users to queues with the same name as the 
user.
        </description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.queue-mappings-override.enable</name>
        <value>true</value>
        <! -- Whether or not allow the above queue-mapping to overwrite the queue 
parameters set up by the client-->
        <description>If a queue mapping is present, will it override the value specified by 
the user? This can be used
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            by administrators to place jobs in queues that are different than the one 
specified by the user. The default
            is false.
        </description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.acl_submit_applications</name>
        <value> </value>
        <! -- ACL inheritance, the parent queue must have the admin permissions-->
        <description>
            The ACL of who can submit jobs to the root queue.
        </description>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q1.acl_submit_applications</name>
        <value>test</value>
        <! -- q1 only allows the test user to submit jobs-->
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q2.acl_submit_applications</name>
        <value>foo</value>
        <! -- q2 only allows the foo user to submit jobs-->
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q1.maximum-capacity</name>
        <value>100</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q2.maximum-capacity</name>
        <value>100</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q1.capacity</name>
        <value>50</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q2.capacity</name>
        <value>50</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.acl_administer_queue</name>
        <value> </value>
        <! -- ACL inheritance, the parent queue must have the admin permissions-->
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q1.acl_administer_queue</name>
        <value>test</value>
        <! -- q1 only allow the test user to manage the queue, such as killing the jobs-->
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q2.acl_administer_queue</name>
        <value>foo</value>
        <! -- q2 only allow the foo user to manage the queue, such as killing the jobs-->
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q1.state</name>
        <value>RUNNING</value>
    </property>
    <property>
        <name>yarn.scheduler.capacity.root.q2.state</name>
        <value>RUNNING</value>
    </property>
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</configuration>

12.3 Hive 認証
Hive には、ストレージに基づいた認証と標準 SQL に基づいた認証の 2つの認証モードがありま
す。 詳細については、Hive の『認証ガイド』をご参照ください。

注 :

両⽅の認証⽅法は競合することなく同時に設定されます。
ストレージベースの認証 (Hive メタストア向け)

クラスター内のユーザーが HDFS または Hive クライアントを介して Hive 内のデータに直接アク
セスする場合は、権限制御は HDFS 内の Hive データに対して実⾏される必要があります。 この
権限制御によって、Hive SQL に関する操作の権限が制御されます。
詳細については、Hive の『ストレージベースの認証』ガイドをご参照ください。

設定の追加
クラスター設定管理ページで、[Hive] > [設定] > [hive-site.xml] > [カスタム設定の追加] の順に
クリックします。

<property>
<name>hive.metastore.pre.event.listeners</name>
    <value>org.apache.hadoop.hive.ql.security.authorization.AuthorizationPreEven
tListener</value>
</property>
<property>
<name>hive.security.metastore.authorization.manager</name>
    <value>org.apache.hadoop.hive.ql.security.authorization.StorageBasedAuthoriz
ationProvider</value>
</property>
<property>
<name>hive.security.metastore.authenticator.manager</name>
    <value>org.apache.hadoop.hive.ql.security.HadoopDefaultMetastoreAuthenticator</
value>
</property>

Hive メタストアの再起動
クラスター設定管理ページで Hive メタストアを再起動します。

HDFS 認証制御
E-MapReduce 内の Kerberos セキュリティクラスターの場合は、Hive ウェアハウスに対する 

HDFS 認証が設定されています。
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⾮ Kerberos セキュリティクラスターの場合は、以下の⼿順で基本的な HDFS 認証を設定する必
要があります。
• HDFS 権限の有効化
• Hive ウェアハウスに対する権限の設定

hadoop fs -chmod 1771 /user/hive/warehouse
It can be set as follows, in which 1 denotes stick bit (i.e. cannot delete files/folders 
created by others)
hadoop fs -chmod 1777 /user/hive/warehouse

基本的な権限セットを使⽤して、フォルダウェアハウスを許可することによって、ユーザーと
ユーザーグループは通常どおりテーブルの作成、読み取り、および書き込みを実⾏します。

sudo su has
      #Grant rwx permission of folder warehouse to user test
      hadoop fs -setfacl -m user:test:rwx /user/hive/warehouse
      #Grant rwx permission of folder warehouse to user hivegrp
      hadoop fs -setfacl -m group:hivegrp:rwx /user/hive/warehouse

HDFS 許可によって、ユーザーとユーザーグループは通常どおりテーブルの作成、読み取り、お
よび書き込みを実⾏します。さまざまなユーザーによって作成された Hive テーブル内のデータに
は作成したユーザー⾃⾝しかアクセスしません。

検証
• test ユーザーが testtbl テーブルを作成します。

hive> create table testtbl(a string);
FAILED: Execution Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask
. MetaException(message:Got exception: org.apache.hadoop.security.AccessCont
rolException Permission denied: user=test, access=WRITE, inode="/user/hive/
warehouse/testtbl":hadoop:hadoop:drwxrwx--t
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(FSPermissi
onChecker.java:320)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(FSPermissi
onChecker.java:292)

権限がないためエラーが発⽣します。 test ユーザーに権限を付与する必要があります。
#Switch from root account to has account
su has
#Add ACL and grant rwx permissions of the directory warehouse to the account test.
 hadoop fs -setfacl -m user:test:rwx /user/hive/warehouse

test アカウントがデータベースを正常に再作成します。
hive> create table testtbl(a string);
OK
Time taken: 1.371 seconds
#View the directory of testtbl in HDFS. From the permissions it can be seen that only
 the groups test and hadoop can read data from the table created by the user test, 
while other users have no permissions
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hadoop fs -ls /user/hive/warehouse
drwxr-x---   - test hadoop          0 2017-11-25 14:51 /user/hive/warehouse/testtbl
#Insert a record
hive>insert into table testtbl select "hz"

