
オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード

バージョン 10.11

2021 年 10 月



このマニュアルは、webMethods Migration Framework バージョン 10.11 およびそれ以降のリリースに適用されます。
このマニュアルに含まれる仕様は、変更されることがあります。変更内容については、それ以降のリリースノート、または次のエ
ディションで報告されます。
Copyright © 2010-2021 Software AG, Darmstadt, Germany and/or Software AG USA, Inc., Reston, VA, USA, and/or its subsidiaries
and/or its affiliates and/or their licensors.
Software AG および、すべての Software AG Software AG, Software AG USA Inc.、またはその子会社やライセンサーの商標または登
録商標です。このマニュアルに記載されたその他の企業名および製品名は、それぞれの所有者の商標です。
Software AG またはその子会社、もしくはその両方の商標および特許についての詳細は、次の場所を参照してください。
http://softwareag.com/licenses/
このソフトウェアを使用する際は、Software AG のライセンス契約条件を順守する必要があります。これらの契約条件は、
http://softwareag.com/licenses/またはライセンス製品のルートインストールディレクトリから取得できる製品ドキュメントの一部
として参照できます。
本ソフトウェアはサードパーティ製品の一部を含む場合があります。サードパーティの権利、ライセンス条項、追加の権利や制約
については、「License Texts, Copyright Notices and Disclaimers of Third Party Products」を参照してください。特定のサードパー
ティのライセンス条項や制約については、「License Terms and Conditions for Use of Software AG Products / Copyright and Trademark
Notices of Software AG Products」の「Legal Notices」の E 項を参照してください。これらのドキュメントは、
http://softwareag.com/licenses/またはライセンス製品のルートインストールディレクトリから取得できる製品ドキュメントの一部
として参照できます。
ドキュメントID: SAG-UPGR-1011-20211129_JA

http://softwareag.com/licenses/
http://softwareag.com/licenses/
http://softwareag.com/licenses/


目次

このマニュアルについて...........................................................................................................................................7
表記規則...................................................................................................................................................................8
オンライン情報とサポート..............................................................................................................................8
データ保護..............................................................................................................................................................9

1 アップグレードの準備........................................................................................................................................11
このマニュアルで扱うアップグレード.....................................................................................................12
準備、計画、およびテスト...........................................................................................................................12
Software AG Installer、Software AG Update Manager、Database Component Configurator
および移行ユーティリティを使用したアップグレード.....................................................................13
Command Central を使用したアップグレード.....................................................................................13
アップグレードを実行するために必要なマニュアル.........................................................................14
トラブルシューティング................................................................................................................................14
オペレーティングシステム間のアップグレードのサポート...........................................................15
一般的なアップグレード手順の要件.........................................................................................................15
他のマニュアルで扱っているアップグレードと移行.........................................................................16

2 Software AG Infrastructure のアップグレード........................................................................................19
新規製品のインストール................................................................................................................................20
古いインストールの準備................................................................................................................................20
Software AG Infrastructure の移行............................................................................................................21
アップグレードの完了.....................................................................................................................................23
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................23

3 webMethods Metering のアップグレード.................................................................................................25
新規製品のインストール................................................................................................................................26
Metering Agent のアップグレード.............................................................................................................26
Metering Server のアップグレード............................................................................................................28
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................29

4 BigMemory Max および Terracotta のアップグレード........................................................................31
新規製品のインストール................................................................................................................................32
古いインストールの準備................................................................................................................................32
BigMemory Max の移行..................................................................................................................................33
Terracotta の移行..............................................................................................................................................33
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................35

5 Universal Messaging のアップグレード.....................................................................................................37
クラスタアップグレードのガイドライン................................................................................................38

オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11 iii



新規製品のインストール................................................................................................................................39
古いインストールの準備................................................................................................................................39
Universal Messaging の移行.........................................................................................................................40
アップグレードの完了.....................................................................................................................................43
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................43

6 My webMethods Server のアップグレード...............................................................................................45
クラスタアップグレードのガイドライン................................................................................................46
新規製品のインストール................................................................................................................................46
古いインストールの準備................................................................................................................................47
データベースコンポーネントの移行.........................................................................................................48
My webMethods Server の移行...................................................................................................................48
My webMethods Server のアップグレードの完了..............................................................................52
Business Rules のアップグレードの完了.................................................................................................53
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................53

7 Integration Server、Microservices Runtime、およびホストされているWmパッケージのアッ
プグレード...................................................................................................................................................................55

クラスタアップグレードのガイドライン................................................................................................56
新規製品のインストール................................................................................................................................56
古いインストールの準備................................................................................................................................57
データベースコンポーネントの移行.........................................................................................................60
Integration Server または Microservices Runtime およびホストされている Wm パッケージ
の移行.....................................................................................................................................................................60
Integration Server のアップグレードの完了..........................................................................................66
Integration Server または Microservices Runtime のアップグレードの完了...........................66
アダプタまたは eStandards モジュールのアップグレードの完了................................................67
ActiveTransfer のアップグレードの完了.................................................................................................67
CloudStreams のアップグレードの完了...................................................................................................68
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................69

8 Software AG Designer およびビジネスプロセスデータのアップグレード....................................71
新しい Software AG Designer のインストール......................................................................................72
古い Software AG Designer の準備............................................................................................................72
データベースコンポーネントの移行.........................................................................................................73
Software AG Designer の移行.......................................................................................................................74
ビジネスプロセスアップグレードの完了................................................................................................79
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................79

9 Infrastructure Data Collector のアップグレード....................................................................................81
新規製品のインストール................................................................................................................................82
古いインストールの準備................................................................................................................................82
Infrastructure Data Collector の移行.........................................................................................................83

iv オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11

目次



製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................86

10 Optimize のアップグレード...........................................................................................................................89
新しい製品のインストール...........................................................................................................................90
移行方法................................................................................................................................................................90
古いインストールの準備................................................................................................................................91
データベースコンポーネントの移行.........................................................................................................92
Terracotta Server Array の設定と起動.....................................................................................................92
他の製品への接続の更新................................................................................................................................92
Optimize の移行.................................................................................................................................................93
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
..................................................................................................................................................................................96

11 Asset Build Environment、Deployer およびアプリケーションプラットフォームのアップグ
レード............................................................................................................................................................................99

新規製品のインストール.............................................................................................................................100
Asset Build Environment のアップグレード.......................................................................................101
Deployer のアップグレード.......................................................................................................................101
アップグレード Application Platform....................................................................................................102
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................105

12 Apama のアップグレード............................................................................................................................107
新しい製品のインストール.........................................................................................................................108
古いインストールの準備.............................................................................................................................109
Apama の移行..................................................................................................................................................109
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................109

13 API Gateway、API Portal、および CentraSite のアップグレード.............................................111
API Gateway クラスタのアップグレードのガイドライン..............................................................112
新しい製品のインストール.........................................................................................................................112
API Gateway のアップグレード................................................................................................................113
API Portal のアップグレード.....................................................................................................................115
API Portal 10.7 リリースの Developer Portal 10.11 リリースへの移行.................................118
アップグレード CentraSite.........................................................................................................................120
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................122

