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7.2.1に対応しており、以前のリリースの更新版となります。
公開日: 2019年6月20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-ncsa/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、JDOAPI、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
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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、XalanJ、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。
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Talend Open Studio for Big Dataの概要
Talendには、ビジュアルで使いやすいデザイナーですべてのデータを統合し、処理できる統合開
発/管理ツールが用意されています。
Talendのデータ統合ソリューションを基礎とするビッグデータソリューションは、Apache Hadoop
Big Data Platformを活用してユーザーがビッグデータへのアクセス、変換、移動、同期を行った
り、Hadoopプラットフォームをごく手軽に使ったりできるパワフルなツールです。

Talend Open Studio for Big Dataの論理機能アーキテク
チャ
Talend Open Studio for Big Data論理機能アーキテクチャは、Talend Open Studio for Big Data機能、
相互作用、および対応するITニーズを特定するアーキテクチャモデルです。アーキテクチャ全体
は、特定の機能を機能ブロックに分離することで説明されています。
下の図は、主なアーキテクチャ機能ブロックを示しています。

機能ブロックのタイプは、以下のとおりです。
•

Talend Studioから、Hadoopクラスターを活用するビッグデータジョブをデザインして起動
し、大量のデータセットを処理します。これらのジョブは、起動すると、このHadoopクラス
ターに送られ、そこでデプロイされ、実行されます。

•

サブスクリプションによるワークフロースケジューラーシステムによって、Hadoopクラス
ター上にビッグデータジョブをデプロイし、スケジュール設定し、実行し、ジョブの実行ス
テータスや結果を監視することができます。

•

Talendシステムから独立したHadoopクラスターでは、大量のデータセットを処理します。

5

Talend Open Studio for Big Dataを使用する前提条件

Talend Open Studio for Big Dataを使用する前提条件
この章では、Talend Open Studio for Big Dataの使用を開始するために必要なソフトウェアとハー
ドウェアの基本情報と推奨される情報を提供します。
•

メモリ要件（6ページ）

•

ソフトウェア要件（6ページ）

また、必要なサードパーティツールと推奨されるサードパーティツールのインストールと設定の
手順を説明します。
•

Javaのインストール（7ページ）

•

WindowsでJava環境変数を設定する（7ページ） または LinuxでJava環境変数を設定す
る（8ページ）

•

7-Zipのインストール(Windows)（8ページ）

メモリ要件
Talend製品を最大限に活用できるよう、メモリとディスク容量について以下の使用量を考慮して
下さい:
メモリ使用量

最低3 GB、4 GBを推奨

ディスク容量

3GB

ソフトウェア要件
Talend製品を最大限に活用できるよう、システムとソフトウェアについて以下の要件を考慮して
下さい。
必要なソフトウェア
•

Talend Studio用のオペレーティングシステム:
サポートタイプ

オペレーティングシステム(64ビットのみ)

推奨

Ubuntu 18.04 LTS

推奨

Microsoft Windows 10

サポート

Apple macOS 10.14/Mojave
Apple macOS 10.13/High Sierra
Apple macOS 10.12/Sierra

•

Oracle Java 8 JREまたはOpenJDK 1.8。『Javaのインストール（7ページ）』を参照して下さ
い。

•

正しくインストールされ、設定されたHadoopクラスター。
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Talend Studioがインストールされているクライアントマシンが、使用するHadoopクラス
ターのノードのホスト名を認識できることを確認する必要があります。そのためには、そ
のHadoopクラスターのサービスに使用するIPアドレス/ホスト名のマッピングエントリをクラ
イアントマシンのhostsファイルに追加します。
たとえば、Hadoopネームノードサーバーのホスト名がtalend-cdh550.weave.localで、IP
アドレスが192.168.x.xの場合、マッピングエントリは192.168.x.x talend-cdh550.
weave.localとなります。
オプションのソフトウェア
•

7-Zip。7-Zipのインストール(Windows)（8ページ）を参照して下さい。

Javaのインストール
Talend製品を使用するには、お使いのコンピューターにJAVA環境をインストールする必要があり
ます。
このドキュメンテーションでは、Oracle JREのインストールについて説明しています。OpenJDKの
詳細は、http://openjdk.java.net/を参照して下さい。
手順
1. Java SE DownloadsページのJava Platform, Standard Editionの下にある[JRE Download] (JREのダ
ウンロード)をクリックします。
2. [Java SE Runtime Environment 8 Downloads] (Java SE Runtime Environment 8ダウンロード)ペー
ジで、[Accept License Agreement] (ライセンス契約に同意する)ラジオボタンをクリックします
。
3. お使いのオペレーティングシステムに適したダウンロードを選択します。
4. Oracleのインストール手順に従ってJavaをインストールします。
タスクの結果
Javaがインストールされたら、JAVA_HOME環境変数を設定する必要があります。詳細は、以下を
参照して下さい:
•

WindowsでJava環境変数を設定する（7ページ）.

•

LinuxでJava環境変数を設定する（8ページ）.

WindowsでJava環境変数を設定する
Talend製品をインストールする前に、JAVA_HOMEとPath環境変数を設定する必要があります。
手順
1. お使いのコンピューターの[Start Menu] (スタートメニュー)を開き、[Computer] (コンピュー
ター)を右クリックし、[Properties] (プロパティ)を選択します。
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2. [Control Panel Home] (コントロールパネルホーム)ウィンドウで[Advanced system settings] (シ
ステムの詳細設定)をクリックします。
3. [System Properties] (システムプロパティ)ウィンドウで[Environment Variables...] (環境変数...)を
クリックします。
4. [System Variables](システム変数)で、[New...](新規...)をクリックして変数を作成します。変
数JAVA_HOMEに名前を付け、Java 8 JREのパスを入力して、[OK]をクリックします。
デフォルトJREパスのサンプル: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77。
5. [System Variables] (システム変数)の下で[Path] (パス)変数を選択し、[Edit...] (編集...)をクリック
して、以前に定義したJAVA_HOME変数をPath環境変数の末尾に追加し、セミコロンで区切り
ます。
サンプル: <PathVariable>;%JAVA_HOME%\bin。