• foo ユーザーがテーブル testtbl にアクセスします。
#drop table
hive> drop table testtbl;
FAILED: Execution Error, return code 1 from org.apache.hadoop.hive.ql.exec.DDLTask
. MetaException(message:Permission denied: user=foo, access=READ, inode="/user/
hive/warehouse/testtbl":test:hadoop:drwxr-x---
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(
FSPermissionChecker.java:320)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermi
ssion(FSPermissionChecker.java:219)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermi
ssion(FSPermissionChecker.java:190)
#alter table
hive> alter table testtbl add columns(b string);
FAILED: SemanticException Unable to fetch table testtbl. java.security.AccessCont
rolException: Permission denied: user=foo, access=READ, inode="/user/hive/
warehouse/testtbl":test:hadoop:drwxr-x---
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(
FSPermissionChecker.java:320)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermi
ssion(FSPermissionChecker.java:219)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermi
ssion(FSPermissionChecker.java:190)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkPermission(
FSDirectory.java:1720)
#select
hive> select * from testtbl;
FAILED: SemanticException Unable to fetch table testtbl. java.security.AccessCont
rolException: Permission denied: user=foo, access=READ, inode="/user/hive/
warehouse/testtbl":test:hadoop:drwxr-x---
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(
FSPermissionChecker.java:320)
    at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermi
ssion(FSPermissionChecker.java:219)

foo は test ユーザーが作成したテーブルを操作しません。 foo に権限を付与するには HDFS

 認証が必要です。
su has
#Only read permission is granted, and write permission can also be granted as 
needed (for example, alter)
#Note: -R: Set files in the folder testtbl to readable
hadoop fs -setfacl -R -m user:foo:r-x /user/hive/warehouse/testtbl
#The table can be selected successfully
hive> select * from testtbl;
OK
hz
Time taken: 2.134 seconds, Fetched: 1 row(s)

注 :

Hive ユーザーグループを作成して権限付与し、Hive ユーザーグループに新しいユーザーを追
加します。
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標準 SQL ベースの認証

• シナリオ
クラスターユーザーは HDFS または Hive クライアントを介して Hive 内のデータにアクセス
しません。アクセスする唯⼀の⽅法は HiveServer (beeline、jdbc など) を介して Hive 関連コ
マンドを実⾏することです。 標準 SQL ベース認証を使⽤します。
ユーザーが Hive シェルまたは同様の⽅法を使⽤し、ユーザーのクライアント内の hive-site.

xml が設定されていない場合は、以下の設定が実装されていない場合でも、通常は Hive にア
クセスします。
詳細については、Hive の『標準 SQL ベースの認証』ガイドをご参照ください。

• 設定の追加
- 設定は HiveServer に提供されます。
- クラスター設定管理ページで、[Hive] > [設定] > [ hive-site.xml] > [カスタム設定の追加]

の順にクリックします。
<property>
<name>hive.security.authorization.enabled</name>
 <value>true</value>
</property>
 <property>
<name>hive.users.in.admin.role</name>
 <value>hive</value>
</property>
 <property>
<name>hive.security.authorization.createtable.owner.grants</name>
 <value>ALL</value>
</property>

• HiveServer2 の再起動
クラスター設定管理ページで HHiveServer2 を再起動します。

• 権限操作コマンド
コマンド操作の詳細については、『こちら』をクリックします。

• 検証
- foo ユーザーは beeline を介して test ユーザーのテーブル testtbl にアクセスします。

2: jdbc:hive2://emr-header-1.cluster-xxx:10> select * from testtbl;
Error: Error while compiling statement: FAILED: HiveAccessControlException 
Permission denied: Principal [name=foo, type=USER] does not have following 
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privileges for operation QUERY [[SELECT] on Object [type=TABLE_OR_VIEW, name=
default.testtbl]] (state=42000,code=40000)

- 権限の付与
Switch to account test to grant select permission to user foo
hive> grant select on table testtbl to user foo;
 OK
 Time taken: 1.205 seconds

- foo は通常は select ⽂を実⾏します。
0: jdbc:hive2://emr-header-1.cluster-xxxxx:10> select * from testtbl;
INFO  : OK
+------------+--+
| testtbl.a  |
+------------+--+
| hz         |
+------------+--+
1 row selected (0.787 seconds)

- 権限を取り消します。
Switch to account test, and revoke the select permission from user foo
  hive> revoke select from user foo;
    OK
    Time taken: 1.094 seconds

- foo は testtbl のデータに対して select ⽂を実⾏しません。
User foo cannot select data from table testtbl.
Error: Error while compiling statement: FAILED: HiveAccessControlException 
Permission denied: Principal [name=foo, type=USER] does not have following 
privileges for operation QUERY [[SELECT] on Object [type=TABLE_OR_VIEW, name=
default.testtbl]] (state=42000,code=40000)

12.4 HBase 権限付与
HBase クラスターでは、すべてのアカウントは許可なしで、テーブルの無効化、削除などを含む
任意の操作を実⾏し、メジャーコンパクションを実⾏します。

注 :

Kerberos 認証を使⽤しないクラスターでは、HBase 権限付与が有効な場合でも、ユーザーは ID

を偽造してクラスターサービスにアクセスします。 したがって、Kerberos の紹介で詳しく述べ
るように、⾼セキュリティクラスター (たとえば、Kerberos 認証がサポートされているクラス
ター) を作成することを推奨します。

設定の追加
設定管理ページ内の HBase クラスターで、[HBase] > [設定] > [hbase-site] > [カスタム設定] の
順に選択します。
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以下のパラメーターを追加します。

<property>
     <name>hbase.security.authorization</name>
     <value>true</value>
</property>
<property>
     <name>hbase.coprocessor.master.classes</name>
     <value>org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController</value>
</property>
<property>
     <name>hbase.coprocessor.region.classes</name>
 <value>org.apache.hadoop.hbase.security.token.TokenProvider,org.apache.hadoop.
hbase.security.access.AccessController</value>
</property>
<property>
  <name>hbase.coprocessor.regionserver.classes</name>
  <value>org.apache.hadoop.hbase.security.access.AccessController,org.apache.
hadoop.hbase.security.token.TokenProvider</value>
</property>

HBase クラスターの再起動
HBase クラスターの設定管理ページで、[HBase] > [操作] > [すべてのコンポーネントの再起動]

の順にクリックします。
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権限付与 (ACL)

• 基本概念
HBase では、権限付与は 3 つの要素で構成されます。構成要素は、特定のエンティティへの特
定のリソースのスコープに対する操作権限の付与です。
- 特定のスコープ内のリソース

■ スーパーユーザー
スーパーユーザーは任意の操作を実⾏します。 HBase サービスを実⾏するアカウントは
デフォルトではスーパーユーザーです。 hbase-site.xml の hbase.superuser の値を設
定してスーパーユーザーを追加します。

■ グローバル
グローバルスコープはクラスター内のすべてのテーブルの管理者権限があります。

■ 名前空間
このスコープは名前空間スコープの権限コントロールがあります。

■ テーブル
このスコープはテーブルスコープの権限制御があります。

■ カラムファミリー
このスコープはカラムファミリーの権限コントロールがあります。

■ セル
このスコープはセルスコープの権限コントロールがあります。

- 操作権限
■ 読み取り (R)

特定のスコープのリソースからデータを読み取ります。
■ 書き込み (W)

特定のスコープのリソースにデータを書き込みます。
■ 実⾏ (X)

特定のスコープのコプロセッサを実⾏します。
■ 作成 (C)

特定のスコープでテーブルを作成または削除します。
■ 管理 (A)
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特定のスコープで、バランスまたは割り当てなどのクラスター関連の操作を実⾏しま
す。

- エンティティ
■ ユーザー

ユーザーに権限付与します。
■ グループ

ユーザーグループに権限付与します。
• 権限付与コマンド

- grant

grant <user> <permissions> [<@namespace> [<table> [<column family> [<column 
qualifier>]]]

注 :

■ ユーザーとグループへの権限付与の⽅法は同じです。 プレフィックス @ をグループに
追加する必要があります。

grant 'test','R','tbl1'   #grant the read permission of the table tb11 to the user test.
  grant '@test','R','tbl1'   #grant the read permission of the table tb11 to the user 
group test.