14 MashZone NextGen のアップグレード..................................................................................................125
新規製品のインストール.............................................................................................................................126
10.1、または 10.3 からのアップグレード: MashZone NextGen の移行.................................127
9.10、または 9.12 からのアップグレード: MashZone NextGen の移行.................................129
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................134

オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11 v

目次



15 9.9 からのアップグレード: Mobile Designer のアップグレード.................................................137
新規製品のインストール.............................................................................................................................138
古いインストールの準備.............................................................................................................................138
Mobile Designer の移行...............................................................................................................................139
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................139

16 webMethods OneData のアップグレード.............................................................................................141
インストールのための情報収集...............................................................................................................142
新規製品のインストール.............................................................................................................................142
古いインストールの準備.............................................................................................................................143
データベースコンポーネントの移行......................................................................................................144
webMethods OneData の移行....................................................................................................................145
アップグレードの完了..................................................................................................................................145
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................146

17 Zementis Predictive Analytics のアップグレード.............................................................................149
新規製品のインストール.............................................................................................................................150
古いインストールの準備.............................................................................................................................150
Zementis Predictive Analytics の移行....................................................................................................151
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................151

18 Digital Event Services のアップグレード..............................................................................................153
新規製品のインストール.............................................................................................................................154
古いインストールの準備.............................................................................................................................154
Digital Event Services の移行.....................................................................................................................155
製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調整、自動起動の再有効化
...............................................................................................................................................................................156

19 データベースコンポーネントの移行........................................................................................................159
要件と注意事項...............................................................................................................................................160
移行するデータベースコンポーネントの準備....................................................................................160
Database Component Configurator を使用したデータベースコンポーネントの移行........161

20 Command Central を使ったアップグレード.......................................................................................165
サポートされているアップグレードのシナリオ................................................................................166
アップグレードのアプローチ....................................................................................................................167
単一環境での製品のアップグレード......................................................................................................168
ソフトウェアスタックを使用した製品のアップグレード (10.1 リリース以降)...................170

vi オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11

目次



このマニュアルについて
■   表記規則 ............................................................................................................................................. 8

■   オンライン情報とサポート ............................................................................................................ 8

■   データ保護 ......................................................................................................................................... 9

オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11 7



このマニュアルでは、Software AG 製品のアップグレード手順について説明します。

表記規則

説明規則

画面上の要素を表します。太字

folder.subfolder.service形式のサービス名や場所、API、Javaクラス、メソッ
ド、プロパティを表します。

縮小フォント

次の情報を表します。斜体

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。
本文で最初に出現する新しい用語。
他のドキュメントソースへの参照。

次の情報を表します。モノスペースフォン
ト 入力する必要があるテキストまたはシステムで表示されるメッセージ。

プログラムコード。

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。

...

オンライン情報とサポート

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 (https://documentation.softwareag.com)
で入手できます。

Software AG の Empower 製品サポート Web サイト

Empower のアカウントをまだお持ちでない場合は、氏名、会社名、および会社の電子メールア
ドレスを empower@softwareag.com まで送信し、アカウントをリクエストしてください。

アカウントを取得したら、Empower (https://empower.softwareag.com/) の [eService] セクショ
ンからオンラインでサポートインシデントを開くことができます。

8 オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11
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製品情報は、Software AG の Empower 製品サポート Web サイト (https://
empower.softwareag.com) で入手できます。

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、KnowledgeBaseの記事を読むには、Knowledge
Center に移動します。

ご不明な点がありましたら、https://empower.softwareag.com/public_directory.aspx の [Global
Support Contact Directory] でお住まいの国のローカルまたはフリーダイヤル番号を検索し、お
電話でお問い合わせください。

Software AG Tech Community

マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG Tech Community Web サイト (https://
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) に従って個人データの処理に関する機能
を提供します。該当する場合、それぞれの管理マニュアルに適切な手順が記載されています。
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このマニュアルで扱うアップグレード
このマニュアルでは、9.9以降のリリースから10.11への以下の製品のアップグレード方法につ
いて説明します。

webMethods 製品。BigMemory Max および Terracotta の場合、このマニュアルは他の
webMethods 製品と併用される場合にのみアップグレードを扱います。

Zementis Predictive Analytics (webMethods 製品と併用する場合)

Apama および MashZone NextGen

このマニュアルの手順を使用して、10.11 インストールから別の 10.11 インストールにデータ
を移行することもできます (データセンターへの移動など)。

このマニュアルでは、データ移行など、アップグレード時に製品に特有のタスクが必要になる製
品を、製品ごとにそれぞれの章で説明します。製品に該当する章が存在しない場合 (ApplinX や
EntireX など)、その製品のアップグレードは新しい製品をインストールするだけです。

webMethods 10.11 のリリースには、Integration Agent は存在しません。古いインストールに
Integration Agentが含まれていた場合、新しいインストールにMicroservices Runtimeをインス
トールし、このマニュアルにある古いMicroservices Runtimeから新しいMicroservices Runtime
への移行の手順を使用して、古い Integration Agent から新しい Microservices Runtime に移行
します。

以下の製品は、一般的なリリースの番号付けに従っています。

webMethods 9.9、9.10、および 9.12 リリースでは、ActiveTransfer は 9.8 リリースのまま
残ります。

webMethods 10.11 リリースでは、API Portal は 10.7 リリースのまま残ります。

webMethods のリリース番号と BigMemory Max のリリース番号は次のようにマップされま
す: 9.9 (4.3.1)、9.10 (4.3.2)、9.12 (4.3.3)、10.1 (4.3.4)、10.3 (4.3.6)、10.5 (4.3.8)、10.7
(4.3.9)、10.11 (4.3.10)。

準備、計画、およびテスト
アップグレードプロセスで最も重要で時間がかかる部分は準備、計画、およびテストです。これ
らのトピックに関する手順とガイドラインについては、『Installation and Upgrade Information
for Software AG Products』の『Software AG Upgrade Preparation and Planning Guide』および
『Upgrade Testing Guidelines』を参照してください。『Installation and Upgrade Information
for Software AG Products』はインストールとアップグレード関係のすべてのマニュアルを含む
Web ヘルプです。
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Software AG Installer、Software AG Update Manager、Database
Component Configurator および移行ユーティリティを使用した
アップグレード
すべての製品について、Software AG Installer を使用した新しい製品のインストール、Software
AG UpdateManagerを使用した修正のインストール、Database Component Configuratorを使用
したデータベースの移行、SoftwareAG移行ユーティリティを使用した製品の設定、データ、ア
セットの移行を実行して、アップグレードを行うことができます。移行ユーティリティは、古い
インストールから新しいインストールに設定とデータを自動的に移行します。一部の製品では、
移行ユーティリティはプロンプトを表示せずに (サイレントで) 実行されます。その他の製品で
は、移行ユーティリティは次のように実行されます:

カスタム移行では、移行する設定とデータを選択できます。ユーティリティに表示される一
連のプロンプトで設定情報が収集され、選択した設定とデータが移行されます。設定を
migrate.datという名前のファイルにエクスポートして、他のアップグレードで使用すること
ができます。

インポートした設定を使用して、移行を実行できます。プロンプトが表示される場合とプロ
ンプトが表示されない場合(サイレント)があります。インポートする設定は、カスタムの移
行から、またはSoftware AGで提供されるold_releasesbs.datという名前のファイルに製品イ
ンストールで指定したデフォルトの移行からエクスポートした設定から取得できます。デ
フォルトの移行の設定については、製品固有の章で説明されています。

移行ユーティリティにより、移行の詳細情報がコマンドウィンドウと new_Software
AG_directory/install/logs ディレクトリの migrationLog.txt ファイルに書き込まれます。デフォ
ルトでは、このユーティリティにより、INFO、ERROR、およびFATALメッセージがログに書き
込まれます。製品の移行のログレベルをDEBUGに引き上げる場合は、log4j2ファイルが含まれ
る製品ディレクトリ(たとえばnew_Software AG_directory/product/bin/migrate、/migrate/bin、
または bin/migrate/resources ディレクトリ) に移動して、テキストエディタでファイルを開き
ます。logger.1.level プロパティを DEBUG に設定してから、ファイルを保存して閉じます。

製品によっては、移行ユーティリティの代わりにスクリプトを使用して設定やデータ、アセット
を移行します。

Software AG Installer や Software AG Update Manager、Database Component Configurator、移
行ユーティリティ、移行スクリプトを使用するには、このマニュアルの手順に従ってください。

Command Central を使用したアップグレード
Command Central を使用して様々な製品をアップグレードできます (『Software AG Command
Central Feature Support Matrix』を参照してください)。Command Central は、前項で説明した
アップグレード用のツールを実行します。セントラルマシンおよび各環境に Command Central
をインストールして設定し、各インストールにCommandCentralのエージェントであるPlatform
Managerをインストールし、製品、修正、アセット用のリポジトリを作成します。アップグレー
ドのオプションおよびその実行手順については、このマニュアルの165 ページの「Command
Central を使ったアップグレード」を参照してください。
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アップグレードを実行するために必要なマニュアル
このアップグレードを実行するには、新しいリリース用の『Installation andUpgrade Information
for Software AG Products』が必要です。これは、すべてのインストールとアップグレード関連
マニュアルをまとめた 1 つの使いやすい Web ヘルプになっています。

このアップグレードを実行するには、アップグレードする製品に応じて下記のマニュアルが必要
になります。各製品の新規リリース用のマニュアルを使用してください。

webMethods API Gateway Administration

webMethods API Portal Administrator’s Guide およびwebMethods API Portal Customization
Guide

webMethods Application Platform User’s Guide

webMethods BPM Task Development Help

CentraSite のマニュアル

webMethods Deployer User’s Guide

webMethods Integration Server Administrator’s Guide、webMethods Service Development
Help、webMethods Integration Server Clustering Guide

MashZone NextGen Administration Guide および MashZone NextGen User and Developer
Guide

Administering My webMethods Server

Administering webMethods OneData

Administering webMethods Optimize、Configuring BAM

Using BigMemory with webMethods Products および BigMemory Max のマニュアル

Universal Messaging Administration Guide

マニュアルへのアクセスの詳細については、『About this GuideOnline Information and Support』
を参照してください。

トラブルシューティング
アップグレード時にエラーが発生した場合、以下のトラブルシューティング方法を試してくださ
い。

ログファイルを確認します。

以下の表には、アップグレード情報とその場所を記録しているログのタイプが一覧されてい
ます。
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場所ログのタイプ

new_Software AG_directory/install/logs ディレクトリインストールとアンイ
ンストール

製品ファイル構造内の logs ディレクトリ、または new_Software
AG_directory/profiles/product/logs ディレクトリ

製品

new_Software AG_directory/install/logsディレクトリ、およびアッ
プグレード手順で示された製品ディレクトリ

データの移行

new_Software AG_directory/common/db/logs ディレクトリデータベースの移行

Empower Product Support WebsiteのKnowledge Center に移動し、技術記事を読みます (例
えば KB 1788395)。「upgrade」のようなキーワードを使用して、関連する技術記事と、古
いリリース、新しいリリース、その間のリリースを検索します。

Software AG TECHcommunity に移動します。

アップグレードディスカッションフォーラムに参加します ([Forums] > webMethods >
[Upgrade])。

アップグレード Wiki でヒントや他の情報を見つけたり投稿したりすることもできます
([Wiki] > webMethods > [Upgrade])。

上記の方法で問題を解決できない場合、Software AG Global Support までご連絡ください。

オペレーティングシステム間のアップグレードのサポート
Integration Server、Microservices Runtime、webMethods OneData、およびUniversal Messaging
は同じオペレーティングシステムを搭載した複数のマシン間での移行、および、異なるオペレー
ティングシステムを搭載したマシン間での移行をサポートします。

他の製品では、Windowsシステムから別のWindowsシステムへの移行、および、UNIXシステ
ムから別の UNIX システムへの移行をサポートします (両システムが同じベンダーの JVM を使
用している場合)。これらの製品では、あるオペレーティングシステムから異なるオペレーティ
ングシステムへの移行はサポートされません(たとえば、WindowsシステムからUNIXシステム
への移行、またはこの逆方向の移行もサポートされません)。

一般的なアップグレード手順の要件
重要:
これらの要件に合致しない場合は、予期しない結果になり、インストールやデータの破損が
起きることがあります。

このマニュアルのタスクは、示されている順序で正確に実行してください。ご使用の製品に
は、共有されているインフラストラクチャやイベント駆動型アーキテクチャなどの多くの相
互依存性があるため、タスクの順序は重要です。

指定のアップグレードパスのみで必要なタスクであると明記されていない限り、このマニュ
アルで説明するタスクはすべてのアップグレードパスについて実行してください。
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新しい製品をインストールする時には、最新の修正もインストールしてください。ただし、
アップグレード手順が完了するには数日または数週間かかることがあります。手順の実行中
に新しい修正を継続的にチェックして定期的にインストールします。