LinuxでJava環境変数を設定する
Talend製品をインストールする前に、JAVA_HOMEとPath環境変数を設定する必要があります。
手順
1. JREインストールのホームディレクトリーを見つけます。
サンプル: /usr/lib/jvm/jre1.8.0_65
2. それをJAVA_HOME環境変数内にエクスポートします。
サンプル:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre1.8.0_65
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

3. 上記の行を~/.profileファイル内のユーザープロファイルの末尾に、またはスーパーユー
ザーとして、/etc/profileファイルのグローバルプロファイルの末尾に追加します。
4. 再びログオンします。

7-Zipのインストール(Windows)
Talendでは7-Zipをインストールし、これを使用してインストールファイルを抽出することを推奨
しています: http://www.7-zip.org/download.html。
手順
1. お使いのオペレーティングシステムに対応する7-Zipのインストーラーをダウンロードしま
す。
2. ローカルフォルダーに移動し、7z exeファイルを見つけてダブルクリックしてインストールし
ます。
タスクの結果
ダウンロードが自動的に開始します。
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Talend Open Studio for Big Dataのダウンロードとイ
ンストール
Talend Open Studio for Big Dataは簡単にインストールできます。TalendのWebサイトからダウン
ロードした後に、解凍するだけでインストールされます。
この章では、ダウンロードとインストールに役立つ基本情報を提供します。

Talend Open Studio for Big Dataのダウンロード
Talend Open Studio for Big Dataは無料のオープンソース製品で、TalendのWebサイトから直接ダウ
ンロードできます。
手順
1. https://www.talend.com/products/talend-open-studioに移動し、Talend Open Studio for Big
Dataの[Windows Download] (Windowsダウンロード)ボタンをクリックします。
2. プロンプトが表示されたら、[Save File] (ファイルを保存)をクリックし、[OK]をクリックしま
す。
タスクの結果
ダウンロードTalend Open Studio for Big DataのZIPファイルがダウンロードされます。

Talend Studioのインストール
以前にダウンロードしたアーカイブを解凍し、Talend Studioをインストールします。
次のいずれかを使用して下さい。
•

7Zip (Windows推奨): 7-Zipを使用した抽出(Windows推奨)（9ページ）.

•

Windowsのデフォルト解凍ツール: Windowsのデフォルト解凍ツールを使用した抽
出（10ページ）.

•

Linuxのデフォルト解凍ツール(Linuxベースのオペレーティングシステム用): Windowsのデフォ
ルト解凍ツールを使用した抽出（10ページ）.

7-Zipを使用した抽出(Windows推奨)
Talendでは、Windowsには7-Zipをインストールしてファイルの抽出に使用することをお勧めしま
す。
Studioをインストールするには、以下の手順に従います。
手順
1. ローカルフォルダーに移動して以前にダウンロードしたZIPファイルを見つけ、できるだけ短
く、スペース文字が含まれていない別のパスにZIPファイルを移動します。
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サンプル: C:/Talend/
2. 圧縮ファイルを右クリックして解凍します。[7-Zip] > [Extract Here] (ここに抽出)の順に選択し
て下さい。

Windowsのデフォルト解凍ツールを使用した抽出
7-Zipを使用したくない場合は、Windowsのデフォルト解凍ツールが使えます。
手順
1. 圧縮ファイルを右クリックし、[Extract All] (すべて抽出)を選択して解凍します。
2. [Browse] (参照)をクリックし、C:ドライブに移動します。
3. [Make new folder] (新規フォルダーの作成)を選択し、フォルダーにTalendという名前を付け
ます。[OK]をクリックします。
4. [Extract] (抽出)をクリックするとインストールが開始します。

Linux GUI解凍ツールを使用した抽出
Studioをインストールするには、以下の手順に従います。
手順
1. ローカルフォルダーに移動して以前にダウンロードしたZIPファイルを見つけ、できるだけ短
く、スペース文字が含まれていない別のパスにZIPファイルを移動します。
サンプル: home/user/talend/
2. 圧縮ファイルを右クリックし、[Extract Here] (ここに抽出)を選択して解凍します。
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Talend製品の設定
この章では、Talend Open Studio for Big Dataの設定に必要な基本情報を提供します。

初回のStudioの起動
Studioインストールディレクトリーには、Mac OS XおよびLinux/Unixを含む、いくつかのプラット
フォーム用のバイナリが含まれています。
Talend Studioを初めて開くには、次の手順を実行します。
手順
1. 次のように、使用するオペレーティングシステムに対応する実行可能ファイルをダブルクリッ
クします。
•

Windowsの場合、TOS_*-win-x86_64.exe。

•

Linuxの場合、TOS_*-linux-gtk-x86_64。

•

Macの場合、TOS_*-macosx-cocoa.app。

2. [User License Agreement](ユーザーライセンス契約)ダイアログボックスが開いたら、エンド
ユーザー使用許諾契約の条項を読み、同意し作業を続行します。

Studioへのログオン
Talend Studioに初めてログオンする場合、次の手順を実行します。
手順
1. Talend Studioログインウィンドウで、[Create a new project]を作成し、ログインウィンドウ
で、プロジェクト名: getting_startedを指定して、[Finish](終了)をクリックして新しい
ローカルプロジェクトを作成します。
2. 使用している製品に応じて、次のいずれかが開きます:
•