■ プレフィックス @ を名前空間に追加する必要があります。
grant 'test 'C','@ns_1'  #grant the create permission of the namespace @ns_1 to 
the user test.

- revoke

- user_permissions (権限の表⽰)

12.5 Kafka 認証
Kafka 認証 (たとえば、Kerberos 認証、またはその他のユーザー名とパスワードに基づいた単純
な認証) が無効化されている場合は、たとえ Kafka 認証が有効化されても、ユーザーは偽造 ID を
使⽤してサービスにアクセスします。 したがって、⾼セキュリティの Kafka クラスターを作成す
ることを推奨します。

注 :

本ページで説明する権限設定は⾼セキュリティの E-MapReduce クラスター (Kerberos で起動さ
れる Kafka) のみが対象です。詳細については、Kerberos の紹介をご参照ください。
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権限の追加

1. [クラスター設定] ページで、Kafka クラスターの隣にある [詳細の表⽰] をクリックします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[クラスターとサービス] タブをクリックし、サービスリ

ストの [Kafka] をクリックします。
3. ページ上部の[設定] タブをクリックします。
4. サービス設定リストの右上の、[カスタム設定] をクリックして以下のパラメーターを追加しま

す。
キー 値 説明
authorizer.class.
name

kafka.security.auth.
SimpleAclAuthorizer

N/A

super.users User:kafka User:kafka が必要です。 その他のユー
ザーはセミコロン (;) で区切って追加され
ます。

注 :

zookeeper.set.acl は ZooKeeper 内のデータを操作する権限を設定するために使⽤されます。
すでに E-MapReduce クラスターに true が設定されているので、ここでこの設定を追加する必
要はありません。 true が設定されている場合は、Kerberos 認証に通った Kafka という名前の
ユーザーだけが Kerberos 環境で kafka-topics.sh コマンドを実⾏します。 Kafka-topics.sh を
使⽤して、ZooKeeper 内のデータに対して読み取り、書き込み、および変更します。

Kafka クラスターの再起動
1. [クラスター管理] ページで、操作する Kafka クラスターの [操作] 列の [詳細の表⽰] をクリッ

クします。
2. 左側のナビゲーションウィンドウで、[クラスターとサービス] タブをクリックし、サービスリ

ストの Kafka の右側にある [実⾏] をクリックします。
3. ドロップダウンメニューで、[すべてのコンポーネントを再起動] を選択します。 レコード情報

を⼊⼒し、[OK] をクリックします。
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認証 (ACL)

• 基本的な概念
公式 Kafka ドキュメントの定義は以下のとおりです。

Kafka ACL は、プリンシパル P がリソース R 上のホスト H から許可または拒否された操作 
O という⼀般的な形式で定義されています。

これは ACL プロセスがプリンシパル、許可または拒否、操作ホスト、およびリソースと関連し
ていることを⽰します。
- プリンシパルは、ユーザー名です。

セキュリティプロト
コル

値

PLAINTEXT ANONYMOUS

SSL ANONYMOUS

SASL_PLAINTEXT メカニズムが PLAIN の場合は、ユーザー名は client_jaas.conf で
指定されます。 メカニズムが GSSAPI の場合は、ユーザー名は 
client_jaas.conf で指定されるプリンシパルです。

SASL_SSL

- 許可または拒否
- 操作には、読み取り、書き込み、作成、削除変更、記述、クラスター操作、 設定変更、設

定書き込み、冪等書き込みなどが含まれます。
- ホストは、対象のマシンです。
- リソースには、リソースオブジェクト、トピック、グループ、クラスター、およびトランザ

クション ID が含まれます。
リソースと操作の認証の関係性のサポートなど、操作とリソースの関係のマッピングの詳細に
ついては、『 KIP-11 - 認証インターフェイス』をご参照ください。

• 認証コマンド
kafka-acls.sh スクリプト (/usr/lib/kafka-current/bin/kafka-acls.sh) を使⽤して認証しま
す。このスクリプトを使⽤して Kafka に権限付与する⽅法については、 kafka-acls.sh --help

 コマンドを実⾏します。
⼿順

E-MapReduce 内で作成した⾼セキュリティ Kafka クラスターのマスターノードで以下の操作を
実⾏します。
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1. test という名前のユーザーを作成します。

useradd test

2. トピックを作成します。
zookeeper.set.acl に true を設定し、kafka-topics.sh を Kafka アカウントで実⾏する必要が
あります。 Kafka アカウントは Kerberos 認証を通る必要があります。

#The Kerberos authentication information related to the kafka account is set in 
kafka_client_jaas.conf.
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=/etc/ecm/kafka-conf/
kafka_client_jaas.conf" 
# Change the ZooKeeper address to the actual address (run hostnamed to acquire) of 
your Kafka cluster.
kafka-topics.sh --create --zookeeper emr-header-1:2181/kafka-1.0.0 --replication-
factor 3 --partitions 1 --topic test

3. test ユーザーで kafka-console-producer.sh を実⾏します。
a. ZooKeeper および Kafka を認証するための、 test ユーザー⽤の keytab ファイルを作成し

ます
su root
sh /usr/lib/has-current/bin/hadmin-local.sh /etc/ecm/has-conf -k /etc/ecm/has-
conf/admin.keytab
HadminLocalTool.local: # Press Enter to display the usage instructions on some 
commands.
HadminLocalTool.local: addprinc # Enter a command and press Enter to display the
 usage instructions on the command.
HadminLocalTool.local: addprinc -pw 123456 test # Add a principal for the test 
user and set the password to 123456.
HadminLocalTool.local: ktadd -k /home/test/test.keytab test # Export the keytab 
file for later use.