このマニュアルで指示があるまで、新しい製品を起動しないでください。起動すると、デー
タベースコンポーネントが壊れる可能性があります。

他のマニュアルで扱っているアップグレードと移行
以下の表はこのマニュアルで扱っていないアップグレードを一覧し、正しい情報ソースを提供し
ています。

情報アップグレード

『Supported Upgrade Paths』を参照してください。9.9 以前のリリースか
ら

アダプタの製品マニュアルを参照してください。webMethods アダプタ

9.9 より前の Apama リリースノートを参照してください。リリース 9.9 より前の
Apama

ApplinX のマニュアルを参照してください。ApplinX

webMethods Broker は廃止されました。webMethods 10.11 のリリー
スでは webMethods Broker は 10.5 リリースのままで、webMethods
10.5 のリリースに含まれていたものと同じです。

webMethods Brokerか
らUniversalMessaging

Universal Messaging に移行する場合、最初にこのマニュアルに記載さ
れているように他の製品をアップグレードし、次に『Migrating from
webMethods Broker to Software AG Universal Messaging』に記載され
ているように webMethods Broker を Universal Messaging に移行しま
す。

webMethods Broker の使用を継続する場合、最初に『 Installing and
Upgrading webMethods Broker』に記載されているよう webMethods
Broker をアップグレードし、次にこのマニュアルに記載されているよ
うに他の製品をアップグレードします。

Command Central の製品マニュアルを参照してください。Command Central

eStandards モジュールの製品マニュアルを参照してください。webMethods
eStandardsモジュール

API Gateway の製品マニュアルを参照してください。Mediator から API
Gateway

MashZone NextGen 9.9 から直接アップグレードする方法はありませ
ん。代わりに、9.10 のアップグレードガイドにある手順を使用して

Presto および
MashZone NextGen

MashZone NextGen 9.10 へアップグレードし、その後、このマニュア
ルにある手順を使用して、9.10 からアップグレードする必要がありま
す。
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情報アップグレード

BigMemory Max のマニュアルを参照してください。BigMemory Max
(webMethods製品と併
用しない場合)

<ph
conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/tcdb"><?xm-replace_text

BigMemory Max から
Terracotta

Phrase?></ph> は <ph
conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/tabm"><?xm-replace_text
Phrase?></ph>と大きく異なります。なぜなら、Terracottaが入力され
たデータの保存やキャッシュ用に設計されているのに対し、BigMemory
Max はは不透明なデータのキャッシュ用に設計されているためです。
したがって、Terracotta サーバのデータと設定をBigMemory Maxサー
バへ直接移行することはできません。移行したい場合は、特定の用途を
考慮したカスタムツールを作成する必要があります。

アップグレードを行う古いリリースの『Zementis installation guide』を
参照してください。

Zementis Predictive
Analytics (webMethods
製品および 10.1 より
前のリリースと併用し
ない場合)
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Software AG Runtime はインストール後、自動的に開始されます。Windows サービスまたは
UNIX デーモンを停止して Software AG Runtime をシャットダウンします。new_Software
AG_directory/profiles/CTP/binディレクトリのshutdown.{bat|sh}スクリプトを使用できます。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

古いインストールの準備
1. 古いインストールで製品をシャットダウンします。
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実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

2. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 最初にログファイルを old_Software AG_directory/profiles/CTP/logs ディレクトリから
外に移動することで、圧縮ファイルのサイズを小さくできます。

b. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

c. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM ZIP_file_name.zip common/conf install/products profiles/CTP

「profiles/CTP: no such file or directory」というメッセージが表示されることがあ
ります。このメッセージは無視できます。

d. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

Software AG Infrastructure の移行
Infrastructureコンポーネントは、製品と共に自動的にインストールされます。Infrastructureコ
ンポーネントは、Software AG Common Platform、Software AG Runtime、Software AG Security
Infrastructure および Software AG Web Services Stack です。

移行される設定、データおよびアセット
Software AG Runtime監視、デバッグ、JAAS、JMX、ポート、セキュリティ、シングルサイ
ンオン、ウォッチドッグ、および Web Services Stack 設定。
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ユーザリポジトリとパスワードストア。

次のような Log4j 2 設定。

10.4 以前からのアップグレード: ユーティリティはデフォルト以外のカスタムロガー、
org.apache.log4j.RollingFileAppenderアペンダおよびorg.apache.log4j.ConsoleAppender
アペンダを古い log_config.xml ファイルから新しい log4j2.properties ファイルに移行し
ます。

10.5 以降からのアップグレード:ユーティリティは古い log4j.properties ファイルのコン
テンツ全体を新しい log4j2.properties ファイルに移行します。

#include ディレクティブとコメント (関連付けられたプロパティは除く) を含む、古い
custom_wrapper.conf ファイルに加えられた Java サービスラッパーのカスタマイズ内容。

ユーザ、グループ、役割

プロキシタイプHTTP、HTTPS、FTP、およびSOCKSのプロキシ設定ファイル。ユーティリ
ティは、新しいインストールでまだ設定されていないプロキシのファイルを移行します。

10.0 以降では、Software AG Security Infrastructure は SSX または SSX LoginModule のサ
ポートを終了しました。移行ユーティリティは、SSXLoginModuleを含まないLoginContext
を移行します。ただし、古い LoginContext に SSX LoginModule が含まれている場合は、移
行ユーティリティは次のように処理します。

LoginContext が古いリリースと新しいリリースに存在する場合、ユーティリティは新し
い LoginContext に移行が実行されていないというコメントを追加します。

LoginContext が古いリリースに存在して新しいリリースには存在しない場合、ユーティ
リティは新しいリリースに移行が実行されていないというコメントと共に空のLoginContext
を追加します。これは、古いLoginContextを使用したソフトウェアが、コンテキスト不
足のために失敗することを回避するためです。

10.1 以降、移行ユーティリティは Software AG インストールディレクトリにない JKS ファイル
の移行をサポートしません。

Software AG Infrastructure 移行ユーティリティの実行
移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

注:
移行ユーティリティを実行する場合、古いインストールへのフルパスを指定し、場合によっ
ては新しいインストールへのパスも指定します。古い製品または新しい製品のインストール
時に、インストールディレクトリとしてシンボリックリンクを指定した場合、移行ユーティ
リティに指定するパスは、インストール時に指定したシンボリックリンクと同じパスにする
必要があります。

1. 実行されている新しい製品がないことを確認します。
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2. 新しい選択をホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory/common/migrate/osgi/bin ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行し
ます。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしで old_releaseを指定し
ます (990、9100、1030 など)。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat
-silent true

3. 古いインストールディレクトリと新しいインストールディレクトリの両方で、Software
AG_directory/profiles/CTP ディレクトリが表示される場合、new_Software
AG_directory/profiles/CTP/bin/migrateディレクトリに移動して、同じコマンドを再度実行
します。

アップグレードの完了
新しい custom_wrapper.conf ファイルの最後に #include ディレクティブが移行されます。それ
らを確認し、必要に応じて調整します。custom_wrapper.conf ファイルは Software
AG_directory/profiles/CTP/configuration ディレクトリにあります。

注:
『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』に記載されているように、Software AG
から指示がない限り、wrapper.conf ファイルを変更しないでください。wrapper.conf ファイ
ルを変更した場合、古い wrapper.conf ファイルで変更したプロパティの値を、新しい
custom_wrapper.conf ファイルの対応するプロパティに手動でコピーします。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
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します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

Metering Agent のアップグレード

古いインストールの準備
1. Metering Agent を使用したすべての古い製品をシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして
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実行するアクション製品が実行中
の場合

