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1 Adabas バージョン 6.6 リリースノート

このドキュメントでは、前のリリース（バージョン 6.5）以降に導入または修正された、Adabas
バージョン 6.6 の機能について概要を説明します。また、バージョン 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5 のデータ
ベースをバージョン 6.6 に変換する方法、およびバージョン 6.6 のデータベースをバージョン
6.5/6.4/6.3 に変換する方法についても説明します。

ドキュメントは、次のセクションで構成されています。

■ 全般的な情報
■ 新機能、変更された機能、および削除された機能
■ 制限および制約事項
■ 以前のバージョンとバージョン 6.6 の間でのデータベースの変換
■ メンテナンスの終了
■ ドキュメントとその他のオンライン情報
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■ 表記規則 ....................................................................................................................................... 4
■ オンライン情報 ............................................................................................................................ 4
■ データ保護 ................................................................................................................................... 5
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表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字
folder.subfolder:service という規則を使用して webMethods Integration Server
上のサービスの保存場所を表します。

モノスペースフォン
ト

キーボードのキーを表します。同時に押す必要があるキーは、プラス記号 (+) で結ん
で表記されます。

大文字

独自の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数を表します。本文で最初
に出現する新しい用語を表します。

斜体

入力する必要があるテキストまたはシステムから表示されるメッセージを表します。
Program code.

モノスペースフォン
ト

選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッコの内側
にある情報のみを入力します。{ } 記号は入力しません。

{ }

構文行で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を入力します。
| 記号は入力しません。

|

1 つ以上のオプションを表します。大カッコの内側にある情報のみを入力します。[ ]
記号は入力しません。

[ ]

同じ種類の情報を複数回入力できることを示します。情報だけを入力してください。
実際のコードに繰り返し記号 (...) を入力しないでください。

...

オンライン情報

Software AG マニュアルの Web サイト

マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (http://documentation.softwareag.com)
で入手できます。このサイトでは Empower クレデンシャルが必要です。Empower クレデンシャ
ルがない場合は、TECHcommunity Web サイトを使用する必要があります。

Software AG Empower 製品のサポート Web サイト

もしまだEmpowerのアカウントをお持ちでないのなら、こちらへempower@softwareag.com電
子メールにて あなたのお名前、会社名、会社の電子メールアドレスをお書きの上、アカウント
を請求してください。

いったんアカウントをお持ちになれば、Empower https://empower.softwareag.com/ のeService
セクションにてサポートインシデントをオンラインで開くことができます。

製品情報は、Software AG Empower 製品のサポート Web サイト
(https://empower.softwareag.com) で入手できます。
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機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可用性に関する情報の取得、製品のダウ
ンロードを実行するには、Products に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論文、Knowledge Base の記事を読むには、
Knowledge Center に移動します。

もしご質問があれは、こちらのhttps://empower.softwareag.com/public_directory.asp グローバ
ルサポート連絡一覧の、あなたの国の電話番号を選んで、わたくし共へご連絡ください。

Software AG TECHcommunity

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト
(http://techcommunity.softwareag.com) で入手できます。以下の操作を実行できます。

■ TECHcommunity クレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。

■ 記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする。
■ Software AG の専門家によって承認されたオンライン掲示板フォーラムを使用して、質問した
り、ベストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AG のテクノロジをどのよう
に使用しているかを学んだりすることが可能です。

■ オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護

Software AG製品は、EU一般データ保護規則(GDPR)を尊重した個人データの処理機能を提供し
ます。 該当する場合、適切な手順がそれぞれの管理ドキュメントに記載されています。
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この章では、Adabas バージョン 6.6 のインストールおよび使用の前に確認すべき情報を記載し
ています。

サポートされているオペレーティングシステム

Software AG は、通常、各メーカーがサポートしているオペレーティングシステムプラットフォー
ムのバージョンに対してサポートを提供します。オペレーティングシステムプラットフォームの
プロバイダが、特定のオペレーティングシステムのバージョンに対するサポートを停止した場
合、Software AG はそのバージョンのサポートを停止します。

IBM プラットフォームに対する Software AG 製品の互換性、および Software AG 製品に対する
IBM の要件については、Product Compatibility for IBMPlatforms（IBM プラットフォームの製
品互換性）Web ページを参照してください。

