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1: ビッグデータのい
このセクションでは、bigdataのとがなぜそれをいたいのかをします。

ビッグデータは、4Vでけられるデータである。これらは、ボリューム、ベロシティ、バラエティ
、およびベラシティです。

ボリューム - データがテラバイトやペタバイトのようななボリュームにある。によると、た
ちは23にの90のデータをしています。

1. 

ベロシティ - データがシステムをれる。たとえば、ソーシャルネットワーキングサイトにに
コンテンツをアップロードするものユーザーが、テラバイト/ののデータをします。

2. 

バラエティ - そのにづいたさまざまなのデータ。いRDBMSのはう、メール、XMLなど、、
、センサーデータなどがです。

3. 

Veracity - なデータにのあるをるです。これは、ビジネスののがデータのにするため、デー
タのもなとえることができます。

4. 

ビッグデータのとにされるもなプラットフォームは、 Hadoopフレームワークです。それは2つの
ものでされています

HadoopファイルシステムHDFS - データはHadoop Distributed File SystemHDFSにされます
.HADFSは、にサーバーにするなとはなり、ハードウェアのクラスタです。HDFSにあるデ
ータは、とフレームワーク。

1. 

MapReduceMR - これはHadoopのデフォルトフレームワークです。 MapReduce Apache 

Hadoopのです
2. 

Hadoopのにより、しいツールがHadoopコミュニティにしました。ものあるツール/フレームワー
クのない

Apache Spark1. 

Apache Storm2. 

Apache Flink

などなど..

3. 

なHDFSのストレージメカニズムはほとんどありません。

ハイブ1. 
HBase2. 
カサンドラ3. 

などなど..

はビッグデータのにがあり、データをどのようにているかにきな
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いがあることがわかります。パラレルユニバースでは、きなデー
タをRich-untamed-Dataとぶこともできます。このなデータを
ざんしなければなりません。きなデータでは、のデータのされた
をできるかもしれません。

ショッピングウェブサイトでののクリックにおいて、その、クリック、およびそのウェブサイト
にやされたがのがげられ、オンラインにをし、ユーザのにづいてをするようする。

Examples

ビッグデータとは

ビッグデータは、もなで、データのさまざまなによってされるとしてできます。これらのなるは
、

ボリュームのデータ、ベロシティデータフローの、バラエティ、、データとデータに
づいたな

これらのメトリックは、いのリレーショナルデータベースではいにくいものでした。しいシステ
ムのがじ、ビッグデータのがされました。くの々がビッグデータのをしていますが、データのリ
ーダーがするビッグデータのはほとんどありません。

「なデータは、にされるハードウェアやソフトウェアツールのをえて、ユーザーのにするえ
られるとともに、データを、、します。」Teradata Magazine article、2011

•

「ビッグデータとは、なデータベースソフトウェアツールがキャプチャ、ストア、、するを
えたデータセットをします」The McKinsey Global Institute、2012

•

「ビッグデータは、でなデータセットのであり、のデータベースツールをしてすることがに
なります」Wikipedia、2014

•

「ビッグ・データは、の、の、プロセスのをにするしいのをとする、、、なです」Gartner、
2012

•

データが "Big"になったら
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                     IOPS:Input/Output Operations Per Second

ビッグデータの

ビッグデータとは、のデータアプリケーションではえないほどでなデータセットのです。、キャ
プチャ、データのキュレーション、、、ストレージ、、ビジュアライゼーション、クエリ、、の
プライバシーなどのがあります。

きなデータのな

ソーシャルネットワーキングサイトのFacebookにされたデータ。 FacebookはテラバイトTBのデ
ータをしています。されたデータは、、、、などであってもよい。データは、されていないもの
からされていないものまで々である。たちがそのをはっきりとっているように、ている、かちっ
ている、あるいはしているかもしれません、またははににわないデータです。これらのデータは
すべてにBigDataをします。

ビッグデータにはがありますか

きなデータには、さまざまなデバイスやアプリケーションによってされたデータがまれます。ビ
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ッグデータののにあるフィールドのいくつかをにします。

