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Copyleft

7.1.1に対応しています。以前のリリースの更新版となります。

公開日:2019年10月15日

このドキュメントの内容は公開の時点で正確なものです。

ただし、オンライン(Talend Help Center)で最新の更新バージョンが入手できる場合があります。

このドキュメントは、クリエイティブコモンズ公共ライセンス(CCPL)の条件の下で提供されていま
す。

CCPLに準拠した許可事項および禁止事項の詳細は、http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.0/を参照してください。

商標について

TalendはTalend, Inc.の商標です。

すべてのブランド、商品名、会社名、商標、およびサービスマークは各所有者に帰属します。

ライセンス契約

このドキュメントに記述されているソフトウェアは、Apache License、バージョン2.0 (以下「本
ライセンス」という)の下でライセンスされています。本ライセンスを遵守せずに、このソフト
ウェアを使用することはできません。ライセンスのコピーは、http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.htmlで取得できます。当該の法律による要求または書面での同意がない限り、本ライ
センスの下で配布されるソフトウェアは、「現状有姿」で、明示または暗示にかかわらず、あら
ゆる保証あるいは条件なしで提供されます。ライセンスの下で許可および制限を適用する特定の
言語のライセンスを参照してください。

本製品には、AOP アライアンス(Java/J2EE AOP標準)で開発されたソフトウェア、ASM、Amazo
n、AntlR、Apache ActiveMQ、Apache Ant、Apache Avro、Apache Axiom、Apache Axis、Apache
Axis 2、Apache Batik、Apache CXF、Apache Cassandra、Apache Chemistry、Apache Common Http
Client、Apache Common Http Core、Apache Commons、Apache Commons Bcel、Apache Commons
JxPath、Apache Commons Lang、Apache Datafu、Apache Derby Database Engine and Embedded
JDBC Driver、Apache Geronimo、Apache HCatalog、Apache Hadoop、Apache Hbase、Apache
Hive、Apache HttpClient、Apache HttpComponents Client、Apache JAMES、Apache Log4j、Apache
Lucene Core、Apache Neethi、Apache Oozie、Apache POI、Apache Parquet、Apache Pig、Apache
PiggyBank、Apache ServiceMix、Apache Sqoop、Apache Thrift、Apache Tomcat、Apache
Velocity、Apache WSS4J、Apache WebServices Common Utilities、Apache Xml-RPC、Apache
Zookeeper、Box Java SDK (V2)、CSV Tools、Cloudera HTrace、ConcurrentLinkedHashMap
for Java、Couchbase Client、DataNucleus、DataStax Java Driver for Apache Cassandra、Ehca
che、Ezmorph、Ganymed SSH-2 for Java、Google APIs Client Library for Java、Google
Gson、Groovy、Guava: Java、H2 Embedded Database、および DBCドライバーのためのGoogle
CoreLibraries、ヘクター:。Apache Cassandraのための高レベルのJavaクライアント、Hibernate
BeanValidation API、Hibernate Validator、HighScale Lib、HsqlDB、Ini4j、JClouds、JDO-
API、JLine、JSON、JSR 305: Annotations for Software Defect Detection in Java、JUnit、Jackson
Java JSON-processor、Java API for RESTful Services、Java Agent for Memory Measurements、J
axb、Jaxen、JetS3T、Jettison、Jetty、Joda-Time、Json Simple、LZ4: Extremely Fast Compression
algorithm、LightCouch、MetaStuff、Metrics API、Metrics Reporter Config、Microsoft Azure SDK for

https://help.talend.com/access/sources/DITA_71/map?pageid=bd_job_examples&afs:lang=ja
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Java、Mondrian、MongoDB Java Driver、Netty、Ning Compression codec for LZF encoding、OpenS
AML、Paraccel JDBC Driver、Parboiled、PostgreSQL JDBC Driver、Protocol Buffers - Google's data
interchange format、Resty: Java、Rocoto、SL4Jのための単純なHTTP RESTクライアント: Java用のシ
ンプルなLogging Facade、SQLite JDBC Driver、Scala Lang、Simple API for CSS、Snappy for Java a
fast compressor/decompresser、SpyMemCached、SshJ、StAX API、StAXON - JSON via StAX、Super
SCV、The Castor Project、The Legion of the Bouncy Castle、Twitter4J、Uuid、W3C、Windows
Azure Storage libraries for Java、Woden、Woodstox: 高パフォーマンスのXMLプロセス、Xalan-
J、Xerces2、XmlBeans、XmlSchema Core、Xmlsec - Apache Santuario、YAML parser and emitter for
Java、Zip4J、atinject、dropbox-sdk-java: Dropbox Core API用のJavaライブラリ、google-guice。各
ライセンスの下でライセンスされています。



 | Hadoopを使用したWebトラフィック情報の収集 | 5

Hadoopを使用したWebトラフィック情報の収集

顧客やユーザーの嗜好やプロファイルに基づいて、ターゲットを絞ったマーケティングキャン
ペーンを実施するために、ユーザーがあなたのWebサイトでどのような嗜好や行動を示している
かについて、データをフェッチしてユーザーごとのプロファイルを作成し、それぞれのユーザー
に合った広告を送ることができます。