この製品をインストールする前に、ホストのオペレーティングシステムが最小要件を満たしてい
ることを確認してください。Software AG 製品でサポートされているオペレーティングシステム
プラットフォームバージョンの詳細については、以下の手順を実行して確認してください。

1. Software AG の Empower Web サイト（https://empower.softwareag.com）にアクセスしま
す。

2. Empower にログインします。ログインしたら、Web ページの左側のメニュー［Products &
Documentation］を展開し、［Product Version Availability］を選択して Product Version
Availability 画面にアクセスします。

3. この画面の上部にあるフィールドを使用して、使用している Software AG 製品が表示される
ように結果を絞り込みます。［Search］ボタンをクリックすると、フィルタ条件を満たすサ
ポートされている Software AG 製品が、フィルタ条件の下に表として表示されます。

このリストには、サポートされているオペレーティングシステムプラットフォームごとに、
次の情報が表示されます。
■ 当該 Software AG 製品の Software AG 一般提供開始（GA）日。
■ 当該オペレーティングシステムプラットフォームの提供終了予定日（OS の提供終了）。
■ 当該製品の Software AG メンテナンス終了（EOM）日
■ 当該製品の Software AG 維持サポート終了（EOSS）日。

注意: 古いオペレーティングシステム上で新しいバージョンの Software AG 製品を実行す
ることは、技術的には可能ですが、Software AG は、オペレーティングシステムの製造元
がサポートを終了したバージョンに対しては、サポートを継続しません。サポートに関す
るご質問、前述の Product Version Availability 画面に表示されないオペレーティングシ
ステムのリリース、バージョン、または種類に当該製品をインストールする場合のサポー
トの可否およびサポート条件については、Software AG 技術サポートにお問い合わせくだ
さい。
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HP-UX または zLinux 環境では、Eclipse RCP ポートを使用できないので、Event Replicator
Target Adapter 管理 および Event Replicator Target Adapter データマッピングツール はこれら
の環境ではサポートされません。これらを使用するには、管理ツールとマッピングツールがイン
ストールされた Windows、AIX、Solaris または Linux 環境が必要です。Eclipse RCP がサポー
トされていないプラットフォーム上の Event Replicator Target Adapter インストール環境は、管
理ツールを使用してリモートから管理できます。

インストール

システム要件

現在のバージョンの Adabas のシステム要件は、インストールドキュメントの「システム要件」
（UNIX プラットフォームの場合）および「システム要件」（Windows プラットフォームの場
合）に記載されています。

以前のバージョンとの互換性

以前のバージョンの Adabas からバージョン 6.6 にアップグレードする場合は、まず間のバー
ジョンやスキップするバージョンのリリースノートを読み、互換性の問題があるかどうかを確認
する必要があります。

Adabas バージョン 6.5 のサポート

Adabas バージョン 6.6 は、Adabas バージョン 6.5 の正式な後継バージョンです。以前のバー
ジョンに対するサポートの終了時期については、Empower を参照してください。

9Adabas バージョン 6.6 リリースノート
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この章では、Adabas バージョン 6.6 の新機能および変更された機能について説明します。

新機能

Event Analytics 管理

ADAELA ユーティリティは、Event Analytics の構成と管理の機能を提供します。このユーティ
リティは、Adabas Analytics アドオン EALCONFIG の構成ツールに代わるものです。

また、ADAELA ユーティリティでは、ユーザー定義のイベントタイプの作成もサポートされて
います。

詳細については、「ユーティリティセクション」の「ADAELA」を参照してください。

Adabas ユーティリティの承認（モード ADABAS）

Adabas ユーティリティの認可機能が拡張され、セキュリティ定義をデータベースシステムファ
イルである RBAC システムファイルに保存するようになりました。これは、このバージョンの
新機能です。

この機能は、ユーティリティのセキュリティ構成の Mode ADABAS 設定を使用して有効にします。
詳細については、『拡張オペレーション』の「Adabas ユーティリティの認可のコンフィグレー
ション」セクションを参照してください。

新しいユーティリティ ADARBA は、RBAC システムファイルのセキュリティ定義の管理に必要
な機能を提供します。詳細については、『ユーティリティ』の「ADARBA」セクションを参照
してください。

Adabas ユーティリティの認可を使用してデータベースを保護する前に、この新機能の概念と実
装について理解しておいてください。

ADADBM - 新機能

DELETE_DATABASE 機能は、特定のデータベースのデータベースコンテナを削除するか、特定
のデータベースを含むディレクトリ（およびそのすべてのサブディレクトリ）を削除します。