クイックツアー。これを再生するとStudioのユーザーインタフェースに関する詳細情報を
取得でき、[Stop](停止)をクリックすると終了します。

•

[Welcome](ようこそ！)ページこのリンクに従うとStudioに関する詳細情報を取得できま
す。[Start Now!](今すぐ開始！)クリックしてページを閉じ、Studioを開いてください。
ヒント :
Studioが正常に起動したら、Studioのメインウィンドウの上部にある[Videos](ビデオ)リンク
をクリックして、Talend Studioを開始する際に役立つ短いビデオを見ることもできます。一
部のオペレーティングシステムでは、ビデオを再生するためにMP4デコーダー/プレーヤー
のインストールが必要になります。
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タスクの結果
Talend Studioに正常にログオンできるようになりました。次に、Talend Studioが正しく動作する
ために必要な追加パッケージをインストールする必要があります。

追加のパッケージをインストールする
Talendでは、Studioの諸機能をフルに活用できるように、Talend Studioにログインした直後に、
サードパーティのライブラリーやデータベースドライバーを含め、追加パッケージをインストー
ルすることをお勧めします。
始める前に
警告 : ここで -Dtalend.disable.internetパラメーターがStudioの.iniファイル内に存在
せず、falseに設定されていることを確認します。
手順
1. [Additional Talend Packages] (追加のTalendパッケージ)ウィザードが開いたら、[Required] (必
須)および[Optional third-party libraries] (オプションのサードパーティライブラリ)チェック
ボックスをオンにして[Finish] (終了)をクリックし、追加パッケージをインストールします。
インストールできる追加パッケージがある場合は、Studioを起動するたびにこのウィザードが
開きます。表示を無効にするには、[Do not show this again] (以降表示しない)チェックボック
スをオンにします。このウィザードは、メニューバーから[Help] (ヘルプ) > [Install Additional
Packages] (追加パッケージのインストール)をクリックしても表示できます。
詳細は、 Talend Open Studio for Big Data インストレーションおよびアップグレードガイド
2. [Download external modules] (外部モジュールをダウンロード)ウィンドウで、ウィザードの下
部にある[Accept all] (すべて同意)ボタンをクリックして、Studioで使用する外部モジュールの
すべてのライセンスに同意します。
選択したライブラリーによっては、ライセンスに同意する手順を複数回行う必要があります。
すべてのライブラリーがインストールされるのを待ってからStudioの使用を開始します。
3. 必要に応じて、特定の追加パッケージを有効にするためにTalend Studioを再起動します。

Hadoop接続の手動セットアップ
特定のHadoopディストリビューションへの接続を[Repository] (リポジトリー)でセットアップする
と、同じHadoopディストリビューションを使用するたびに接続を設定する必要がなくなります。
始める前に
•

Talend Studioがインストールされているクライアントマシンが、使用するHadoopクラス
ターのノードのホスト名を認識できることを確認する必要があります。そのためには、そ
のHadoopクラスターのサービスに使用するIPアドレス/ホスト名のマッピングエントリをクラ
イアントマシンのhostsファイルに追加します。
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たとえば、Hadoopネームノードサーバーのホスト名がtalend-cdh550.weave.localで、IP
アドレスが192.168.x.xの場合、マッピングエントリは192.168.x.x talend-cdh550.
weave.localとなります。
•

使用するHadoopクラスターが正しく構成され、実行されています。

この例で使用するCloudera HadoopクラスターはYarnモードのCDH V5.5のもので、Kerberosセキュ
リティを有効にすることなくディストリビューションのデフォルト設定が適用されます。CDH
V5.5ディストリビューションのデフォルト設定については、『Deploy CDH 5 on a cluster』および
『Default ports used in CDH5』を参照して下さい。
手順
1. Studioの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)を展開し、[Hadoop
cluster] (Hadoopクラスター)を右クリックします。
2. コンテキストメニューから[Create Hadoop cluster] (Hadoopクラスターの作成)を選択
し、[Hadoop cluster connection] (Hadoopクラスターの接続)ウィザードを開きます。
3. [Name] (名前)や[Description] (説明)など、この接続に関する一般情報を入力し、[Next] (次へ)を
クリックして[Hadoop configuration import wizard] (Hadoop設定インポートウィザード)を開き
ます。これを使用して、すぐに使える設定をインポートすることができます。
4. [Enter manually Hadoop services] (Hadoopサービスを手動で入力)チェックボックスをオンにし
て、作成するHadoop接続の設定情報を手動で入力します。
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5. [Finish] (終了)をクリックし、このインポートウィザードを閉じます。
6. [Distribution] (ディストリビューション)リストからClouderaを選択し、[Version] (バージョ
ン)リストから[Cloudera CDH5.5 (YARN mode)] (Cloudera CDH5.5 (YARNモード))を選択します。
7. [Namenode URI] (ネームノードURI)フィールドに、使用するCloudera Hadoopクラスターのネー
ムノードサービスとして使用するマシンをポイントするURIを入力します。
ネームノードは、Hadoopシステムのマスターノードです。たとえば、ネームノードとし
てmachine1という名前のマシンを選択したとすると、入力するロケーションはhdfs://
machine1:portnumberとなります。
クラスター側では、関連するプロパティがcore-site.xmlという名前の設定ファイル内に指
定されています。入力すべきURIがわからない場合は、クラスターのcore-site.xmlファイ
ルでfs.defaultFSプロパティを確認して下さい。
8. [Resource manager] (リソースマネージャー)フィールドと[Resource manager scheduler] (リソー
スマネージャースケジューラー)フィールドに、これら2つのサービスをポイントするURIをそ
れぞれ入力します。
クラスター側では、これら2つのサービスは同じホストマシンを共有しますが、異な
るデフォルトポート番号を使用します。たとえば、それらをホストしているマシン
がresourcemanager.company.comである場合、リソースマネージャーのロケーション
はresourcemanager.company.com:8032で、リソースマネージャースケジューラーのロ
ケーションはresourcemanager.company.com:8030です。
これらのサービスのホストマシンの名前がわからない場合は、クラスターのyarnsite.xmlという設定ファイルでyarn.resourcemanager.hostnameプロパティを確認し
て下さい。
9. [Job history] (ジョブ履歴)フィールドにジョブ履歴サービスのロケーションを入力します。こ
のサービスにより、現在のジョブのメトリックス情報がJobHistoryサーバーに保存されます。
関連するプロパティは、クラスターのmapred-site.xmlという設定ファイル内で指定さ
れています。このフィールドに入力する必要のある値は、このmapred-site.xmlファイル
でmapreduce.jobhistory.addressプロパティを確認して下さい。
10. [Staging directory] (ステージングディレクトリー)フィールドに、プログラムの実行によって作
成された一時ファイルを保存するためにHadoopクラスターで定義されているこのディレクト
リーを入力します。
関連するプロパティは、クラスターのmapred-site.xmlファイル内で指定されています。詳
細は、このmapred-site.xmlファイルのyarn.app.mapreduce.am.staging-dirプロパ
ティを確認して下さい。
11. [Use datanode hostname] (データノードホスト名を使用)チェックボックスをオンにして、クラ
スターの各データノードへのホスト名によるアクセスをStudioに許可します。
これにより、クラスターのdfs.client.use.datanode.hostnameプロパティが実際に
はtrueに設定されます。
12. [User name] (ユーザー名)フィールドに、StudioがHadoopクラスターに接続するときに使用す
るユーザー認証名を指定します。
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13. 接続先とするHadoopクラスターはデフォルト設定を使用しているため、このウィザードの
その他のフィールドやチェックボックスはそのままにしておきます。それらはカスタムHa
doop設定の定義に使用されるためです。