ブラックボックスデータヘリコプター、、ジェットなどのコンポーネントで、の、マイクと
イヤフォンの、のをキャプチャします。

•

ソーシャルメディアのデータFacebookやTwitterなどのソーシャルメディアは、のもの々が
したとをしています。

•

データデータには、がしたなるのにづいてわれた「い」および「」にするがされています。•

グリッドデータグリッドデータは、にしてのノードによってされるをする。•

データデータには、のモデル、、、およびがまれます。•

エンジンデータエンジンは、さまざまなデータベースからくのデータをします。•

センサデータセンサでするさまざまなデバイスからのデータ、およびデータ、データ、、な
どデータ。

•

したがって、ビッグデータはな、、およびななデータをむ。そののデータは3あります。

1. Structured data : Mostly data from Relational Databases. 
 
2. Semi Structured data : XML data, email data. 
 
3. Unstructured data : Word, PDF, Text, Media Logs.

オンラインでビッグデータのいをむ https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/6890/ビッグデータのい
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2: Big Data / Hadoop Securityをいめる

き

さまざまなでHadoopでデータをすることができます。それぞれのにはのがあります。よりいをる
ためにのをみわせることもできます。このトピックでは、メソッドのとについてします

1. Kerberosはネットワークプロトコルです。

a。エントリレベルでユーザーをします。

b。 Kerberosは、のないユーザーによるへのアクセスをぎます。ログイン、テーブル、カラム、
フォルダ、ファイルレベルなどのレベルのはされません

2. Apache Sentryは、のロールベースをするためのシステムです

a。 Hive、Impala、Solrなどのアプリケーションレベルの。のユーザー/グループのDB、テーブル
、レベルのアクセスをできます。

b。 Hive、ImpalaなどのアプリケーションのにあるHDFSフォルダをすることはできません。
/user/hive/warehouse/prod.db/table1にされているHiveテーブルprod.table1。 Hueでのセントリの
は、Hueのテーブル/アクセスのみをできますが、ユーザーはHDFSのフォルダにアクセスするこ
とができます

c。 Hive、ImpalaなどとのないHDFSフォルダはされません

3.アクセスリストACLは、アクセスエントリACEのリストです。 ACLのACEはトラスティをし、
そのトラスティにして、、またはされるアクセスをします

a。フォルダレベルのアクセスは、

4. HDFSは、HDFSからみきされるデータのなエンドツーエンドをします

a。データをすることにより、さらにレベルのセキュリティがされます。に、データのは、のなる
、、によってされています

Examples

ACLの

hadoop fs -setfacl

オンラインでBig Data / Hadoop Securityをいめるをむ 

https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/9869/big-data---hadoop-securityをいめる

https://riptutorial.com/ja/home 6

https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/9869/big-data---hadoop-security%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/9869/big-data---hadoop-security%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/9869/big-data---hadoop-security%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/9869/big-data---hadoop-security%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/9869/big-data---hadoop-security%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/bigdata/topic/9869/big-data---hadoop-security%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B


クレジット

S. 
No

Contributors

1 ビッグデータのい Ani Menon, Community, Mr. P, NeoWelkin, Sayali Sonawane

2
Big Data / Hadoop 
Securityをいめる

saranvisa

https://riptutorial.com/ja/home 7

https://riptutorial.com/ja/contributor/2142994/ani-menon
https://riptutorial.com/ja/contributor/-1/community
https://riptutorial.com/ja/contributor/1459174/mr--p
https://riptutorial.com/ja/contributor/6671085/neowelkin
https://riptutorial.com/ja/contributor/6633975/sayali-sonawane
https://riptutorial.com/ja/contributor/7163728/saranvisa

	約
	章 1: ビッグデータの使い方
	備考
	開発者はビッグデータの処理能力に関心があり、データをどのように見ているかに大きな違いがあることがわかります。パラレルユニバースでは、大きなデータをRich-untamed-Dataと呼ぶこともできます。この巨大なデータを改ざんしなければなりません。大きなデータでは、既存のデータの隠された可能性を処理できるかもしれません。
	Examples
	ビッグデータとは？
	ビッグデータの例
	ビッグデータには何がありますか？


	章 2: Big Data / Hadoop Securityを使い始める
	前書き
	備考
	Examples
	ACLの例


	クレジット