Talend Studioに付属しているビッグデータデモプロジェクトのApacheWebLogフォルダーに
は、Apache HTTPサーバーへのアクセスログファイルの膨大なレコードの中から、Webサイトを最
も頻繁に訪れたユーザーのIPアドレスを抜き出し、それらのユーザーのWebサイトでの行動をさ
らに詳しく分析するサンプルが含まれています。このセクションでは、このサンプルを実装する
ジョブの作成・設定方法について説明します。ビッグデータデモプロジェクトの詳細は、入門ガ
イドを参照してください。

この例に従ってジョブを作成する前に、次の作業を行う必要があります。

• デモプロジェクトをインポートし、この例で使用する入力アクセスログファイルを取得するた
めに、デモプロジェクトに付属しているGenerateWebLogFileというジョブを実行します。

• デモプロジェクトのベースになっているHortonworks Sandbox仮想アプライアンスをインス
トールして起動させます。詳細は、入門ガイドを参照してください。

• hostsファイルにホスト名のマッピングエントリへのIPを追加します。これは、「sandbox」
というホスト名を解決するためです。

このサンプルでは、Talendの特定のビッグデータコンポーネントを使用することにより、ビッグ
データ処理に適しているHadoopオープンソースプラットフォームのメリットを活用しています。
このシナリオでは、次の6つのジョブを使用します。

• 1つ目のジョブでは、HDFSにHCatalogデータベース、テーブル、パーティションをセットアッ
プします。

• 2つ目のジョブでは、HDFSファイルシステムに分析対象のアクセスログファイルをアップロー
ドします。

• 3つ目のジョブでは、HCatalogデータベースに接続し、アップロードしたファイルの内容をコ
ンソールに表示します。

• 4つ目のジョブでは、"404"エラーのレコードの削除、Webサイトでサービスを正しく呼び出し
たコード数のカウント、結果データのソートとHDFSファイルシステムへの保存を含む、アッ
プロードしたアクセスログファイルに対する解析を行います。

• 5つ目のジョブでは、"404"エラーのレコードの削除、Webサイトでサービスを正しく呼び出し
たIPアドレス数のカウント、結果データのソートとHDFSファイルシステムへの保存を含む、
アップロードしたアクセスログファイルに対する解析を行います。

• 最後のジョブでは、結果データをHDFSから読み込んで、サービスを正しく呼び出したIPアド
レスとWebサイトの閲覧回数を標準システムコンソールに表示します。

シナリオをジョブに変換する
このセクションでは、サンプルジョブで使用する接続メタデータのセットアップ方法と、このシ
ナリオで想定している結果が得られるようにジョブを作成・設定・実行する方法について説明し
ます。
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ジョブで使用する接続メタデータをセットアップする

このシナリオでは、HDFS接続とHCatalog接続を複数のジョブで繰り返し使用します。コンポーネ
ントの設定を簡易化するため、これらの接続を[Repository] (リポジトリ)ビューのHadoopクラス
ター接続下で一元管理し、再利用できるようにしておくことができます。

さまざまなコンポーネントやジョブで、このような一元管理されたメタデータアイテムを使用
して接続情報をセットアップできます。これらの接続にはテーブルスキーマは定義されていませ
ん。あとでサンプルジョブを設定する際に、汎用スキーマを個別に作成します。

Hadoopクラスター接続をセットアップする

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)ノードの下にある[Hadoop
cluster] (Hadoopクラスター)を右クリックし、コンテキストメニューから[Create Hadoop]
(Hadoopの作成)を選択して接続のセットアップウィザードを開きます。この例では、クラス
ター接続にHadoop_Sandboxという名前を付け、[Next] (次へ)をクリックします。

2. 次のようにHadoopクラスター接続を設定します。
a) Hadoopディストリビューションとそのバージョンを選択します。
b) NameNode URIとリソースマネージャーを指定します。このサンプルでは、sandboxとい