14. [Check services] (サービスの確認)ボタンをクリックして、指定したネームノードおよびリソー
スマネージャーサービスにStudioから接続できることを確認します。
プロセスの確認と接続状態を示すダイアログボックスが表示されます。
接続に障害が発生した場合は、各進行状況バーの末尾にある[Error log] (エラーログ)をクリッ
クして、接続の問題を診断することができます。
15. 接続の成功が確認されたら、[Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、ウィザードを閉じま
す。

タスクの結果
新しい接続(この例ではmy_cdhという名前)が、[Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Hadoop
cluster] (Hadoopクラスター)フォルダーの下に表示されます。
この接続に基づいて、HDFSやHiveなど、さまざまなHadoopエレメントに対する子接続を引き続き
作成することができます。

HDFSへの接続を設定する
[Repository] (リポジトリー)内にHDFSへの接続があると、この接続を関連ジョブに再利用すること
ができます。
始める前に
•

使用するHDFSシステムをホストするHadoopクラスターへの接続が、[Repository] (リポジト
リー)内の[Hadoop cluster] (Hadoopクラスター)ノードから設定済みであること。
この接続を作成する方法の詳細は、Hadoop接続の手動セットアップ（12ページ）を参照し
て下さい。

•

使用するHadoopクラスターが適切に設定され、実行されており、そのディストリビューショ
ンとHDFSに対する適切なアクセス権限を持っていること。

•

Talend Studioがインストールされているクライアントマシンが、使用するHadoopクラス
ターのノードのホスト名を認識できることを確認する必要があります。そのためには、そ
のHadoopクラスターのサービスに使用するIPアドレス/ホスト名のマッピングエントリをクラ
イアントマシンのhostsファイルに追加します。
たとえば、Hadoopネームノードサーバーのホスト名がtalend-cdh550.weave.localで、IP
アドレスが192.168.x.xの場合、マッピングエントリは192.168.x.x talend-cdh550.
weave.localとなります。

手順
1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)ノードの下の[Hadoop
cluster] (Hadoopクラスター)ノードを展開し、使用するHadoop接続を右クリックしてコンテキ
ストメニューから[Create HDFS] (HDFSの作成)を選択します。
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2. 接続ウィザードが表示されます。ここで、[Name] (名前)、[Purpose] (目的)、[Description] (説
明)など、ジェネリックプロパティを入力します。

3. 完了したら、[Next] (次へ)をクリックします。2番目の手順では、HDFSの接続データを入力し
ます。
[User name] (ユーザー名)プロパティには、前の手順で選択したHadoop接続から継承された値
が自動的に入力されます。
[Row separator] (行区切り)と[Field separator] (フィールド区切り)のプロパティには、デフォル
トの値を使用します。
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4. 使用するHDFSファイルの先頭行のデータを使用してこのファイルのカラム名を定義するに
は、[Set heading row as column names] (先頭行をカラム名に設定)チェックボックスをオンにし
ます。
[Header] (ヘッダー)チェックボックスが自動的に選択され、[Header] (ヘッダー)フィールド
に1が入力されます。これは、ファイルの最初の行がデータ本体としては無視され、ファイル
のカラム名として使用されることを意味します。
5. [Check] (チェック)をクリックして接続を確定します。
正しく接続できたかどうかを示すメッセージが表示されます。
6. [Finish] (終了)をクリックして、変更を確定します。
タスクの結果
新しいHDFS接続は、[Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Hadoop cluster] (Hadoopクラス
ター)ノードの下に表示されます。これを使用して、これらのスキーマをTalendジョブで再利用す
るために、接続されたHDFSシステムに保存されているファイルのスキーマを定義し、一元管理す
ることができます。
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ファイルをHDFSにアップロードする
ファイルをHDFSにアップロードすると、ビッグデータジョブによる読み取りと処理が可能になり
ます。
この手順では、Hadoop接続の手動セットアップ（12ページ）の説明に従って[Repository]
(リポジトリー)で接続済みのCloudera HadoopクラスターのHDFSシステムにデータを書き込む
ジョブを作成します。このデータは、ビッグデータのデータ統合タスクを実行する（26ペー
ジ）で説明しているユースケースに必要です。ユースケースに必要なファイルについては、でこ
のページのオンラインバージョンのhttps://help.talend.com[Downloads] (ダウンロード)タブか
らtos_bd_gettingstarted_source_files.zipをダウンロードします。
始める前に
•