b. kafka_client_test.conf ファイルを追加します。
ファイルを /home/test/kafka_client_test.conf に置きます。 ファイルの内容は以下のと
おりです。

KafkaClient {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
storeKey=true
serviceName="kafka"
keyTab="/home/test/test.keytab"
principal="test";
};
// Zookeeper client authentication
Client {
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
useKeyTab=true
useTicketCache=false
serviceName="zookeeper"
keyTab="/home/test/test.keytab"
principal="test";
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};

c. producer.conf を追加します。
ファイルを /home/test/producer.conf に置きます。 ファイルの内容は以下のとおりで
す。

security.protocol=SASL_PLAINTEXT
sasl.mechanism=GSSAPI

d. kafka-console-producer.sh を実⾏します。
su test
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=/home/test/
kafka_client_test.conf"
kafka-console-producer.sh --producer.config /home/test/producer.conf --topic 
test --broker-list emr-worker-1:9092

ACL が設定されていないので、前述のコマンドを実⾏するとエラーが報告されます。
org.apache.kafka.common.errors.TopicAuthorizationException: Not authorized to 
access topics: [test]

e. ACL を設定します。
同様に、Kafka アカウントで kafka-acls.sh コマンドを実⾏する必要があります。

su kafka
export KAFKA_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=/etc/ecm/kafka-conf/
kafka_client_jaas.conf" 
kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=emr-header-1:2181/
kafka-1.0.0 --add --allow-principal User:test --operation Write --topic test

f. kafka-console-producer.sh を再度実⾏します。
su test
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=/home/test/
kafka_client_test.conf"
kafka-console-producer.sh --producer.config /home/test/producer.conf --topic 
test --broker-list emr-worker-1:9092

通常の出⼒は以下のとおりです。
[2018-02-28 22:25:36,178] INFO Kafka commitId : aaa7af6d4a11b29d (org.apache.
kafka.common.utils.AppInfoParser)
>alibaba
>E-MapReduce
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>

4. test ユーザーで kafka-console-consumer.sh を実⾏します。
kafka-console-producer.sh が正常に実⾏され、データがトピックに書き込まれたら、kafka-

console-consumer.sh を実⾏して消費テストを実施します。
a. consumer.conf を追加します。

ファイルを /home/test/consumer.conf に置きます。 ファイルの内容は以下のとおりで
す。

security.protocol=SASL_PLAINTEXT
sasl.mechanism=GSSAPI

b. kafka-console-consumer.sh を実⾏します。
su test
# Kafka_client_test.conf is used in the same way as kafka-console-producer.sh.
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=/home/test/
kafka_client_test.conf"
kafka-console-consumer.sh --consumer.config consumer.conf  --topic test --
bootstrap-server emr-worker-1:9092 --group test-group  --from-beginning

権限が設定されていないため、エラーが報告されます。
org.apache.kafka.common.errors.GroupAuthorizationException: Not authorized to 
access group: test-group

c. ACL を設定します。
su kafka
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=/etc/ecm/kafka-conf
/kafka_client_jaas.conf" 
# test-group permission
kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=emr-header-1:2181/
kafka-1.0.0 --add --allow-principal User:test --operation Read --group test-group
# topic permission
kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=emr-header-1:2181/
kafka-1.0.0 --add --allow-principal User:test --operation Read --topic test

d. kafka-console-consumer.sh を再度実⾏します。
su test
# Kafka_client_test.conf is used in the same way as kafka-console-producer.sh.
export KAFKA_HEAP_OPTS="-Djava.security.auth.login.config=/home/test/
kafka_client_test.conf"
kafka-console-consumer.sh --consumer.config consumer.conf  --topic test --
bootstrap-server emr-worker-1:9092 --group test-group  --from-beginning

通常の出⼒は以下のとおりです。
alibaba
E-MapReduce
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13 Kerberos 認証
13.1 Kerberos の紹介

Kerberos は、セキュリティで保護されていないネットワークを介して通信するノードが⾃分の⾝
元を安全に証明するためのネットワーク認証プロトコルです。 E-MapReduce 2.7.x および 3.5.x

以降のバージョンでは、 Kerberos セキュリティモードで起動されるオープンソースコンポーネ
ントにおける、クラスターの作成がサポートされています。 このモードでは、認証されたクライ
アントのみが HDFS などのクラスターサービスにアクセスします。

前提条件
E-MapReduce の最新バージョンによってサポートされている Kerberos コンポーネントは、以
下の表のとおりです。
コンポーネント名 コンポーネントのバージョン
YARN 2.7.2

Spark 2.1.1/1.6.3

Hive 2.0.1

Tez 0.8.4

ZooKeeper 3.4.6

Hue 3.12.0

Zeppelin 0.7.1

Oozie 4.2.0

Sqoop 1.4.6

HBase 1.1.1

Phoenix 4.7.0

注 :

Kafka、Presto、および Storm では現在 Kerberos はサポートされていません。
セキュリティクラスターの作成
以下の図のように 、クラスター作成ページのソフトウェア設定タブで [⾼セキュリティモード] ト
グルボタンをオンにします。
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Kerberos 認証

Kerberos は対象鍵暗号化に基づいた ID 認証プロトコルです。 サードパーティーの認証サービス
として、Kerberos は他のサービスに認証機能を提供します。 SSO もサポートされており、クラ
イアントは認証後に HBase および HDFS などのさまざまなサービスにアクセスします。
Kerberos プロトコルプロセスは主に 2 段階に分けられます。第 1 段階は KDC によるクライアン
ト ID の認証で、第 2 段階はサービスによるクライアント ID の認証です。

• KDC

Kerberos サーバー
• クライアント

ユーザー (プリンシパル) がサービスにアクセスする必要がある場合は、KDC とサービスでプ
リンシパルの ID を認証します。

• サービス
Kerberos と統合されているサービスには、HDFS、YARN、および HBase があります。

• KDC ID 認証
プリンシパルは Kerberos に統合されたサービスにアクセスする前に、まず KDC ID 認証を通
る必要があります。
認証後、クライアントは Kerberos に統合されたサービスへのアクセスに使⽤する TGT (ticket

-granting ticket) を受信します。
• サービス ID 認証

プリンシパルが TGT を受信すると、サービスにアクセスできるようになります。 TGT および
アクセスするサービス名 (HDFS など) を使⽤して KDC から SGS (service-granting ticket) を
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取得し、SGS を使⽤してサービスにアクセスします。 これによって関連情報を使⽤してクラ
イアントで ID を認証します。 認証後、クライアントは正常にサービスにアクセスします。