うホスト名を使用します。この名前は、NameNodeとリソースマネージャーの両方につい
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て、Sandbox仮想マシンに割り当てたIPアドレスにマッピングされており、デフォルトの
ポート番号はそれぞれ8020と50300です。

c) この例では、Hadoop認証のユーザー名としてsandboxを指定します。

3. [Finish] (終了)をクリックします。
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タスクの結果

Hadoopクラスター接続は、[Repository] (リポジトリ)ビューの[Hadoop cluster] (Hadoopクラス
ター)ノードの下に表示されます。

HDFS接続をセットアップする

手順

1. 作成したHadoopクラスター接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Create HDFS]
(HDFSの作成)を選択して、接続セットアップウィザードを開きます。この例では、HDFS接続
にHDFS_Sandboxという名前を付け、[Next] (次へ)をクリックします。

2. 必要に応じてHDFS接続の設定をカスタマイズし、接続を確認します。サンプルジョブはすべ
ての候補設定で動作するため、[Check] (チェック)をクリックして接続を確認します。
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3. [Finish] (終了)をクリックします。

タスクの結果

HDFS接続がHadoopクラスター接続の下に表示されます。
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HCatalog接続をセットアップする

手順

1. 作成したHadoopクラスターの接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Create
HCatalog] (HCatalogの作成)を選択して、接続セットアップウィザードを開きます。この例で
は、HCatalog接続に「HCatalog_Sandbox」という名前を付け、[Next] (次へ)をクリックしま
す。
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2. [Database] (データベース)フィールドに使用するデータベースの名前を入力します。この例で
は、「talend」と入力し、[Check] (チェック)をクリックして接続を確認します。
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3. [Finish] (終了)をクリックします。

タスクの結果

HCatalog接続がHadoopクラスター接続の下に表示されます。
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サンプルジョブを作成する

このセクションでは、デモジョブのサンプルApacheWebLogを実装する6つのジョブを作成しま
す。

1つ目のジョブの作成

次の手順に従って1つ目のジョブを作成します。このジョブは、分析するアクセスログファイルを
管理するためにHCatalogデータベースをセットアップします。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job Designs] (ジョブのデザイン)を右クリック
し、[Create folder] (フォルダーの作成)を選択し、これから作成するジョブをまとめる新しい
フォルダーを作成します。

2. 作成したフォルダーを右クリックし、[Create job] (ジョブの作成)を選択して1つ目の
ジョブを作成します。サンプルジョブの役割と実行順序がわかるように、このジョブ
にA_HCatalog_Createという名前を付けます。
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ジョブに短い説明を追加することもできます。この説明は、ジョブの上にマウスポインターを
当てたときにツールヒントとして表示されます。

3. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースにtHDFSDeleteコンポーネントと2つ
のtHCatalogOperationコンポーネントをドロップします。

4. これらの3つのコンポーネントを[Trigger] (トリガー) > [On Subjob Ok] (サブジョブがOKの場
合)接続でリンクします。

HDFSサブジョブは、このデモサンプルから以前の結果を削除して(以前の結果がある場合)、
ジョブの実行エラーを防ぎます。2つのHCatalogサブジョブは、HCatalogデータベースを作成
し、HCatalogテーブルをセットアップし、生成されたHCatalogテーブルのパーティショニング
を行います。

5. これらのコンポーネントに、その機能が推測できるようなラベルを付けます。

2つ目のジョブの作成

以下の手順に従って2つ目のジョブを作成します。このジョブは、アクセスログファイルをH
Catalogにアップロードします。

手順

1. サンプルジョブの役割と実行順序がわかるように、このジョブにB_HCatalog_Loadという名
前を付けます。

2. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースに、tApacheLogInpu
t、tFilterRow、tHCatalogOutput、tLogRowの各コンポーネントをドロップします。

3. tApacheLogInputコンポーネントとtFilterRowコンポーネントを[Row] (行) > [Main] (メイン)接続
でリンクします。次に、tFilterRowコンポーネントとtHCatalogOutputコンポーネントを[Row]
(行) > [Filter] (フィルター)接続でリンクします。

このデータフローによって、分析対象のログファイルがHCatalogデータベースにロードさ
れ、"301"エラーコードが付いたレコードは削除されます。

4. tFilterRowコンポーネントとtLogRowコンポーネントを[Row] (行) > [Reject] (拒否)接続でリンク
します。

このフローによって、コンソールに、"301"エラーコード付きのレコードが出力されます。
5. これらのコンポーネントに、その機能が推測できるようなラベルを付けます。
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3つ目のジョブの作成