使用するHadoopクラスターへの接続と、このクラスターのHDFSシステムへの接続が
、[Repository] (リポジトリー)内の[Hadoop cluster] (Hadoopクラスター)ノードから設定済みで
あること。
設定していない場合は、Hadoop接続の手動セットアップ（12ページ）とHDFSへの接続を設
定する（15ページ）を参照して、接続を作成します。

•

使用するHadoopクラスターが適切に設定され、実行されており、そのディストリビューショ
ンと使用するHDFSフォルダーに対する適切なアクセス権限を持っていること。

•

Talendジョブが実行されているクライアントマシンが、使用するHadoopクラスターのノード
のホスト名を認識できることを確認します。そのためには、そのHadoopクラスターのサービ
スに使用するIPアドレス/ホスト名のマッピングエントリをクライアントマシンのhostsファ
イルに追加します。
たとえば、Hadoopネームノードサーバーのホスト名がtalend-cdh550.weave.localで、IP
アドレスが192.168.x.xの場合、マッピングエントリは192.168.x.x talend-cdh550.
weave.localとなります。

手順
1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Job Designs] (ジョブデザイン)ノードを右クリック
して、コンテキストメニューから[Create folder] (フォルダーの作成)を選択します。
2. [New Folder] (新規フォルダー)ウィザードでジョブフォルダーにgetting_startedという名
前を付け、[Finish] (終了)をクリックしてフォルダーを作成します。
3. getting_startedフォルダーを右クリックし、コンテキストメニューから[Create Job] (ジョブの
作成)を選択します。
4. [New Job] (新規ジョブ)ウィザードで、作成するジョブに名前を付け、必要に応じてその他の有
用な情報を入力します。
たとえば、[Name] (名前)フィールドにwrite_to_hdfsと入力します。
ウィザードのこの手順では、[Name] (名前)が唯一の必須フィールドです。[Description] (説
明)フィールドに入力した情報は、[Repository] (リポジトリー)ツリービュー内のジョブにマウ
スポインターを移動するとホバーテキストとして表示されます。
5. [Finish] (終了)をクリックしてジョブを作成します。
Studioに空のジョブが開きます。
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6. [Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)の下で、[Hadoop cluster]
(Hadoopクラスター)ノードを展開します。
7. 作成したHadoop接続を展開し、その下のHDFSフォルダーを展開します。この例では、my_cdh
Hadoop接続です。
8. HDFS接続をHDFSフォルダーから、作成するジョブのワークスペースにドロップします。この
接続は、この例ではcdh_hdfsです。
[Components] (コンポーネント)ウィンドウが開き、このHDFS接続をジョブ内で直接再利用で
きるすべてのコンポーネントが表示されます。

9. tHDFSPutを選択し、[OK]をクリックして選択を確定します。
この[Components] (コンポーネント)ウィンドウは閉じて、tHDFSPutコンポーネントが現在の
ジョブのワークスペースに自動的に置かれます。このコンポーネントは、前の手順で説明し
たHDFS接続の名前を使用してラべルが付けられています。
10. tHDFSPutをダブルクリックして、その[Component] (コンポーネント)ビューを開きます。
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使用するHDFSシステムへの接続は、セットアップして[Repository] (リポジトリー)内に保存し
たHDFS接続の設定を使用して自動的に設定されています。したがって、このタブ内の関連す
るパラメーターは読み取り専用となります。これらのパラメーターは、[Distribution] (ディス
トリビューション)、[Version] (バージョン)、[NameNode URI]、[Use Datanode Hostname] (デー
タノードホスト名の使用)、[User kerberos authentication] (Kerberos認証の使用)、[Username]
(ユーザー名)です。
11. [Local directory] (ローカルディレクトリー)フィールドにパスを入力するか、またはHDFSにコ
ピーするファイルが保存されているフォルダーに移動します。
動画とそのディレクターに関するファイルは、このディレクトリーに保存されています。
12. [HDFS directory] (HDFSディレクトリー)フィールドにパスを入力するか、またはHDFS内のター
ゲットディレクトリーに移動して、ファイルを保存します。
このディレクトリーが存在しない場合は、オンザフライで作成されます。
13. [Overwrite file] (ファイルの上書き)ドロップダウンリストで[always](常に)を選択して、HDFS内
のターゲットディレクトリーにファイルが既に存在する場合は上書きするようにします。
14. コピーするファイルを選択する条件を定義するために、[Files] (ファイル)テーブルで[+]ボタン
をクリックして1行を追加します。

15. [Filemask] (ファイルマスク)カラムで二重引用符の間にアスタリスク(*)を入力
し、tHDFSPutが、[Local directory] (ローカルディレクトリ)フィールドで指定したフォルダーに
保存されている全てのファイルを選択するようにします。
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16. [New name] (新しい名前)カラムは空のままにしておきます。すなわち、デフォルトの二重引用
符はそのままにしておきます。これは、アップロード後もファイルの名前が変わらないように
するためです。
17. [F6]を押してジョブを実行します。
[Run] (実行)ビューが自動的に開きます。ビューにはこのジョブの進行状況が示されます。

タスクの結果
ジョブが完了すると、アップロードしたファイルはHDFS内の指定したディレクトリーにありま
す。
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ファイルメタデータの準備
[Repository] (リポジトリー)で、HDFSに保存されているファイルのメタデータを設定すると、関連
するビッグデータコンポーネント内のスキーマを直接再利用でき、関連する各パラメーターを手
動で定義する必要がありません。
処理が必要なmovies.csvファイルは使用中のHDFSシステムに保存されているため、そのスキー
マを取得して、そのメタデータを[Repository] (リポジトリ)内で設定することができます。
directors.txtファイルのスキーマも取得できますが、以下に説明する取得手順で意図的に無視
されます。このシナリオでは、ジョブ内のスキーマを手動で定義する方法をデモンストレーショ
ンするために、このdirectors.txtファイルが使用されるためです。
始める前に
•