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

2. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

b. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM ZIP_file_name.zip common/metering/conf install/products

c. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

Metering Agent の移行

移行される設定

Metering Agent 設定ファイル。

Metering Agent 移行ユーティリティの実行

移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

注:
移行ユーティリティを実行する場合、古いインストールへのフルパスを指定し、場合によっ
ては新しいインストールへのパスも指定します。古い製品または新しい製品のインストール
時に、インストールディレクトリとしてシンボリックリンクを指定した場合、移行ユーティ
リティに指定するパスは、インストール時に指定したシンボリックリンクと同じパスにする
必要があります。
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1. 実行されている新しい製品がないことを確認します。

2. 新しい製品をホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory/common/metering/migrate ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行し
ます。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしで old_releaseを指定し
ます (1070 など)。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat
-silent true

Metering Server のアップグレード

古いインストールの準備
1. Metering Server.を使用していたすべての古い製品をシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

2. 新旧の製品インストールが異なるマシン上にあり、Metering Server データベースがデフォ
ルトの場所にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを作成して、移行ソースとし
て使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツールを使用して圧縮ファイル
を作成します。古い製品インストールをホストするマシンで JAVA_HOME および PATH シ
ステム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツールは Software
AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、下位レベルの
jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 など、追加的な情
報が含まれます。

注:
Metering Server データベースがデフォルトの場所にない場合は、Software AG Global
Support までご連絡ください。

a. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

b. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM ZIP_file_name.zip profiles/CTP/database profiles/CTP/configuration
install/products
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c. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

Metering Server の移行

移行されるフォルダと場所

Metering Server データベース。

Metering Server 移行ユーティリティの実行

移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

注:
移行ユーティリティを実行する場合、古いインストールへのフルパスを指定し、場合によっ
ては新しいインストールへのパスも指定します。古い製品または新しい製品のインストール
時に、インストールディレクトリとしてシンボリックリンクを指定した場合、移行ユーティ
リティに指定するパスは、インストール時に指定したシンボリックリンクと同じパスにする
必要があります。

1. 実行されている新しい製品がないことを確認します。

2. 新しい製品をホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory/common/metering-server/migrate ディレクトリに移動し、以下のコマンドを
実行します。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしで old_releaseを
指定します (1070 など)。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat
-silent true

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。
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新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
1. の古いインストールをシャットダウンします。
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実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

2. webMethods 以外のすべてのクライアントをシャットダウンします。

BigMemory Max の移行
注:
Terracotta BigMemory Max の名前はリリース 10.5 で BigMemory Max に変更されました。

この節では、webMethods製品のサポートで展開されているBigMemoryMaxクライアントおよ
びサーバを移行する方法について説明します。その他のすべての設定については、BigMemory
Max のマニュアルを参照してください。

『Using BigMemorywith webMethods Products』の手順に従って、4.1.4以降のライセンスキー
と tc-config.xml ファイルをインストールします。

クラスタを再起動する前に、クラスタ内のすべてのBigMemoryMaxクライアントおよびサーバ
を、新しいリリースにアップグレードする必要があります。

サーバが 1 台の場合

1. 古い Terracotta Server Array をシャットダウンします。

2. 新しい Terracotta Server Array を起動します。

アクティブサーバおよびミラーサーバで構成されるミラーグループがある場合

1. 古いミラーサーバをシャットダウンします。

2. 古いアクティブサーバをシャットダウンします。

3. 新しいアクティブサーバを起動します。

4. 新しいミラーサーバを起動します。

Terracotta の移行
注:
Terracotta DB の名前はリリース 10.5 で Terracotta に変更されました。
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入力されたデータの保存やキャッシュ用に Terracotta が設計されているのに対し、BigMemory
Max は不透明なデータのキャッシュ用に設計されているため、Terracotta は BigMemory Max
とは大きく異なります。したがって、Terracottaサーバのデータと設定をBigMemoryMaxサー
バへ直接移行することはできません。移行したい場合は、特定の用途を考慮したカスタムツール
を作成する必要があります。

以下に説明するように、Terracotta はディスクに保存されているデータを以前の 10.x リリース
から再利用できます。

Terracotta Management Console 設定とデータの移行
1. old_Software AG_directory/TerracottaDB/tools/management/conf ディレクトリに移動し

て、tmc.propertiesファイルを新しいインストールディレクトリの同じ場所にコピーします。

2. old_Software AG_directory/TerracottaDB/tools/management/conf ディレクトリに移動し
て、データディレクトリを新しいインストールディレクトリの同じ場所にコピーします。

3. Terracotta Management Console を開始します。

4. エラーメッセージを受け取った場合は、tmc.properties ファイルを開いて、すべてのプロパ
ティが正しく設定されていることを確認してください。手順については、製品マニュアルを
参照してください。

Ehcache 3.x データの移行
再起動可能なキャッシュマネージャに含まれる再起動可能なキャッシュ内のEhcache 3.xデータ
は、プラットフォームのデータルートを移動せずに新しいクラスタに移行できます。このデータ
の移行はデータディレクトリレベルで動作するため、同じデータディレクトリを使用するすべて
の再起動可能なキャッシュマネージャのデータが一緒に移行されます。

1. 古いクラスタをシャットダウンします。

2. 古いクラスタと同じ数のストライプと共に新しいクラスタ内でアクティブサーバを起動しま
す。

3. クライアントを使用してキャッシュマネージャ設定を作成します。キャッシュマネージャの
クラスタティアマネージャ名を含むクラスタURIは古いクラスタのURIと異なるものにでき
ます。URI の名前が異なる場合、キャッシュマネージャ設定API を使用するときに、古い名
前を再起動識別子として指定してください。これにより、システムは指定されたキャッシュ
マネージャに対応するデータを正しくマップすることができます。同じデータディレクトリ
下に複数のキャッシュマネージャが存在する場合、設定APIを使用して、ターゲットクラス
タ内にすべてのキャッシュマネージャを作成します。手順については、『Ehcache API
Developer Guide』の「Fast Restartability」についてのセクションを参照してください。

4. 新しいクラスタをシャットダウンします。
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5. 移行するすべてのサーバ上のすべての再起動可能なキャッシュマネージャに対して、Ehcache
ディレクトリ （キャッシュデータルート） のコンテンツを、古いクラスタのすべてのアク
ティブサーバのデータディレクトリから新しいクラスタのデータディレクトリにコピーしま
す。新しいクラスタのデータディレクトリパスは、古いクラスタのデータディレクトリと異
なるものにできます。

6. 新しいクラスタを開始します。Terracotta は、古いクラスタから移行されたすべてのキャッ
シュデータをロードします。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。
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新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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クラスタアップグレードのガイドライン
Universal Messaging では、クラスタは、クラスタリング用に設定された Universal Messaging
インストールの複数のサーバインスタンスとして定義されます。