以下の手順に従って3つ目のジョブを作成します。このジョブは、アップロードしたファイルの内
容を表示します。

手順

1. サンプルジョブの役割と実行順序がわかるように、このジョブにC_HCatalog_Readという名
前を付けます。

2. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースに、tHCatalogInputコンポーネント
とtLogRowコンポーネントをドロップし、[Row] (行) > [Main] (メイン)の接続でリンクします。

3. これらのコンポーネントに、その機能がわかるようなラベルを付けます。

4つ目のジョブの作成

以下の手順に従って4つ目のジョブを作成します。このジョブは、アップロードしたログファイル
を分析し、Webサイトでサービスを正しく呼び出したコード数をカウントします。

手順

1. サンプルジョブの役割と実行順序がわかるように、このジョブにD_Pig_Count_Codesという名
前を付けます。

2. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースに次のコンポーネントをドロップします。

• tPigLoadコンポーネント: 分析するデータをロードします。
• tPigFilterRowコンポーネント: 入力フローから"404"エラーのレコードを削除します。
• tPigFilterColumnsコンポーネント: 結果データに含めるカラムを選択します。
• tPigAggregateコンポーネント: Webサイトの閲覧回数をカウントします。
• tPigSortコンポーネント: 結果データをソートします。
• tPigStoreResultコンポーネント: 結果をHDFSに保存します。
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3. [Row] (行) > [Pig Combine] (Pigの結合)接続を使ってこれらのコンポーネントをリンクし
てPigチェーンを作成し、それぞれのコンポーネントの機能を特定するためのラベルを付けま
す。

5つ目のジョブの作成

以下の手順に従って5つ目のジョブを作成します。このジョブは、アップロードしたログファイル
を分析し、Webサイトでサービスを正しく呼び出したIP数をカウントします。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで前のジョブを右クリックし、[Duplicate] (複製)を選択
します。

2. 開いたダイアログボックスで、サンプルジョブの役割と実行順序がわかるように、このジョブ
にE_Pig_Count_IPsという名前を付けます。

3. tPigFilterColumnsコンポーネントのラベルを、ジョブ内でのその役割がわかるようなラベルに
変更します。

6つ目のジョブの作成

以下の手順に従って最後のジョブを作成します。このジョブは、アクセスログの分析結果を表示
します。

手順

1. サンプルジョブの役割と実行順序がわかるように、このジョブにF_Read_Resultsという名
前を付けます。

2. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースに、tHDFSInputコンポーネントとtLogRowコ
ンポーネントをそれぞれ2つずつドロップします。

3. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用して、1つ目のtHDFSInputコンポーネントを1つ目
のtLogRowに、2つ目のtHDFSInputコンポーネントを2つ目のtLogRowにリンクします。
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4. [Trigger] (トリガー) > [OnSubjobOk] (サブジョブがOKの場合)接続を使用して、1つ目
のtHDFSInputコンポーネントを2つ目のtHDFSInputコンポーネントにリンクします。

5. これらのコンポーネントに、その機能がわかるようなラベルを付けます。

ジョブの設定で再利用するためにアクセスログファイルのスキーマを一元
管理

分析対象のアクセスログファイルをHadoopシステムで処理するには、該当するコンポーネントに
適切なスキーマを定義する必要があります。

設定を簡易化するため、ジョブの設定を開始する前に、tApacheLogInputコンポーネントの読み取
り専用スキーマを、複数のジョブで再利用できる汎用スキーマとして保存することができます。

手順

1. B_HCatalog_Readジョブで、tApacheLogInputコンポーネントをダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Edit schema] (スキーマの編集)の横にある[...]ボタンをクリックし、[Schema] (スキーマ)ダイア
ログボックスを開きます。

3.
ボタンをクリックして、[Select folder] (フォルダーの選択)ダイアログボックスを開きま

す。
4. ここでは、まだ[Generic schemas] (汎用スキーマ)ノードの下にフォルダーを作成していないの

で、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、汎用スキーマの設定ウィザードを開きま
す。

5. この例では、汎用スキーマにaccess_logという名前を付け、[Finish] (完了)をクリックして
ウィザードを閉じ、スキーマを保存します。
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6. [OK]をクリックして[Schema] (スキーマ)ダイアログボックスを閉じます。汎用スキーマが
[Repository] (リポジトリ)ビューの[Generic schemas] (汎用スキーマ)ノード下に表示され、ジョ
ブの設定で必要なときにいつでも使用できるようになりました。
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1つ目のジョブを設定する