Talend Studioを起動し、Integrationパースペクティブを開いていること。

•

ソースファイルmovies.csvとdirectors.txtがファイルをHDFSにアップロードす
る（18ページ）の説明に従ってHDFSにロードされていること。

•

使用するHadoopクラスターへの接続と、このクラスターのHDFSシステムへの接続が
、[Repository] (リポジトリー)内の[Hadoop cluster] (Hadoopクラスター)ノードから設定済みで
あること。
設定していない場合は、Hadoop接続の手動セットアップ（12ページ）とHDFSへの接続を設
定する（15ページ）を参照して、接続を作成します。

•

使用するHadoopクラスターが適切に設定され、実行されており、そのディストリビューショ
ンと使用するHDFSフォルダーに対する適切なアクセス権限を持っていること。

•

Talend Studioがインストールされているクライアントマシンが、使用するHadoopクラス
ターのノードのホスト名を認識できることを確認する必要があります。そのためには、そ
のHadoopクラスターのサービスに使用するIPアドレス/ホスト名のマッピングエントリをクラ
イアントマシンのhostsファイルに追加します。
たとえば、Hadoopネームノードサーバーのホスト名がtalend-cdh550.weave.localで、IP
アドレスが192.168.x.xの場合、マッピングエントリは192.168.x.x talend-cdh550.
weave.localとなります。

手順
1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)の下で、[Hadoop cluster]
(Hadoopクラスター)ノードを展開します。
2. 作成したHadoop接続を展開し、その下のHDFSフォルダーを展開します。
この例では、my_cdh Hadoop接続です。
3. このHDFSフォルダー内のHDFS接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve
schema] (スキーマの取得)を選択します。
このシナリオでは、HDFS接続にはcdh_hdfsという名前が付いています。
[Schema] (スキーマ)ウィザードが表示され、HDFS内のファイルまで移動することができま
す。
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4. ファイルツリーを展開してmovies.csvファイルを表示します。そこからスキーマを取得し、
選択する必要があります。
このシナリオでは、movies.csvファイルは次のディレクトリに保存されています: /user/
ychen/input_data。
5. [Next] (次へ)をクリックして、ウィザードに取得されたスキーマを表示します。
動画データのスキーマがウィザードに表示され、データの最初の行は自動的にカラム名として
使用されます。
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使用しているデータの最初の行がこのように使用されない場合は、HDFSへの接続を設定す
る（15ページ）の説明に従ってHDFS接続を作成したときに[Header] (ヘッダー)設定をどう
したかをレビューする必要があります。
6. [Finish] (終了)をクリックして、変更を確定します。
タスクの結果
これで、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー内で使用しているHDFS接続の下にファイルメタ
データが表示されるようになりました。
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ビッグデータのデータ統合タスクを実行する

ビッグデータのデータ統合タスクを実行する
この章では、動画レンタルとストリーミングビデオサービスを提供する会社の例を取り上げ、そ
のような会社によるTalend Open Studio for Big Dataの利用方法について説明します。
以下の方法を習得すれば、動画とディレクターに関するデータ、および顧客に関するデータの作
業を行えるようになります。
•

ローカルファイルシステムに保存されているデータを会社のHadoopクラスターのHDFSファイ
ルシステムにアップロードする。

•

ディレクターデータを動画データに結合して新しいデータセットを生成し、このデータセット
もHDFSシステムに保存する。

動画とディレクターの情報を結合する
このシナリオでは以下について説明します。
1. Talendジョブを作成する方法。詳細は、ジョブの作成（26ページ）を参照して下さい。
2. ジョブで使用するコンポーネントをドロップおよびリンクする方法。詳細は、コンポーネント
のドロップおよびリンク（27ページ）を参照して下さい。

3. [Repository] (リポジトリー)から関連するメタデータを使用して入力コンポーネントを設定す
る方法。詳細は、Pig用の入力データを設定する（28ページ）を参照して下さい。
4. 入力データを結合するための変換を設定する方法。詳細は、Pig用のデータ変換を設定す
る（32ページ）を参照して下さい。

5. 変換されたデータをHDFSに書き込む方法。詳細は、出力の書き込み（33ページ）を参照し
て下さい。

ジョブの作成
Talendジョブでは、Talendコンポーネントにアクセスして使用し、データの読み取り、変換、ま
たは書き込みを行う技術プロセスを設計することができます。
始める前に
•

Talend Studioを起動し、 Integration パースペクティブを開いていること。

手順
1. getting_startedフォルダーを右クリックし、コンテキストメニューから[Create Job] (ジョブの
作成)を選択します。
2. [New Job] (新規ジョブ)ウィザードで、作成するジョブに名前を付け、必要に応じてその他の有
用な情報を入力します。
たとえば、[Name] (名前)フィールドにaggregate_movie_directorと入力します。
ウィザードのこの手順では、[Name] (名前)が唯一の必須フィールドです。[Description] (説
明)フィールドに入力した情報は、[Repository] (リポジトリー)ツリービュー内のジョブにマウ
スポインターを移動するとホバーテキストとして表示されます。
3. [Finish] (終了)をクリックしてジョブを作成します。
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Studioに空のジョブが開きます。
タスクの結果
Studioでコンポーネント[Palette] (パレット)が使用できるようになりました。この[Palette] (パレッ
ト)、および[Repository] (リポジトリ)内の[Metadata] (メタデータ)ノードを活用して、ジョブの設
計を開始することができます。

コンポーネントのドロップおよびリンク
使用するPigコンポーネントは、データ変換のためのPigプロセスを構成するために、ジョブのワー
クスペース内でオーケストレーションが行われます。
始める前に
•