このセクションは、このマニュアルの他の場所で説明されているように製品のアップグレード手
順で使用することを目的としています。使用する製品を対象に、マニュアル内のすべてのタスク
をその手順に記載された順番で実行する必要があります。追加のタスクまたは例外を以下に示し
ます。

新しい Universal Messaging サーバインスタンスをインストールする場合は、古いクラスタ
に一致するクラスタを作成します。新しい Universal Messaging サーバインスタンスは、並
行してインストールできます。

新しい Universal Messaging サーバインスタンスに最新の修正をインストールする場合は、
並行してインストールすることができます。

古い製品をシャットダウンする際に、すべてのクラスタノードをシャットダウンします。

古いUniversalMessagingインストールから新しいUniversalMessagingインストールにサー
バインスタンスを移行する場合は、並行して移行できます。

クラスタノードを起動する場合:

新しいクラスタノードが古いクラスタノードと同じホストマシンにある場合は、新しい
クラスタノードをすべて起動します。

新しいクラスタノードが古いクラスタノードとは異なるマシンにある場合は、以下の手
順に従います。以下の手順で、リモート結合またはゾーンを使用していない場合、「ノー
ド」はクラスタの一部であるノードを指します。リモート結合またはゾーンを使用して
いる場合、「ノード」はリモート結合またはゾーンの一部であるノードを指します。

1. 1 つのノードの new_Software
AG_directory/UniversalMessaging/server/instance_name/bin ディレクトリに移動
し、remote_realms_bootstrap.conf という名前のファイルを作成します。
instance_name.address=new_host_name_or_IP_address 形式 (たとえば、
umserver1.address=myUM1.com や umserver2.address=192.168.0.1) を使用して、
各ノードのファイルに、クロスホストのマッピングプロパティを追加します。ファイ
ルを、すべてのノードの同じ場所にコピーします。

2. すべてのノードを起動します。各インストールのremote_realms_bootstrap.confファ
イルは、remote_realms_bootstrap_old.conf という名前に変更されます。ソース
UniversalMessagingサーバインスタンスが特定のネットワークインタフェース(絶対
IPアドレス)にバインドされている場合、移行されたインスタンスアドレスのインタ
フェースは 0.0.0.0 (ポート上の既知の全インタフェース) にバインドします。

3. EnterpriseManagerを開いて、クラスタが正しく実行されていることを確認します。

『Universal Messaging Administration Guide』の手順に従って、クラスタを設定します。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

製品のInstallerパネルやプロンプトに従って[サイドバイサイドアップグレード]を選択します。
インスタンスは作成されません。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
1. 古い Universal Messaging に最新の製品修正をインストールし、古い Universal Messaging

を起動します。
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2. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

3. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

b. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM ZIP_file_name.zip install/products UniversalMessaging/server

c. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

Universal Messaging の移行

移行される設定、データおよびアセット
サーバインスタンス。

サーバインスタンスデータのディレクトリ。

Universal Messaging 10.11 ではキューによる JMS エンジンの使用をサポートしていません。
JMSエンジンを使用するように設定されたキューが古いリリースに含まれていた場合、Universal
Messaging 10.11 サーバを最初に起動したときに、Universal Messaging は自動的にこれらの
キューがデフォルトのキューエンジンを使用するように再設定します。
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移行ユーティリティの実行
新しいインストールでTemplate ApplicationsおよびEnterprise Managerをインストールした場
合は、移行で Template Applications と Enterprise Manager のインスタンスが作成されます。

プロンプトが表示される移行ユーティリティで 1 つのアイテムの移行に失敗した場合、次のア
イテムの移行を続けるか、移行を中断するかを尋ねられます。中断を選択すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

注:
移行ユーティリティを実行する場合、古いインストールへのフルパスを指定し、場合によっ
ては新しいインストールへのパスも指定します。古い製品または新しい製品のインストール
時に、インストールディレクトリとしてシンボリックリンクを指定した場合、移行ユーティ
リティに指定するパスは、インストール時に指定したシンボリックリンクと同じパスにする
必要があります。

カスタムの移行の実行

1. 新しい Universal Messaging をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを
開いて、new_Software AG_directory/UniversalMessaging/tools/migrate ディレクトリに移
動し、migrate.{bat|sh} コマンドを実行します。

2. 古い Universal Messaging インストールを含む Software AG ディレクトリまたは以前に作成
した圧縮ファイルへの完全パスを尋ねられます。

3. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と入力します。

4. 古いインストール内のインスタンスがリストされ、移行する Universal Messaging インスタ
ンスを尋ねられます。複数のインスタンスを指定するには、それらをカンマで区切ります。

すべてのインスタンスを移行するには、インスタンスを指定せずに Enter キーを押します。

5. 設定をエクスポートするかどうかを尋ねられます。このセッションから設定をインポートす
ることでその他の移行を実行する場合は、「Y」を入力します。実行しない場合は、「N」を
入力します。

6. 移行を開始するかどうかを尋ねられます。「Y」を入力すると、選択したデータが移行され
ます。

インポートした設定を使用した移行

インポートした設定は、以下から取得できます。

カスタムの移行からエクスポートした設定。これらの設定は、カスタムの移行を実行した
new_Software AG_directory/UniversalMessaging/tools/migrateディレクトリ内のmigrate.dat
という名前のファイルに保存されます。データの移行先にする新しい Universal Messaging
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インストールをホストするマシンの任意のディレクトリに migrate.dat ファイルをコピーし
ます。

Universal Messaging で提供されるデフォルトの移行の設定。古いリリースごとに、設定が
new_Software AG_directory/UniversalMessaging/tools/migrate ディレクトリ内の、
Software AGによって提供されるmigrateold_releasesbs.datというファイルに保存されます。
この設定は、40 ページの「 移行される設定、データおよびアセット」にリストされたデー
タを移行するように移行ユーティリティに通知します。

プロンプトを表示して、カスタムのインポートされた設定を使用して移行する

1. 新しい Universal Messaging をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを
開いて、new_Software AG_directory/UniversalMessaging/tools/migrate ディレクトリに移
動し、migrate.{bat|sh} コマンドを実行します。

2. 古い Universal Messaging インストールを含む Software AG ディレクトリまたは以前に作成
した圧縮ファイルへの完全パスを尋ねられます。

3. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「Y」と入力し、プロンプトが表示さ
れたら、migrate.dat ファイルの完全パスを指定します。

プロンプトを表示せずに、カスタムのインポートされた設定を使用して移行する (サイレント)

新しいUniversal Messagingをホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Software AG_directory/UniversalMessaging/tools/migrate ディレクトリに移動し、以
下のコマンドを実行します。エラーが発生すると、ユーティリティは終了します。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
-importFile full_path_to_migrate.dat
-silent true

プロンプトを表示せずに、デフォルトのインポートされた設定を使用して移行する(サイレント)

新しいUniversal Messagingをホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Software AG_directory/UniversalMessaging/tools/migrate ディレクトリに移動し、以
下のコマンドを実行します。migrateold_releasesbs.datファイルで、ピリオドなしでold_release
を指定します (990、9100、1030 など)。