この手順では、1つ目のジョブであるA_HCatalog_Createを設定し、アクセスログファイルを処
理できるようにHCatalogシステムをセットアップします。

HCatalogデータベースのセットアップ

手順

1. このサンプルでは、HDFS_ClearResultsというラベルが付いているtHDFSDeleteコンポー
ネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設
定)ビューを開きます。
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2. 一元管理されているHDFS接続を使用する場合は、[Property Type] (プロパティのタイプ)リスト
ボックスをクリックして[Repository] (リポジトリ)を選択します。次に、[...]ボタンをクリック
して[Repository Content] (リポジトリのコンテンツ)ダイアログボックスを開きます。

3. HDFSシステムへの接続用に定義されているHDFS接続を選択し、[OK]をクリックします。

該当するフィールドに、接続情報がすべて自動的に入力されます。
4. [File or Directory Path] (ファイルまたはディレクトリパス)フィールドに、HDFS上でアクセス

ログファイルが保管されるディレクトリを指定します。この例では、 /user/hdp/weblogで
す。

5. このサンプルではHCatalog_Create_DBというラベルが付いている1つ目のtHCatalogOpera
tionコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings]
(基本設定)ビューを開きます。
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6. 一元管理されているHDFS接続を使用する場合は、[Property Type] (プロパティのタイプ)リスト
ボックスをクリックして[Repository] (リポジトリ)を選択します。次に、[...]ボタンをクリック
して[Repository Content] (リポジトリのコンテンツ)ダイアログボックスを開きます。

7. HCatalogデータベースへの接続用に定義されているHCatalog接続を選択し、[OK]をクリックし
ます。該当するフィールドに、接続情報がすべて自動的に入力されます。

8. [Operation on] (オペレーション先)リストで[Database] (データベース)を選択し、[Operation]
(オペレーション)リストで[Drop if exist and create] (既存する場合はドロップして作成)を選択
します。

9. [Drop configuration] (ドロップ設定)エリアの[Option] (オプション)リストで、[Cascade] (カス
ケード)を選択します。

10. [Database location] (データベースの場所)フィールドに、HDFS上でデータベースファイルを作
成する場所を入力します。この例では、「/user/hdp/weblog/weblogdb」です。

HCatalogテーブルとパーティションのセットアップ

手順

1. このサンプルではHCatalog_CreateTableというラベルが付いている2つ目のtHCatalogOpera

tionコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. 1つ目のtHCatalogOperationコンポーネントと同じ手順で、同じHCatalog接続情報を定義しま
す。

3. [Schema] (スキーマ)リストボックスをクリックし、[Repository] (リポジトリ)を選択します。
次に、フィールドの横にある[...]ボタンをクリックして[Repository Content] (リポジトリのコン
テンツ)ダイアログボックスを開き、[Metadata] (メタデータ) > [Generic schemas] (汎用スキー
マ) > access_logの順に展開して、スキーマを選択します。[OK]をクリックして選択したオプシ
ョンを確定し、ダイアログボックスを閉じます。access_logの汎用スキーマが、コンポーネ
ントに自動的に適用されます。

また、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでaccess_logの汎用スキーマを直接選択し、
このコンポーネントにドラッグアンドドロップして適用することもできます。

4. [Operation on] (オペレーション先)リストで[Table] (テーブル)を選択し、[Operation] (オペレー
ション)リストで[Drop if exist and create] (既存する場合はドロップして作成)を選択します。

5. [Table] (テーブル)フィールドに、作成するテーブルの名前を入力します。この例で
は、weblogと入力します。

6. [Set partitions] (パーティションの設定)チェックボックスをオンにし、[Edit schema] (スキーマ
の編集)の横にある[...]ボタンをクリックして、パーティションとパーティションスキーマを設
定します。

パーティションスキーマには、テーブルスキーマで定義したカラム名を使用できません。この
例では、パーティションスキーマのカラム名はipaddressesと定義されています。

7. このコンポーネントの設定が終わったら、Ctrl+Sを押してジョブの設定を保存します。
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HCatalogへのアクセスログファイルのアップロード

この手順では、2つ目のジョブであるB_HCatalog_Loadを設定し、アクセスログファイル
をHadoopシステムにアップロードします。

手順

1. tApacheLogInputコンポーネントをダブルクリックして[Basic settings] (基本設定)ビューを開
き、[File Name] (ファイル名)フィールドに、アップロードするアクセスログファイルのパスを
指定します。

この例では、access_logという名前のログファイルをC:/Talend/BigDataというディレ
クトリに保存します。

2. tFilterRowコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます
。

3. [Logical operator used to combine conditions] (条件の結合に使用する論理演算子)リストボック
スから[AND]を選択します。