Kerberos と E-MapReduce

クラスターの作成時に、E-MapReduce Kerberos セキュリティクラスター内のサービスは 

Kerberos セキュリティモードで起動されます。
• Kerberos サーバーは HasServer

- Alibaba Cloud E-MapReduce コンソールにログインし、[クラスター] >  > [設定管理] >

[HAS] の順に選択して、表⽰、設定の変更、および再起動などの操作を実⾏します。
- ⾮ HA クラスターはemr-header-1 ノードにデプロイされますが、⼀⽅ HA クラスターは 

emr-header-1 ノードと emr-header-2 ノードの両⽅にデプロイされます。
• 4 つの ID 認証⽅法をサポート

HasServer では以下の 4 つの ID 認証⽅法がサポートされています。 クライアントは、関連パ
ラメーターを設定することで、HasServer によって使⽤される⽅法を指定します。
- MIT Kerberos と互換性のある ID 認証

クライアント設定
If you want to execute a client request on a cluster node, you must set
hadoop.security.authentication.use.has in /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml to
 false.
In case of any jobs are running through the execution plan of the console, then 
values in the /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml file on the master node must
 not be modified. Otherwise, the job in the execution plan fails because of the 
authentication failure. You can follow these steps:
export HADOOP_CONF_DIR=/etc/has/hadoop-conf Export a temporary environmen
t variable. The hadoop.security.authentication.use.has value under this path has 
already been set to false.

アクセス⽅法については、オープンソースクライアントを使⽤して、HDFS クライアントな
どのサービスにアクセスします。 詳細については、こちらをクリックします。

- RAM ID 認証
クライアント設定

If you want to run a client request on a cluster node, you must set
hadoop.security.authentication.use.has in /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml to 
true, and auth_type in /etc/has/has-client.conf to RAM.
In case of any jobs are running through the execution plan of the console, then 
values in the /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml and /etc/has/has-client.conf 
files on the master node must not be modified. Otherwise, the job in the execution 
plan fails because of the authentication failure. You can use the following method:
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export HADOOP_CONF_DIR=/etc/has/hadoop-conf; export HAS_CONF_DIR=/path
/to/has-client.conf Export a temporary environment variable, and then set the 
auth_type in the has-client.conf file of the HAS_CONF_DIR folder to RAM.

アクセス⽅法については、クライアントは Hadoop または HBase などのクラスターのソ
フトウェアパッケージを使⽤します。 詳細については、こちらをクリックします。

- LDAP ID 認証
クライアント設定

If you want to execute a client request on a cluster node, you must set
hadoop.security.authentication.use.has in /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml to 
true, and auth_type in /etc/has/has-client.conf to LDAP.
In case of any jobs are running through the execution plan of the console, then 
values in the /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml and /etc/has/has-client.conf 
files on the master node must not be modified. Otherwise, the job in the execution 
plan fails because of the authentication failure. You can follow these steps:
export HADOOP_CONF_DIR=/etc/has/hadoop-conf; export HAS_CONF_DIR=/path
/to/has-client.conf Export temporary environment viarables, and then set the 
auth_type in the has-client.conf file of the HAS_CONF_DIR folder to LDAP.

アクセス⽅法については、クライアントは Hadoop または HBase などのクラスターのソ
フトウェアパッケージを使⽤します。 詳細については、こちらをクリックします。

- 実⾏計画認証
E-MapReduce コンソールの実⾏計画を介してジョブを送信する場合は、emr-header-1

 ノードのデフォルト設定を変更する必要はありません。
クライアント設定

Set hadoop.security.authentication.use.has in /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.
xml to true, and auth_type in /etc/has/has-client.conf on emr-header-1 to EMR.

詳細については、こちらをクリックします。
• その他

クラスターにアクセスするためのマスターノードへのログイン
管理者は Has アカウント (デフォルトのログイン⽅法は MIT Kerberos と互換性があります) を
使⽤してマスターノードにログインし、クラスターサービスにアクセスします。 これによっ
て、トラブルシューティングや運⽤タスクを実⾏します。

&gt;sudo su has
&gt;hadoop fs -ls /

注 :

前述のアカウントがすでに Kerberos 認証を通っているなら、認証が通っているその他の
アカウントでもマスターノードへのログインが可能です。 さらに、マスターノードで MIT
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Kerberos と互換性がある認証⽅法を使⽤する必要がある場合は、まずこのアカウントで環境
変数をエクスポートする必要があります。

export HADOOP_CONF_DIR=/etc/has/hadoop-conf/

13.2 MIT Kerberos 認証プロトコルと互換性のある認証⽅法
本ページでは、HDFS サービスを例に取って、 MIT Kerberos 認証プロトコルの認証プロセスを説
明します。

MIT Kerberos プロトコルを使⽤して認証された ID

EMR クラスターの Kerberos サービスはマスターノードで実⾏されます。 root アカウントを使っ
て管理操作を実⾏する必要がありますが、 管理操作が実⾏できるのは emr-header-1 という名前
のマスターノードのみです。
以下の例では、テストユーザーが HDFS サービスにアクセスする認証プロセスを説明します。
• ゲートウェイでの hadoop fs -ls / の実⾏

- krb5.conf ファイルのダウンロード
ルートアカウントを使⽤してゲートウェイにログインします。
 scp root@emr-header-1:/etc/krb5.conf /etc/

- プリンシパルの追加
■ emr-header-1 ノードにログインし、root アカウントに切り替えます。 emr-header

-2 ノードで⾼可⽤性 (HA) を設定できないため、ログインするマスターノードは emr-

header-1 である必要があります。
■ Kerberos の管理ツールを開きます。
■   sh /usr/lib/has-current/bin/hadmin-local.sh /etc/ecm/has-conf -k /etc/ecm/

has-conf/admin.keytab
  HadminLocalTool.local: #Press Enter to view a list of commands and the usage 
of each command.
  HadminLocalTool.local: addprinc #Press Enter to view the usage of the 
command.
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  HadminLocalTool.local: addprinc -pw 123456 test #Add a principal named test 
and specify 123456 as the password.

- keytab ファイルのエクスポート
emr-header-1 ノードにログインし、keytab ファイルをインポートします。 emr-header-

2 ノードで HA を設定できないため、ノードは emr-header-1 でなければなりません。
Kerberos admin ツールを使⽤してプリンシパルに対応する keytab ファイルをエクスポー
トします。

HadminLocalTool.local: ktadd -k /root/test.keytab test #Export the keytab file for 
later use.