デフォルトのインポートされた設定ですべてのインスタンスが移行されるため、デフォルト値を
上書きする場合は -instanceName のみを指定します。

エラーが発生すると、ユーティリティは終了します。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat
[-instanceName old_instance_name[,old_instance_name...]]
-silent true
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アップグレードの完了
1. リリース9.8では、nserver.confおよびnserverdaemon.confファイルがServer_Common.conf

という単一ファイルに結合されました。Server_Common.conf ファイルは、new_Software
AG_directory/UniversalMessaging/server/umserver/bin ディレクトリに保存されます。

9.9 または 9.10 からのアップグレード: 古いインスタンスの Server_Common.conf ファ
イルをカスタマイズした場合、対応する新しいインスタンスの
Custom_Server_Common.conf ファイルにも同じ変更を行ってください。

9.12または 10.1 からのアップグレード:古いインスタンスの Server_Common.conf また
は Custom_Server_Common.conf ファイルをカスタマイズした場合、対応する新しいイ
ンスタンスの Custom_Server_Common.conf ファイルにも同じ変更を行ってください。

2. 古いインスタンスのデータディレクトリが Software AG Installer で指定されたデフォルトの
場所にない場合、移行ユーティリティはデータディレクトリを移行していません。データ
ディレクトリのデフォルトの場所は、new_Software
AG_directory/UniversalMessaging/server/instance_name/dataディレクトリです。古い場所
の古いデータディレクトリを使用するか、それを新しい場所にコピーすることができます。
コピーする場合、以下の手順にも従います。

新しいインスタンスの Server_Common.conf ファイルの DDATADIR パラメータを編集
し、新しいデータディレクトリの場所をポイントするように設定します。

new_Software AG_directory/UniversalMessaging/serverinstance_name/bin ディレクト
リに移動し、テキストエディタでnstopserver.{bat|sh}スクリプトを開き、新しいデータ
ディレクトリの場所をポイントするよう編集します。

3. 古いデフォルト JAAS 設定ファイルを変更した場合は、old_Software
AG_directory/UniversalMessaging/server/server_name/binディレクトリに移動し、jaas.conf
ファイルを開いて、新しいインストールの同じファイルに変更をコピーします。また、トラ
ストストアファイルなどの外部リソースファイルへの参照をコピーし、必要に応じて参照を
変更してください。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。
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新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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クラスタアップグレードのガイドライン
My webMethods Server では、クラスタは、同じ MywebMethodsServer データベースコンポー
ネントをポイントする複数の My webMethods Server インスタンスとして定義されます。クラ
スタには、別の My webMethods Server インストールを含めることも、My webMethods Server
インストール内にサーバインスタンスを含めることもできます。

このセクションは、本章の以下の項目すべてに関連しています。使用する製品を対象に、章内の
すべてのタスクをその手順に記載された順番で、追加のタスクまたは例外も含めて実行する必要
があります。

Universal Messaging をインストールしてから My webMethods Server をインストールしま
す。

注:
10.0 から、My webMethods Server クラスタは、JMS イベントを交換するために、また
は、JMSプロバイダとして、サーバデータベースを使用していません。代わりに、Universal
Messaging がクラスタノードの同期のために必須になりました。

新しいMy webMethods Server をインストールする場合は、古いクラスタに一致するインス
トールのセットを作成します。新しいMy webMethods Server インストールは並行してイン
ストールできます。

新しいMy webMethods Server インストールに修正をインストールする場合、並行してイン
ストールすることができます。

Software AG Infrastructureをアップグレードする必要はありません。このマニュアルに記載
されているそれらの手順はスキップできます。

古い製品をシャットダウンする際に、すべてのクラスタノードをシャットダウンします。

古いMy webMethods Server インストールから新しいMy webMethods Server インストール
にサーバインスタンスを移行する場合は、インストールを並行して移行できます。

サーバインスタンスを初期化する場合は、並行して初期化できます。

Administering My webMethods Serverの手順に従って、クラスタを設定します。

新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

古いリリースで、環境変数WM_HOMEを使用して、インストールのホストマシンのグローバル
パスにデフォルトの My webMethods Server インストールを指定した可能性があります。古い
リリースと同じマシンに新しいリリースをインストールする場合、この変数の存在により問題が
発生することがあります。したがって、グローバルパスからこの環境変数を削除する必要があり
ます。

製品のInstallerパネル上またはプロンプトに従って[アップグレード用のサイドバイサイドのイ
ンストール] を選択します。インスタンスは作成されません。
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注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

新しい My webMethods Server のインストール後に、WM_HOME 環境変数を再定義しないでく
ださい。

古いインストールの準備
1. 古い My webMethods Server に最新の製品修正をインストールし、古い My webMethods

Server を起動します。

2. My webMethods Server の設定を編集するには、MywebMethodsServer データベースコン
ポーネントから適切な設定ファイルをMy webMethods Server インストールにダウンロード
します。次にそのファイルを変更し、データベースコンポーネントにアップロードしてファ
イルシステムから削除するか、ファイルシステムに残して、データベース内の同じ設定の環
境設定に使用します (『Administering My webMethods Server』を参照してください)。
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old_Software AG_directory/MWS/server/instance_name/config ディレクトリに移動して、
そのようなファイルがあるかどうかを確認します。新しいインストールに移行する必要がな
いファイルは、古いインストールから削除します。

3. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

4. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。

a. 古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開き、old_Software
AG_directory/MWS/bin/migrate または old_Software AG_directory /MWS/bin ディレク
トリ (所有している現在のリリースによって異なる) に移動し、次のコマンドを実行しま
す。mws.zipという名前の圧縮ファイルがold_Software AG_directory/MWS/bin/migrate
ディレクトリに作成されます。
ZIP-mws.{bat|sh}

b. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

データベースコンポーネントの移行
My webMethods Server のデータベースコンポーネントの移行手順については、159 ページの
「データベースコンポーネントの移行」を参照してください。

My webMethods Server の移行

移行できるインスタンス、設定、データおよびアセット
以下のアイテムを移行できます。

サーバインスタンスの例外: My webMethods Server 10.3 リリースから、My webMethods
Server では埋め込みデータベースをサポートしていません。そのため、My webMethods
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Server移行ユーティリティは、埋め込みデータベースを使用しているインスタンスを移行し
ません。代わりに、新しいインスタンスを作成し、その後、Deployerまたは、MywebMethods
Server. のコンテンツのインポート/エクスポート機能を使用して、古いインスタンスから新
しいインスタンスへアプリケーションやコンテンツを転送します。手順については、それぞ
れ webMethods Deployer User’s Guide または Administering My webMethods Server を参照
してください。

JAAS 設定ファイル。

<ph conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/sbp"><?xm-replace_text
Phrase?></ph> のユーザ設定、AppSpace、およびガジェット (古い My webMethods Server
が Business Console をホストしていた場合)。