機能 RBAC_FILE は、RBAC システムファイルを作成します。これは、Adabas ユーティリティ
の認可（モード ADABAS）に必要です。
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ADANUC - WCHARSET パラメータ

WCHARSET パラメータは、ワイド文字フィールドのデフォルトエンコードを定義します。この
パラメータは、ADAOPR を使用して変更することもできます

ADAREP COUNT 機能

COUNT 機能は、各ファイルに保存されているレコード数を表示します。

修正機能

ADAOPR - WCHARSET パラメータ

ADAOPR 機能 WCHARSET は、ニュークリアスが設定したデフォルトのエンコードを新しい指
定値に変更します。

ADAREP - CONTENTS 機能

ADAREP 機能 CONTENTS では、最後のバックアップ以降に更新されたファイルに関する情報
が提供されるようになりました。

ADASTART - ニュークリアスログファイル名の変更

ニュークリアスを起動する前に、ADASTART は前回のニュークリアスセッションのログファイ
ル adanuc.log の名前を adanuc.log .<timestamp> に変更します。ここで、<timestamp> は秒単位の
精度を持つタイムスタンプです。

廃止された機能

EALCONFIG

Adabas Analytics アドオンを構成する EALCONFIG ツールは、新しいユーティリティ ADAELA
で置き換えられました。

13Adabas バージョン 6.6 リリースノート
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5 制限および制約事項

Adabas バージョン 6.6 には、次の制限があります。今後の更新パッケージでは、これらの制限
を解決する拡張機能が検討される可能性があります。

■ 現在、以前の CLOG レイアウト（CLOGLAYOUT=5）による出力のみがサポートされていま
す。ログにはすべてのコマンドが記録されますが、新しい ACBX インターフェイスを使用し
たコマンドに関する情報は完全ではありません。

15
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データベースをバージョン 6.1、6.2、6.3、6.4、または 6.5 からバージョン 6.6 にアップグレード
する場合は、次の 2 つのオプションを使用できます。

1. ユーティリティ ADABCK または ADAORD を使用してデータを変換します。このオプショ
ンを使用するには、次の操作が必要です。
a. 新しいバージョン 6.6 のデータベースを作成します。
b. ADABCK DUMP または ADAORD EXPORT（古いバージョン）を使用して、古いデータ

ベースをアンロードします。
c. ADABCK RESTORE または ADAORD IMPORT（バージョン 6.6）を使用して新しいデー

タベースをロードします。
2. ユーティリティ ADACVT を使用してデータを変換します。このユーティリティは、既存の

データベースをその場所で変換します。

データベースをバージョン 3 またはバージョン 5 からアップグレードする場合は、まずデー
タベースをバージョン 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5 のいずれかにアップグレード（バージョン固有
のドキュメントのリリースノートの説明を参照）してから、後述の手順に進む必要がありま
す。

重要: データベースを変換する前に ADABCK を使用してデータベースのダンプを取得し、
データベースを変換してから、ADAVFY FIELD および INDEX 機能を使用してデータベー
スの整合性を検証することを強くおすすめします。

バージョン 6.1/6.2/6.3/6.4/6.5 データベースからバージョン 6.6 への変
換

ユーティリティ ADACVT、ADABCK、および ADAORD は次の変更を行います。

■ ジェネラルコントロールブロック（GCB）の構造レベルが高くなります。
■ バージョン 6.1 のデータベースが変換されるときに FDT の構造が変更されます。
■ DBxxx.INI ファイルが存在する場合は、データベースは ADABAS.INI ファイルに含まれてい
ます。

■ ADABAS.INI ファイルの AUTOSTART オプションが調整されます。
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バージョン 6.1 より前のバージョンからバージョン 6.6 へのデータ
ベース変換

データベースをバージョン 3 またはバージョン 5 から変換する場合は、まずデータベースをバー
ジョン 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5 のいずれかにアップグレード（バージョン固有のドキュメントの
リリースノートの説明を参照）してから、前述の手順に進む必要があります。

バージョン 6.6 データベースから以前のバージョンへのダウング
レード

データベースを以前のバージョンに変換するには、ユーティリティ ADACVT を使用します。
ADACVT は、データベースを選択したターゲットバージョン（バージョン 6.3 ～バージョン
6.5）にインプレースで変換します。バージョン 6.6 で導入された機能が使用されていた場合、ダ
ウングレードはできません。