- kinit コマンドを使⽤したチケットの取得
HDFS コマンドをクライアント (ゲートウェイ) で実⾏します。
■ Linux アカウント test を作成します。

useradd test

■ MIT Kerberos クライアントをインストールします。
MIT Kerberos クライアントを使⽤して、kinit や klist などのコマンドを実⾏できます。
詳細については、「MIT Kerberos ドキュメント」をご参照ください。
yum install krb5-libs krb5-workstation -y

■ test アカウントに切り替えて、kinit を実⾏します。
      su test
      #If the keytab file does not exist, run the following command:
      kinit #Press Enter
      Password for test: 123456 #Enter the password.
      #If the keytab file exists, run the following command:
      kinit -kt test.keytab test    
      #View a ticket
      klist

注 :

MIT Kerberos コマンドの例
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- HDFS コマンドの例
チケットを取得したら、HDFS コマンドを実⾏できます。

hadoop fs -ls /
      Found 5 items
     drwxr-xr-x     - hadoop hadoop          0 2017-11-12 14:23 /apps
     drwx------      - hbase  hadoop           0 2017-11-15 19:40 /hbase
     drwxrwx--t+   - hadoop hadoop         0 2017-11-15 17:51 /spark-history
     drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-11-13 23:25 /tmp
     drwxr-x--t      - hadoop hadoop          0 2017-11-13 16:12 /user

注 :

YARN ジョブを実⾏するには、クラスターのすべてのノードに対応する Linux アカウン
トを追加する必要があります。 詳細については、「EMR クラスターへのアカウントの追
加」をご参照ください。

• Java スニペットを使⽤した HDFS へのアクセス
- チケットキャッシュの使⽤

注 :

チケットを取得するには、あらかじめ kinit コマンドを実⾏する必要があります。 アプリ
ケーションが期限切れのチケットにアクセスしようとすると、エラーが発⽣します。
public static void main(String[] args) throws IOException {
   Configuration conf = new Configuration();
   //Load the configurations of HDFS. You can retrieve a copy of configurations from
 the EMR cluster.
   conf.addResource(new Path("/etc/ecm/hadoop-conf/hdfs-site.xml"));
   conf.addResource(new Path("/etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml"));
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   //Run the kinit command by using the Linux account to obtain a ticket before 
running the Java snippet.
   UserGroupInformation.setConfiguration(conf);
   UserGroupInformation.loginUserFromSubject(null);
   FileSystem fs = FileSystem.get(conf);
   FileStatus[] fsStatus = fs.listStatus(new Path("/"));
   for(int i = 0; i < fsStatus.length; i++){
       System.out.println(fsStatus[i].getPath().toString());
   }
}

- (推奨) keytab ファイルの使⽤

注 :

keytab ファイルは⻑期間有効で、 ローカルチケットとは無関係です。
public static void main(String[] args) throws IOException {
  String keytab = args[0];
  String principal = args[1];
  Configuration conf = new Configuration();
  //Load the configurations of HDFS. You can retrieve a copy of configurations from 
the EMR cluster.
  conf.addResource(new Path("/etc/ecm/hadoop-conf/hdfs-site.xml"));
  conf.addResource(new Path("/etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml"));
  //Use the keytab file. You can retrieve the keytab file from the master-1 node by 
running the kinit command.
  UserGroupInformation.setConfiguration(conf);
  UserGroupInformation.loginUserFromKeytab(principal, keytab);
  FileSystem fs = FileSystem.get(conf);
  FileStatus[] fsStatus = fs.listStatus(new Path("/"));
  for(int i = 0; i < fsStatus.length; i++){
      System.out.println(fsStatus[i].getPath().toString());
  }
  }

以下の依存関係が pom.xml ファイルで指定されています。
<dependencies>
            <dependency>
                <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
                <artifactId>hadoop-common</artifactId>
                <version>2.7.2</version>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
                <artifactId>hadoop-hdfs</artifactId>
                <version>2.7.2</version>
            </dependency>
        </dependencies>

13.3 RAM 認証
MIT Kerberos と互換性のある 認証⽅法のサポートに加え、E-MapReduce クラスター内の
Kerberos サーバーでは認証を実⾏するための ID 情報として Alibaba Cloud RAM(Resource

Access Management) の使⽤もサポートされています。
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RAM ID 認証

RAMでは RAM ユーザーアカウントの作成と管理がサポートされ、また、RAM ユーザーアカウン
トを使⽤してクラウド上のさまざまなリソースへのアクセスが制御されます。
マスターアカウントの管理者は、RAM ユーザー管理ページ (ユーザー名は Linux ユーザー名の仕
様に準拠する必要があります) で RAM ユーザーを作成し、対応する開発者の AccessKey をダウ
ンロードします。 開発者は AccessKey 設定してを Kerberos 認証を通し、クラスターサービスに
アクセスします。
MIT Kerberos 認証と異なり、RAM ID 認証ではあらかじめ Kerberos サーバーにプリンシパルを
追加する必要はありません。
以下の例では、すでに作成されている RAM ユーザーアカウントを使⽤してゲートウェイにアク
セスします。
• E-MapReduce クラスターへの RAM ユーザーの追加

E-MapReduce セキュリティクラスターの YARN では LinuxContainerExecutor が使⽤されま
す。 クラスターで YARN ジョブを実⾏するには、ジョブを実⾏するユーザーアカウントをす
べてのクラスターノードに追加する必要があります。 LinuxContainerExecutor ではプロセス
の実⾏中にユーザーアカウントに基づいて関連する権限が検証されます。
E-MapReduce クラスターの管理者はクラスターのマスターノードで以下のコードを実⾏しま
す。

sudo su hadoop
sh adduser.sh test 1 2

adduser.sh のコードは以下のとおりです。
# Username
 user_name=$1
 # Master node count in the cluster. For example, the HA cluster has two master nodes.
 master_cnt=$2
 # Worker node count in the cluster
 worker_cnt=$3
 for((i=1;i<=$master_cnt;i++))
 do
   ssh -o StrictHostKeyChecking=no emr-header-$i sudo useradd $user_name
 done
 for((i=1;i<=$worker_cnt;i++))
 do
   ssh -o StrictHostKeyChecking=no emr-worker-$i sudo useradd $user_name
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done

• ゲートウェイの管理者によるゲートウェイマシンへの test ユーザーアカウントの追加.