4. [+]ボタンをクリックして[Filter configuration] (フィルターの設定)テーブルに行を追加
し、"301"というコードを持つレコードをリジェクトフローに送り、残りのレコードをフィル
ターフローに渡すためのフィルターパラメーターを設定します。
a) [InputColumn] (入力カラム)フィールドで、スキーマのcodeカラムを選択します。
b) [Operator] (演算子)フィールドで、[Not equal to] (次の値と等しくない)を選択します。
c) [Value] (値)フィールドに、301と入力します。

5. tHCatalogOutputコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開
きます。
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6. 一元管理されているHDFS接続を使用する場合は、[Property Type] (プロパティのタイプ)リスト
ボックスをクリックして[Repository] (リポジトリ)を選択します。次に、[...]ボタンをクリック
して[Repository Content] (リポジトリのコンテンツ)ダイアログボックスを開きます。

7. HCatalogデータベースへの接続用に定義されているHCatalog接続を選択し、[OK]をクリックし
ます。

該当するフィールドに、接続情報がすべて自動的に入力されます。
8. [...]ボタンをクリックして、スキーマが先行のコンポーネントから正しくプロパゲートされ

ていることを確認します。必要に応じて、[Sync columns] (カラムの同期)をクリックして、ス
キーマを取得します。

9. [Action] (アクション)リストから[Create] (作成)を選択してファイルを作成します。ファイルが
既存する場合は、[Overwrite] (上書き)を選択します。

10. [Partition] (パーティション)フィールドに、パーティションの名前と値のペアを二重引用符で
囲んで入力します。この例では、ipaddresses='192.168.1.15'と入力します。

11. [File location] (ファイルの場所)フィールドに、データを保存する場所のパスを入力します。こ
の例では、「/user/hdp/weblog/access_log」とします。

12. tLogRowコンポーネントをダブルクリックして[Basic settings] (基本設定)ビューを開
き、[Vertical] (縦)オプションを選択して、出力コンテンツを読みやすくするために各行をリス
トに表示します。

13. このコンポーネントの設定が終わったら、Ctrl+Sを押してジョブの設定を保存します。
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3つ目のジョブを設定する

この手順では、3つ目のジョブであるC_HCatalog_Readを設定し、HCatalogにアップロードした
ログのコンテンツを確認します。

手順

1. tHCatalogInputコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
に[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. 一元管理されているHDFS接続を使用する場合は、[Property Type] (プロパティのタイプ)リスト
ボックスをクリックして[Repository] (リポジトリ)を選択します。次に、[...]ボタンをクリック
して[Repository Content] (リポジトリのコンテンツ)ダイアログボックスを開きます。

3. HCatalogデータベースへの接続用に定義されているHCatalog接続を選択し、[OK]をクリックし
ます。

該当するフィールドに、接続情報がすべて自動的に入力されます。
4. [Schema] (スキーマ)リストボックスをクリックし、[Repository] (リポジトリ)を選択します。

次に、フィールドの横にある[...]ボタンをクリックして[Repository Content] (リポジトリのコン
テンツ)ダイアログボックスを開き、[Metadata] (メタデータ) > [Generic schemas] (汎用スキー
マ) > access_logの順に展開して、スキーマを選択します。[OK]をクリックして選択したオプシ
ョンを確定し、ダイアログボックスを閉じます。access_logの汎用スキーマが、コンポーネ
ントに自動的に適用されます。

また、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでaccess_logの汎用スキーマを直接選択し、
このコンポーネントにドラッグアンドドロップして適用することもできます。

5. tLogRowコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[Vertical] (縦)モードを選択し
て、ジョブの実行時、各行にキーと値を表示します。

6. このコンポーネントの設定が終わったら、Ctrl+Sを押してジョブの設定を保存します。
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4つ目のジョブを設定する

この手順では、4つ目のジョブであるD_Pig_Count_Codesを設定し、Pigチェーンを使って、
アップロードしたアクセスログファイルを分析し、成功したサービス呼び出しのコードとWebサ
イト閲覧回数をカウントします。

Pigチェーンを介した分析対象ログファイルの読み取り

手順

1. tPigLoadコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます
。

2. 一元管理されているHDFS接続を使用する場合は、[Property Type] (プロパティのタイプ)リスト
ボックスをクリックして[Repository] (リポジトリ)を選択します。次に、[...]ボタンをクリック
して[Repository Content] (リポジトリのコンテンツ)ダイアログボックスを開きます。