Talend Studioを起動し、Integrationパースペクティブを開いていること。

•

空のジョブがジョブの作成（26ページ）の説明に従って作成され、ワークスペース内に開
いていること。

手順
1. ジョブ内に使用するコンポーネントの名前を入力し、表示されるリストからこのコン
ポーネントを選択します。このシナリオでは、コンポーネントはtPigLoadコンポーネント
が2つ、tPigMapコンポーネントが1つ、tPigStoreResultコンポーネントが2つです。
•

2つのtPigLoadコンポーネントはそれぞれ、動画データとディレクターデータをHDFSから
現在のジョブのデータフローにロードするために使用されます。

•

tPigMapコンポーネントは入力データの変換に使用されます。

•

tPigStoreResultコンポーネントは、HDFS内の指定のディレクトリーに結果を書き込みま
す。

2. tPigLoadコンポーネントの1つのラベルをダブルクリックしてこのラベルを編集可能に
し、movieと入力してこのtPigLoadのラベルを変更します。
3. directorのもう1つのtPigLoadコンポーネントのラベルにも同じ手順を実行します。
4. movieのラベルが付いたtPigLoadコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニュー
から[Row] (行) > [Pig combine] (Pigの結合)の順に選択し、tPigMapをクリックしてこ
のtPigLoadをtPigMapコンポーネントに接続します。これは、動画データがtPigMapに送信され
る際のメインリンクです。
5. 同様に、[Row] (行) > [Pig combine] (Pigの結合)リンクを使用し、director tPigLoadコンポー
ネントをtPigMapに接続します。これは、ディレクターデータがルックアップデータとし
てtPigMapに送信される際の[Lookup] (ルックアップ)リンクです。
6. 同様に、[Row] (行) > [Pig combine] (Pigの結合)リンクを使用してtPigMapコンポーネント
をtPigStoreResultコンポーネントに接続し、ポップアップウィザードで、このリンクにout1と
いう名前を付け、[OK]をクリックしてこの変更を確定します。
7. これらのオペレーションを繰り返し、[Row] (行) > [Pig combine] (Pigの結合)リンクを使用し
てtPigMapコンポーネントを別のtPigStoreResultコンポーネントに接続し、rejectという名前
を付けます。
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タスクの結果
ワークスペース内で、ジョブ全体は以下のようになります。

Pig用の入力データを設定する
データをHDFSからジョブにロードするように2つのtPigLoadコンポーネントを設定します。
始める前に
•

ソースファイルmovies.csvとdirectors.txtがファイルをHDFSにアップロードす
る（18ページ）の説明に従ってHDFSにロードされていること。

•

[Repository] (リポジトリ)の[Hadoop cluster] (Hadoopクラスター)ノードの下
で、movie.csvファイルのメタデータがHDFSフォルダー内に設定されていること。
設定していない場合は、ファイルメタデータの準備（22ページ）を参照してメタデータを作成
します。

手順
1. [Repository] (リポジトリ)の[Metadata] (メタデータ)ノードの下で、[Hadoop cluster] (Hadoopク
ラスター)ノードに続いてmy_cdh Hadoop接続ノードとその子ノードを展開して、HDFSフォル
ダーの下でファイルメタデータの準備（22ページ）の説明に従って設定したmoviesスキーマ
メタデータノードを表示します。
2. ジョブのワークスペースで、このスキーマメタデータノードをmovie tPigLoadコンポーネント
にドロップします。
3. movie tPigLoadコンポーネントをダブルクリックし、その[Component] (コンポーネン
ト)ビューを開きます。
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このtPigLoadは、HDFS設定と動画メタデータを[Repository] (リポジトリ)から自動的に再利用
し、関連するパラメーターをその[Basic settings] (基本設定)ビューで定義しています。

4. [Load function] (関数のロード)ドロップダウンリストからPigStorageを選択してPigStorage関数
を使用し、Pigから組み込み関数を使用し、動画データをストラクチャーテキストファイルと
してロードします。PigのPigStorage関数については、PigStorageを参照して下さい。
5. ジョブのワークスペースで、[Repository] (リポジトリ)内のmy_cdhというHadoop接続ノード
から、HDFSフォルダーの下のcdh_hdfs HDFS接続ノードを、directorというラベルの付い
たtPigLoadコンポーネントにドロップします。
これにより、[Repository] (リポジトリー)で作成したHDFS接続の設定が、現在のtPigLoadコン
ポーネントのHDFS関連の設定に適用されます。
6. director tPigLoadコンポーネントをダブルクリックし、その[Component] (コンポーネン
ト)ビューを開きます。
このtPigLoadは、HDFS設定を[Repository] (リポジトリ)から自動的に再利用し、関連するパラ
メーターをその[Basic settings] (基本設定)ビューで定義しています。
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7. [Edit schema] (スキーマの編集)の横の[...]ボタンをクリックし、スキーマエディターを開きま
す。
8. [+]ボタンを2回クリックして2つの行を追加し、[Column] (カラム)カラムで名前をそれぞ
れIDとNameに変更します。

9. [OK]をクリックしてこれらの変更を確定し、ポップアップ表示されるダイアログボックスで求
められるプロパゲーションを承認します。
10. [Load function] (関数のロード)ドロップダウンリストからPigStorageを選択し、PigStorage関数
を使用します。
11. [Input file URI] (入力ファイルのURI)フィールドに、ディレクターデータに関するデータが保
存されているディレクトリーを入力します。ファイルをHDFSにアップロードする（18ペー
ジ）で説明しているように、このデータは/user/ychen/input_data/directors.txtに
書き込まれています。
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12. [Field separator] (フィールド区切り)フィールドをクリックして[Edit parameter using repository]
(リポジトリーを使用してパラメーターを編集)ダイアログボックスを開き、フィールド区切り
を更新します。

このフィールド区切りは変更が必要です。このtPigLoadでは、HDFSメタデータ用に定義した
デフォルトの区切りであるセミコロン(;)が再利用されていますが、ディレクターデータでは実
際には、区切りにコンマ(,)が使用されているためです。
13. [Change to built-in property] (組み込みプロパティに変更)を選択し、[OK]をクリックして選択
を確定します。
[Field separator] (フィールド区切り)フィールドが編集可能になります。