バージョン 6.6 からバージョン 6.5/6.4/6.3 に変換する代替の方法

ユーティリティ ADABCK を使用して、バージョン 6.6 データベースを変換してバージョン
6.5/6.4/6.3 に戻すこともできます。これを行うには、対応するターゲットバージョンのユーティ
リティ ADABCK を使用して、ADABCK バージョン 6.6 で作成したバックアップをリストアし
ます。データベースを一からリストアする場合を除き、ADABCK のバージョンとターゲット
データベースのバージョンが一致している必要があります。ただし、バージョン 6.6 で導入され
た機能が使用されていた場合は、この方法を適用できません。

ICU バージョン 5.4 で作成された照合ディスクリプタ

ICU バージョン 5.4 で作成された照合ディスクリプタは、Adabas バージョン 6.3/6.4 では正しく
処理されません。そのため、ADACVT/ADABCK を使用してターゲットバージョンに変換した
後で、ターゲットバージョンの ADAINV を使用して照合ディスクリプタの ADAINV REINVERT
を実行する必要があります。

REINVERT を実行せずに、照合ディスクリプタにアクセスしようとすると、予期しないエラー
が発生したり、誤った結果が得られたりします。

19Adabas バージョン 6.6 リリースノート
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7 メンテナンスの終了

Software AG による製品サポートの期限については、Software AG の Empower Web サイト
（https://empower.softwareag.com）を参照してください。

Empower にログインします。ログインしたら、Web ページの左側のメニューにある［Products］
を展開し、［Product Version Availability］を選択して、Product Version Availability アプリ
ケーションにアクセスします。このアプリケーションから、特定の製品およびリリースのサポー
ト情報を確認できます。

21
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8 ドキュメントとその他のオンライン情報

■ Software AG ドキュメント Web サイト ......................................................................................... 24
■ Software AG TECHcommunity ........................................................................................................... 24
■ Software AG Empower 製品サポート Web サイト ........................................................................... 24
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次のオンラインリソースを使用して、Software AG 製品に関する最新情報を入手できます。

Software AG ドキュメント Web サイト

すべての Software AG 製品のドキュメントは、Software AG ドキュメント Web サイト
http://documentation.softwareag.com から入手できます。このサイトでは、Empower 資格情報
が必要です。Empower ユーザー ID とパスワードをお持ちでない場合は、このサイトで説明さ
れている手順に従って登録を行ってください（メンテナンス契約をされたお客様は無料）。ま
た、TECHcommunity Web サイトで最新のドキュメントにアクセスすることもできます。

Software AG TECHcommunity

ドキュメントおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト
http://techcommunity.softwareag.com から入手できます。次のことが可能です。

■ TECHcommunity の資格情報をお持ちの場合は、製品マニュアルにアクセスできます。そう
でない場合は登録し、関心領域として "Documentation" を指定する必要があります。すでに
TECHcommunity の資格情報をお持ちの場合は、TECHcommunity Web サイトで
TECHcommunity プロファイルを編集して関心領域を調整できます。ログイン後に
TECHcommunity でドキュメントにアクセスするには、［Communities］メニューから
［Documentation］を選択します。

■ 記事、デモ、チュートリアルにアクセスできます。
■ Software AG の専門家が管理するオンラインディスカッションフォーラムを利用して、質問を
したり、ベストプラクティスについて話し合ったり、他の顧客が Software AG テクノロジを
どのように使用しているかを学んだりできます。

■ オープン標準と Web テクノロジについて説明する外部ウェブサイトにリンクできます。

Software AG Empower 製品サポート Web サイト

製品情報は、Software AG Empower 製品サポート Web サイト https://empower.softwareag.com
で入手できます。このサイトでは、Empower 資格情報が必要です。Empower のユーザー ID と
パスワードをお持ちでない場合は、このサイトで説明されている手順に従って登録を行ってくだ
さい（メンテナンス契約をされたお客様は無料）。

機能／拡張機能のリクエスト送信、製品の入手に関する情報の取得、製品および認定サンプルの
ダウンロードを行うには、ログイン後にメニューから［Products & Documentation］を選択し
ます。

Adabas バージョン 6.6 リリースノート24
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修正プログラムに関する情報を取得したり、初期警告、技術ペーパー、およびナレッジベース記
事を読んだりするには、ログイン後にメニューから［Knowledge Center］を選択します。
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