3. HDFSシステムへの接続用に定義されているHDFS接続を選択し、[OK]をクリックします。

該当するフィールドに、接続情報がすべて自動的に入力されます。
4. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでaccess_logの汎用スキーマを選択し、このコンポー

ネントにスキーマをドラッグアンドドロップして適用します。
5. [Load function] (ファンクションのロード)リストからPigStorageを選択し、[Input file URI] (入力

ファイルのURI)フィールドに前のジョブで定義したファイルパスを入力します。このサンプル
では、/user/hdp/weblog/access_log/out.logです。
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ログファイルの分析と結果の保存

手順

1. tPigFilterRowコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[+]ボタンをクリックし
て[Filter configuration] (フィルターの設定)テーブルに行を追加し、404というコードを持つレ
コードを削除し、残りのレコードを出力フローに渡すためのフィルターパラメーターを設定し
ます。
a) [Logical] (論理)フィールドで、[AND]を選択します。
b) [Column] (カラム)フィールドで、スキーマのcodeカラムを選択します。
c) [NOT]チェックボックスをオンにします。
d) [Operator] (演算子)フィールドで、[equal] (と等しい)を選択します。
e) [Value] (値)フィールドに、404と入力します。

2. tPigFilterColumnsコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで[...]ボタンをクリック
し、[Schema] (スキーマ)ダイアログボックスを開きます。[Input] (入力)パネルでcodeカラムを
選択し、矢印ボタンをクリックしてこのカラムを[Output] (出力)パネルにコピーします。これ
により、codeカラムの情報が出力フローに渡されます。[OK]をクリックして出力スキーマの
設定を確定し、ダイアログボックスを閉じます。
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3. tPigAggregateコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[Sync columns] (カラムの
同期)をクリックして先行コンポーネントからスキーマを取得し、スキーマを次のコンポーネ
ントにプロパゲートします。

4. [Edit schema] (スキーマの編集)の横にある[...]ボタンをクリックし、[Schema] (スキーマ)ダイア
ログボックスを開いて新しいcountカラムを追加します。

このカラムには、成功したサービス呼び出しの各コードの発生数が保存されます。
5. 各コードの数をカウントするため、次のパラメーターを設定します。

a) [Group by] (グループ化)エリアで[+]ボタンをクリックしてテーブルに行を追加
し、[Column] (カラム)フィールドでcountカラムを選択します。

b) [Operations] (オペレーション)エリアで[+]ボタンをクリックしてテーブルに行を追加
し、[Additional Output Column] (追加の出力カラム)フィールドでcountカラムを選択しま
す。さらに、[Function] (ファンクション)フィールドで[count] (カウント)を選択し、[Input
Column] (入力カラム)でcodeカラムを選択します。

6. tPigSortコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、渡すデータをソートするための
パラメーターを設定します。
a) [+]ボタンをクリックして、[Sort key] (ソートキー)テーブルに行を追加します。
b) [Column] (カラム)フィールドで[count]を選択して、countカラムをキーとして設定します

。
c) [Order] (順序)フィールドで[DESC] (降順)を選択して、データを降順でソートします。
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7. tPigStoreResultコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、Hadoopシステム上の指
定場所に結果データをアップロードするためのコンポーネントプロパティを設定します。
a) [Sync columns] (カラムの同期)をクリックして、先行のコンポーネントからスキーマを取得

します。
b) [Result file URI] (結果ファイルのURI)フィールドに、結果ファイルのパスを入力します。こ

の例では、「/user/hdp/weblog/apache_code_cnt」です。
c) [Store function] (格納関数)リストから[PigStorage]を選択します。
d) 必要に応じて、[Remove result directory if exists] (結果ディレクトリがある場合は削除す

る)チェックボックスをオンにします。

8. このコンポーネントのスキーマを汎用スキーマとして[Repository] (リポジトリ)に保存しま
す。これで、ジョブの設定で再利用するためにアクセスログファイルのスキーマを一元管
理（17ページ）で行ったように、このスキーマを最後のジョブでも再利用できるようにな
ります。この汎用スキーマにcode_countという名前を付けます。

9. この手順では、5つ目のジョブであるE_Pig_Count_IPsを設定し、前のジョブと同じよう
なPigチェーンを使って、アップロードしたアクセスログファイルを分析し、成功したサービ
ス呼び出しのIPアドレスとWebサイトの閲覧回数をカウントします。前のジョブのコンポーネ
ント設定に次の変更を加えます。
a) tPigFilterColumnsコンポーネントの[Schema] (スキーマ)ダイアログボックスで、codeでは