14. 二重引用符の間にコンマを入力します。
タスクの結果
これで、動画データとディレクターデータをジョブにロードするようにtPigLoadコンポーネント
が設定されました。
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Pig用のデータ変換を設定する
動画データとディレクターデータを結合するようにtPigMapコンポーネントを設定します。
動画データとディレクターデータがジョブにロードされたら、両方を結合して目的の出力を生成
するようにtPigMapコンポーネントを設定する必要があります。
手順
1. tPigMapをダブルクリックし、[Map Editor] (マップエディター)ビューを開きます。

2. movieIDカラム、titleカラム、releaseYearカラム、およびurlカラムを、左側からそれ
ぞれの出力フローテーブルにドロップします。
[Map Editor] (マップエディター)の入力側(左側)にある2つのテーブルは、それぞれ入力フロー
の1つを表します。上のテーブルはメインフロー、下のテーブルはルックアップフローです。
出力側(右側)にある2つのテーブルは、コンポーネントのドロップおよびリンク（27ペー
ジ）でtPigMapをtPigStoreResultにリンクしたときに、out1およびrejectという名前を付け
た出力フローを表します。
3. 入力側で、directorIDカラムをメインフローテーブルから、ルックアップフローテーブル
のID行のExpr.keyカラムにドロップします。
このようにして、メインフローとルックアップフローの間の結合キーが定義されます。
4. directorIDカラムをメインフローテーブルから出力側のrejectテーブルにドロップ
し、Nameカラムをルックアップフローテーブルからout1テーブルにドロップします。
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前の2つの手順の設定では、入力データのカラムが出力データフローのカラムにどうマップさ
れるかを説明しています。
エディターの下側にある[Schema editor] (スキーマエディター)ビューから、両側のスキーマが
自動入力されていることが確認できます。
5.

out1出力フローテーブルで
ます。

ボタンをクリックし、フィルター式の編集フィールドを表示し

6. row1.directorId is not nullと入力します。
これによりtPigMapは、directorIDフィールドがいずれも空でない動画レコードのみを出力
することができます。空のdirectorIDフィールドを持つレコードは除外されます。
7.

reject出力フローテーブルで

ボタンをクリックし、設定パネルを開きます。

8. [Catch Output Reject] (出力リジェクトのキャッチ)行で[true] (真)を選択し、rejectフロー内に
空のdirectorIDフィールドを持つレコードを出力します。
9. [Apply] (適用)に続いて[OK]をクリックしてこれらの変更を確認し、ポップアップ表示されるダ
イアログボックスで求められるプロパゲーションを承認します。
タスクの結果
これで、動画データにそのディレクター名を添えて完成し、ディレクターデータを含まない動画
レコードを別のデータフローに書き込むように、変換が設定されました。

出力の書き込み
2つのtPigStoreResultコンポーネントが、予想される動画データとリジェクトされた動画データ
をHDFS内の別々のディレクトリーに書き込むように設定されます。
始める前に
•

Talendジョブが実行されているクライアントマシンが、使用するHadoopクラスターのノード
のホスト名を認識できることを確認します。そのためには、そのHadoopクラスターのサービ
スに使用するIPアドレス/ホスト名のマッピングエントリをクライアントマシンのhostsファ
イルに追加します。
たとえば、Hadoopネームノードサーバーのホスト名がtalend-cdh550.weave.localで、IP
アドレスが192.168.x.xの場合、マッピングエントリは192.168.x.x talend-cdh550.
weave.localとなります。

•

使用するHadoopクラスターが正しく構成され、実行されています。

手順
1. out1リンクを受け取るtPigStoreResultをダブルクリックします。
[Basic settings] (基本設定)ビューがStudioの下側に開きます。

33

ビッグデータのデータ統合タスクを実行する

2. [Result file] (結果ファイル)フィールドで、結果を書き込む必要のあるディレクトリーを入力し
ます。このシナリオでは/user/ychen/output_data/outです。動画のディレクターの名
前を含むレコードがここに入ります。
3. [Remove result directory if exists] (結果ディレクトリー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。
4. [Store function] (Store関数)リストでPigStorageを選択し、レコードを人が読めるUTF-8形式で
書き込みます。
5. [Field separator] (フィールド区切り)フィールドで、二重引用符の間に;を入力します。
6. 同じオペレーションを繰り返して、rejectリジェクトリンクを受け取るtPigStoreResultを設
定します。ただし、ディレクトリは[Result file] (結果ファイル)フィールドで/user/ychen/
output_data/rejectに設定します。
7. [F6]を押してジョブを実行します。
タスクの結果
[Run] (実行)ビューがStudioの下側に自動的に開き、このジョブの実行の進行状況を示します。
ジョブが完了すると、たとえばHDFSシステムのWebコンソール内で、出力がHDFSに書き込まれて
いることを確認できます。
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次のステップ?
Talend Studioが、Talendジョブを使用してビッグデータを管理するのにどう役立つかを見てきま
した。データにアクセスし、所定のHadoopクラスターにTalendジョブ経由で移動し、データを
フィルター処理して変換し、フィルター処理して変換したデータをHadoopクラスターのHDFSシ
ステムに保存する方法について学びました。その際に、使用頻度の高いHadoop接続を[Repository]
(リポジトリー)内で一元管理してそれらの接続をジョブ内で再利用しやすいようにする方法を学び
ました。
Talend Studioの詳細は、以下を参照して下さい。
•

Talend Studioユーザーガイド

•

Talendコンポーネントに関するドキュメンテーション

データがクリーンであることを確認するには、Talend Open Studio for Data QualityとTalend Data
Preparationが使用できます。
Talend製品とソリューションの詳細は、www.talend.comを参照して下さい。
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