useradd test

• ゲートウェイの管理者による基本的な Kerberos 環境の設定
sudo su root
 sh config_gateway_kerberos.sh 10.27.230.10 /pathto/emrheader1_pwd_file
 # Ensures the value of the /etc/ecm/hadoop-conf/core-site.xml file on the Gateway is
 true
 <property>
    <name>hadoop.security.authentication.use.has</name>
    <value>true</value>
 property

config_gateway_kerberos.sh スクリプトは以下のとおりです。
# IP address of the emr-header-1 in the EMR cluster
 masterip=$1
 # Saves the corresponding root logon password file for masterip
 masterpwdfile=$2
 if ! type sshpass >/dev/null 2>&1; then
    yum install -y sshpass
fi
  ## Kerberos conf
 sshpass -f $masterpwdfile scp root@$masterip:/etc/krb5.conf /etc/
 mkdir /etc/has
 sshpass -f $masterpwdfile scp root@$masterip:/etc/has/has-client.conf /etc/has
 sshpass -f $masterpwdfile scp root@$masterip:/etc/has/truststore /etc/has/
 sshpass -f $masterpwdfile scp root@$masterip:/etc/has/ssl-client.conf /etc/has/
 # Modifies Kerberos client configuration, changing the default auth_type from EMR to
 RAM
 # This file can be manually modified
 sed -i 's/EMR/RAM/g' /etc/has/has-client.conf

• test ユーザーによるゲートウェイへのログインと AccessKey の設定
 # Log on the test account of Gateway
 # Run the script
 sh add_accesskey.sh test

AccessKey を変更するための add_accesskey.sh スクリプトは以下のとおりです。
user=$1
 if [[ `cat /home/$user/.bashrc | grep 'export AccessKey'` == "" ]];then
 echo "
 # Change to the test user's AccessKeyId/AccessKeySecret
 export AccessKeyId=YOUR_AccessKeyId
 export AccessKeySecret=YOUR_AccessKeySecret
 " >>~/.bashrc
 else
    echo $user AccessKey has been added to .bashrc
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 fi

• test ユーザーによるコマンドの実⾏
test ユーザーは関連するコマンドを実⾏してクラスターサービスにアクセスします。
HDFS コマンドを実⾏します。

[test@gateway ~]$ hadoop fs -ls /
  17/11/19 12:32:15 INFO client.HasClient: The plugin type is: RAM
  Found 4 items
  drwxr-x---   - has    hadoop          0 2017-11-18 21:12 /apps
  drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-11-19 12:32 /spark-history
  drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-11-18 21:16 /tmp
  drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-11-18 21:16 /user

Hadoop ジョブを実⾏します。
[test@gateway ~]$ hadoop jar /usr/lib/hadoop-current/share/hadoop/mapreduce/
hadoop-mapreduce-examples-2.7.2.jar pi 10 1

Spark ジョブを実⾏します。
[test@gateway ~]$ spark-submit --conf spark.ui.view.acls=* --class org.apache.spark
.examples.SparkPi --master yarn-client --driver-memory 512m --num-executors 1 --
executor-memory 1g --executor-cores 2 /usr/lib/spark-current/examples/jars/spark-
examples_2.11-2.1.1.jar 10

13.4 LDAP 認証
E-MapReduce クラスターでは、LDAP に基づいた認証もサポートされており、LDAP を介して
アカウントシステムを管理します。 Kerberos クライアントでは、認証のための ID 情報として
LDAP アカウント情報が使⽤されます。

LDAP ID 認証
LDAP アカウントは、Hue などの他のサービスと共有されます。 E-MapReduce クラスターで
設定された (ApacheDS 内の) LDAP サービスまたは既存の LDAP サービスを使⽤します。LDAP

 サービスを使⽤するために必要な操作は、Kerberos サーバー上での設定だけです。
以下の例では、(ApacheDS 内の) LDAP サービスはデフォルトでクラスター内で起動されていま
す。
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• ゲートウェイ管理の基本的な環境を設定します。 (これは RAM の 2 番⽬の設定と同じです。

すでに設定済の場合は、この⼿順は省略します)。
唯⼀の違いは、/etc/has/has-client.conf 内の auth_type を LDAP に変更する必要があるこ
とです。
/etc/has/has-client.conf も変更する必要はないかもしれません。 test ユーザーはファイル
をコピーし、 ⾃⾝のアカウントで auth_type を変更し、環境変数を介してパスを指定しま
す。 たとえは、以下のとおりです。
export HAS_CONF_DIR=/home/test/has-conf

• E-MapReduce コンソールで、Kerberos サーバー (HAS) に LDAP 管理者のユーザー名とパス
ワードを設定します。
E-MapReduce コンソール上で、[設定管理] > [HAS ソフトウェア] の順にアクセスし、対応す
る bind_dn フィールドと bind_password フィールドに LDAP 管理者のユーザー名とパスワー
ドを設定し、HAS サービスを再起動します。
この例では、LDAP サービスは E-MapReduce クラスター内の ApacheDS サービスです。 関
連するフィールドは ApacheDS から取得します。

• E-MapReduce クラスターの管理者が LDAP にユーザー情報を追加します。
- ApacheDS LDAP サービスの管理者のユーザー名とパスワードを取得します。E-

MapReduce コンソールの設定管理ページと ApacheDS 設定ページで manager_dn と
manager_password を確認します。

- test ユーザーとパスワードを ApacheDS に追加します。
Log on to root account in the cluster emr-header-1 node
 Create a file test.ldif with the following content:
 dn: cn=test,ou=people,o=emr
 objectclass: inetOrgPerson
 objectclass: organizationalPerson
 objectclass: person
 objectclass: top
 cn: test
 sn: test
 mail: test@example.com
 userpassword: test1234
 #Add to LDAP, in which -w denotes that password is changed to manager_pa
ssword
 ldapmodify -x -h localhost -p 10389 -D "uid=admin,ou=system" -w "Ns1aSe" -a -f 
test.ldif
 #Delete test.ldif
 rm test.ldif

test ユーザーにユーザー名とパスワードを提供します。
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• test ユーザーで LDAP 情報を設定します。

Log on the test account of Gateway
 # Run the script
 sh add_ldap.sh test

LDAP アカウント情報を変更するための add_ldap.sh スクリプトは以下のとおりです。
user=$1
 if [[ `cat /home/$user/.bashrc | grep 'export LDAP_'` == "" ]];then
 echo "
 #Modify to the user test's LDAP_USER/LDAP_PWD
 export LDAP_USER=YOUR_LDAP_USER
 export LDAP_PWD=YOUR_LDAP_USER
 " >>~/.bashrc
 else
    echo $user LDAP user info has been added to .bashrc
 fi