なくhostカラムを[Input] (入力)パネルから[Output] (出力)パネルにコピーします。
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b) tPigAggregateコンポーネントで、[Group by] (グループ化)テーブルの[Column] (カラ
ム)フィールド、および[Operations] (オペレーション)テーブルの[Input Column] (入力カラ
ム)フィールドで、hostカラムをそれぞれ選択します。

c) tPigStoreResultコンポーネントで、[Result file URI](結果ファイルのURI)フィールドに/

user/hdp/weblog/apache_ip_cntと入力します。
d) tPigStoreResultコンポーネントのスキーマをip_countという名前の汎用スキーマとし

て[Repository] (リポジトリ)に保存します。これで、このスキーマを最後のジョブでも再利
用できるようになります。

e) このコンポーネントの設定が終わったら、Ctrl+Sを押してジョブの設定を保存します。

最後のジョブを設定する

この手順では、Hadoopから結果データを読み取って標準システムコンソールに表示する、最後の
ジョブのF_Read_Resultsを設定します。
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手順

1. 1つ目のtHDFSInputコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを
開きます。

2. 一元管理されているHDFS接続を使用する場合は、[Property Type] (プロパティのタイプ)リスト
ボックスをクリックして[Repository] (リポジトリ)を選択します。次に、[...]ボタンをクリック
して[Repository Content] (リポジトリのコンテンツ)ダイアログボックスを開きます。

3. HDFSシステムへの接続用に定義されているHDFS接続を選択し、[OK]をクリックします。

該当するフィールドに、接続情報がすべて自動的に入力されます。
4. 汎用スキーマのip_countをこのコンポーネントに適用します。このスキーマには、host

(String型、50文字)とcount (Integer型、5桁)の2つのカラムがあります。
5. [File Name] (ファイル名)フィールドに、HDFSでの結果ファイルのパスを入力します。この例

では、「/user/hdp/weblog/apache_ip_cnt/part-r-00000」です。
6. [Type] (タイプ)リストで、読み取るファイルのタイプを選択します。この例では、[Text File]

(テキストファイル)を選択します。
7. tLogRowコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、読みやすくする目的で[Table]

(テーブル)オプションを選択します。
8. もう一つのサブジョブも同様に設定します。ただし、2つ目のtHDFSInputコンポーネントは次

のように設定します。
a) code_countという汎用スキーマを適用するか、code (Integer型、5桁)とcount

(Integer型、5桁)の2つのカラムを持つスキーマをこのコンポーネントに手動で設定しま
す。

b) [File Name] (ファイル名)フィールドに「/user/hdp/weblog/apache_code_cnt/

part-r-00000」と入力します。
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9. このコンポーネントの設定が終わったら、Ctrl+Sを押してジョブの設定を保存します。

ジョブを1回のクリックで実行する

6つのジョブを正しくセットアップおよび設定したら、[Run] (実行)タブにある[Run] (実行)ボタン
をクリックするか、[F6]を押して、ジョブをアルファベット順に1つずつ実行します。

実行結果は、各ジョブのコンソールに表示することができます。

最後のジョブが正しく実行されると、成功したサービス呼び出しのIPアドレスとコード、および
その数がシステムコンソールに表示されます。

ジョブを1回のクリックで実行する

1回クリックするだけで、すべてのジョブを必要な順序で実行することができます。

手順

1. tRunJobコンポーネントを1つ目のジョブのデザインワークスペースにドロップします。この例
では、A_HCatalog_Createです。このコンポーネントはサブジョブとして表示されます。

2. 先行するサブジョブをtRunJobコンポーネントに[Trigger] (トリガー) > [On Subjob Ok] (サブ
ジョブがOKの場合)接続でリンクします。
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3. tRunJobコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
4. [Job] (ジョブ)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックし、[Repository Content] (リポジトリ

のコンテンツ)ダイアログボックスを開きます。現在のジョブが正しく実行した後にトリガー
するジョブを選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

次に実行されるジョブが[Job] (ジョブ)フィールドに表示されます。

5. もう一度tRunJobコンポーネントをダブルクリックし、次のジョブを開きます。tRunJobコン
ポーネントで上記の手順を繰り返し、E_Pig_Count_IPsジョブが最後のF_Read_Results

ジョブをトリガーするように設定します。
6. 1つ目のジョブを実行します。

各ジョブが正しく実行されると次のジョブがトリガーされ、最後のジョブがすべて実行される
とその結果が1つ目のジョブのコンソールに表示されます。
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