• test ユーザーでクラスターサービスにアクセスします。
HDFS コマンドを実⾏します。

[test@iZbp1cyio18s5ymggr7yhrZ ~]$ hadoop fs -ls /
  17/11/19 13:33:33 INFO client.HasClient: The plugin type is: LDAP
  Found 4 items
  drwxr-x---   - has    hadoop          0 2017-11-18 21:12 /apps
  drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-11-19 13:33 /spark-history
  drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-11-19 12:41 /tmp
  drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-11-19 12:41 /user

Hadoop ジョブと Spark ジョブを実⾏します。

13.5 実⾏計画認証
E-MapReduce クラスターでは、実⾏計画認証がサポートされています。 Alibaba Cloud RAM

(Resource Access Management) ユーザーアカウントに、マスターアカウントを使⽤した実⾏計
画へのアクセスを許可します。

マスターアカウントによるアクセス
マスターアカウントを使⽤して E-MapReduce コンソールにログインし、実⾏計画ページで
実⾏計画を実⾏します。 ジョブを実⾏するためにセキュリティクラスターにジョブを送信し、
Hadoop ユーザー名を使⽤して、ジョブに関わる関連オープンソースサービスにアクセスしま
す。

RAM ユーザーアカウントによるアクセス
RAM ユーザーアカウントを使⽤して E-MapReduce コンソールにログインし、実⾏計画ページ
で実⾏計画を実⾏します。 ジョブを実⾏するためにセキュリティクラスターにジョブを送信し、
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RAM ユーザーアカウントのユーザー名を使⽤して、ジョブに関わる関連オープンソースコンポー
ネントサービスにアクセスします。

例
• マスターアカウントの管理者は、必要に応じて複数の RAM ユーザーアカウントを作成し、作

成したアカウントに RAM コンソールから権限を付与します。 RAM ユーザーは E-MapReduce

 コンソールにログインして関連機能を使⽤します。
• マスターアカウントの管理者は、開発者に RAM ユーザーアカウントを提供します。
• ジョブと実⾏計画を作成したら、開発者はそれらを実⾏してクラスターにジョブを送信しま

す。 RAM ユーザーアカウントに対応するユーザー名を使⽤して、クラスター内の関連コン
ポーネントサービスにアクセスします。

注 :

定期的な実⾏計画は現在⼀律で Hadoop アカウントを使⽤して実⾏されています。
• アカウント A が HDFS 内のファイルにアクセスするかどうかなど、コンポーネントサービス

に関連する権限の制御は RAM ユーザーのユーザー名を使⽤して実⾏されます。

13.6 クロスリージョンアクセス
E-MapReduce の Kerberos では、クロスリージョンアクセスがサポートされており、異なる 

Kerberos クラスター間で相互にアクセスします。 本ページでは例としてクラスター A とクラス
ター B を使⽤したクロスリージョンアクセスについて説明します。
• クラスター A の emr-header-1 のホスト名は emr-header-1.cluster-1234 です。 リージョン

は EMR.1234.COM です。
• クラスター B の emr-header-1 のホスト名は emr-header-1.cluster-6789 です。 リージョン

は EMR.6789.COM です。

注 :

- ホスト名は emr-header-1 上で hostname コマンドを実⾏して取得します。
- リージョンは emr-header-1 上の /etc/krb5.conf で取得します。

プリンシパルの追加
クラスター A とクラスター B の両⽅の emr-header-1 ノードで、以下のコマンドが実⾏されま
す。

# root account
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       sh /usr/lib/has-current/bin/hadmin-local.sh /etc/ecm/has-conf -k /etc/ecm/has-
conf/admin.keytab
       HadminLocalTool.local: addprinc -pw 123456 krbtgt/EMR.6789.COM@EMR.1234.COM
 6789. COM@EMR. 1234. Com

注 :

• パスワードは 123456 です。 このパスワードは変更可能です。
• クラスター B のリージョンは EMR.6789.COM です。 これはアクセスされるクラスターの

リージョンです。
• クラスター A のリージョンは EMR.1234.COM です。 これはアクセスを開始するクラスター

のリージョンです。
クラスター A への /etc/krb5.conf の設定

以下のように、クラスター A で [regions]/[domain_region]/[capaths] を設定します。
[libdefaults]
    kdc_realm = EMR. 1234. COM
    default_realm = EMR. 1234. COM
    udp_preference_limit = 4096
    kdc_tcp_port = 88
    kdc_udp_port = 88
    dns_lookup_kdc = false
[realms]
    EMR. 1234. COM = {
                kdc = 10.81.49.3:88
    }
    EMR. 6789. COM = {
                kdc = 10.81.49.7:88
    }
[domain_realm]
    .cluster-1234 = EMR. 1234. COM
    .cluster-6789 = EMR. 6789. COM
[capaths]
    EMR. 1234. COM = {
       EMR. 6789. COM = .
    }
    EMR. 6789. COM = {
       EMR. 1234. COM = .
    }

/etc/krb5.conf をすべてのクラスター A のノードに同期します。
クラスター B の /etc/hosts ファイルからすべてのクラスター A のノードの /etc/hosts にバイン
ド情報 (⻑いドメイン名 emr-xxx-x.cluster-xxx のみで必要) をコピーします。

10.81.45.89  emr-worker-1.cluster-xxx
 10.81.46.222  emr-worker-2.cluster-xx
 10.81.44.177  emr-header-1.cluster-xxx

注 :
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• クラスター A でジョブを実⾏してクラスター B にアクセスする場合は、最初に YARN を再起

動します。
• クラスター B のホストバインド情報をすべてのクラスター A のノードに設定します。

クラスター B のサービスへのアクセス
クラスター A の Kerberos keytab ファイル /ticket をクラスター A のキャッシュとして使⽤し、
クラスター B のサービスにアクセスします。
たとえは、以下のようにクラスター B の HDFS サービスにアクセスします。

su has;
hadoop fs -ls hdfs://emr-header-1.cluster-6789:9000/
Found 4 items
-rw-r-----   2 has    hadoop         34 2017-12-05 18:15 hdfs://emr-header-1.cluster-6789:
9000/abc
drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-12-05 18:32 hdfs://emr-header-1.cluster-
6789:9000/spark-history
drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-12-05 17:53 hdfs://emr-header-1.cluster-
6789:9000/tmp
drwxrwxrwt   - hadoop hadoop          0 2017-12-05 18:24 hdfs://emr-header-1.cluster-
6789:9000/user
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