#include ディレクティブとコメント (関連付けられたプロパティは除く) を含む、古い
custom_wrapper.conf ファイルに加えられた Java サービスラッパーのカスタマイズ内容。

Universal Messaging の URL を指定した場合は、既存の JNDI URL パラメータが更新される
か、必要に応じて cluster.xml ファイルに新しい JNDI URL パラメータが追加されます。

移行後、古い設定ファイルは削除され、新しい My webMethods Server で使用されない古いプ
ロパティは新しい設定ファイルから削除されます。また、ユーティリティによって My
webMethods Server インストールディレクトリとデータベースも同期されます。

移行ユーティリティの実行
プロンプトが表示される移行ユーティリティで 1 つのアイテムの移行に失敗した場合、次のア
イテムの移行を続けるか、移行を中断するかを尋ねられます。中断を選択すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

注:
移行ユーティリティを実行する場合、古いインストールへのフルパスを指定し、場合によっ
ては新しいインストールへのパスも指定します。古い製品または新しい製品のインストール
時に、インストールディレクトリとしてシンボリックリンクを指定した場合、移行ユーティ
リティに指定するパスは、インストール時に指定したシンボリックリンクと同じパスにする
必要があります。

カスタムの移行の実行

1. 新しいMy webMethods Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェル
を開いて、new_Software AG_directory/MWS/bin/migrateディレクトリに移動し、コマンド
migrate.{bat|sh} を実行します。

2. 古いMy webMethods Server インストールを含む Software AGディレクトリまたは以前に作
成した圧縮ファイルへの完全パスを尋ねられます。

3. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と入力します。

オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11 49

6 My webMethods Server のアップグレード



4. 古いMy webMethods Server インストールの各インスタンスについて、ユーティリティは次
の内容を尋ねます。

a. インスタンスを移行するかどうか。

b. 移行されたインスタンスで、稼働中のデータベースまたはデータベースのコピーを使用
するかどうか。データベースのコピーを使用すると応答した場合、データベース URL、
ユーザ、およびパスワードの入力を指示するプロンプトが表示されます。

注:
データが含まれていない新しいデータベースは使用できません。

c. 古いインスタンスが <ph
conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/num"><?xm-replace_text
Phrase?></ph> に接続されている場合は、移行したインスタンス用に古い Universal
Messaging URLを使うのか、または、新しいURLを使用するのかを指定します。新しい
URL を使用するように応答すると、ユーティリティが URL の入力を指示します。

古いインスタンスが <ph
conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/num"><?xm-replace_text
Phrase?></ph>に接続されていない場合は、Universal Messagingへの接続を今指定する
のか、または後で指定するのか。接続を今指定するように応答すると、ユーティリティ
が Universal Messaging URL の入力を指示します。

d. 移行されたインスタンス用に新しいノード名を使用するかどうか。

5. このセッションの設定をエクスポートするかどうかを尋ねられます。このセッションから設
定をインポートすることでその他の移行を実行する場合は、「Y」を入力します。実行しな
い場合は、「N」を入力します。

6. 移行を開始するかどうかを尋ねられます。「Y」を入力すると、指定したインスタンスが移
行されます。

インポートした設定を使用した移行

インポートした設定は、以下から取得できます。

カスタムの移行からエクスポートした設定。これらの設定は、new_Software
AG_directory/MWS/bin/migrateディレクトリ内のmigrate.datというファイルに保存されま
す。データの移行先にする新しいMy webMethods Server インストールのホストマシンで、
任意のディレクトリに migrate.dat ファイルをコピーします。

Software AG によって My webMethods Server で提供されるデフォルトの移行の設定。古い
リリースごとに、設定が new_Software AG_directory/MWS/bin/migrate ディレクトリ内の
migrateold_releasesbs.dat というファイルに保存されます。この設定は、古いインストール
内のすべてのインスタンスを新しいインスタンスに移行し、稼働中のデータベースを使用す
ることを移行ユーティリティに指示します。

50 オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11

6 My webMethods Server のアップグレード



プロンプトを表示して、カスタムのインポートされた設定を使用して移行する

1. 新しいMy webMethods Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェル
を開いて、new_Software AG_directory/MWS/bin/migrateディレクトリに移動し、コマンド
migrate.{bat|sh} を実行します。

2. 古い Software AGインストールディレクトリまたは以前に作成した圧縮ファイルへの完全パ
スを尋ねられます。

3. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「Y」と入力し、プロンプトが表示さ
れたら、migrate.dat ファイルの完全パスを指定します。

プロンプトを表示せずに、デフォルトのインポートされた設定を使用して移行する(サイレント)

古いインストールと新しい My webMethods Server インストールが同一である場合 (たとえば、
他の製品用の同じユーザインタフェースをホストしている場合)、サイレントモードで移行する
ことができます。

新しい My webMethods Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを
開いて、new_Software AG_directory/MWS/bin/migrate ディレクトリに移動し、下のコマンド
を実行します。migrateold_releasesbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしで old_release を指
定します (990、9100、1030 など)。

デフォルトのインポートされた設定ではすべてのインスタンスが移行されるため、デフォルト値
を上書きして特定のインスタンスのみ移行する場合は -instanceName を指定します。

エラーが発生した場合は(インストールが同一でない場合など)、ユーティリティが終了します。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat
[-cloneDbURL URL -cloneDbUser user -cloneDbPassword password]
[-instanceName old_instance_name[,old_instance_name...]]
[-newNodeName old_instance_name:new_node_name[,old_instance_name:new_node_name,...]]
-silent true

プロンプトを表示せずに、カスタムのインポートされた設定を使用して移行する (サイレント)

古いインストールと新しい My webMethods Server インストールが同一である場合 (たとえば、
他の製品用の同じユーザインタフェースをホストしている場合)、サイレントモードで移行する
ことができます。

新しい My webMethods Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを
開いて、new_Software AG_directory/MWS/bin/migrate ディレクトリに移動し、下のコマンド
を実行します。

エラーが発生した場合は(インストールが同一でない場合など)、ユーティリティが終了します。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
-importFile full_path_to_migrate.dat
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-silent true

My webMethods Server のアップグレードの完了

Java サービスラッパー #include ディレクティブの確認
移行ユーティリティは新しい custom_wrapper.conf ファイルの最後に #include ディレクティブ
を移行して確認し、必要に応じて調整します。custom_wrapper.conf ファイルは Software
AG_directory/profiles/MWS_instance_name/configuration ディレクトリにあります。

注:
『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』に記載されているように、Software AG
の指示がない限り、wrapper.conf ファイルを変更しないでください。wrapper.conf ファイル
を変更した場合、古い wrapper.conf ファイルで変更したプロパティの値を、新しい
custom_wrapper.conf ファイルの対応するプロパティに手動でコピーします。

My webMethods Server インスタンスの初期化
インスタンスの初期起動が完了するまでにしばらく時間がかかる場合があります (まれに1時間
以上かかります)。

1. new_Software AG_directory/MWS/binディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行して、
新しい My webMethods Server サーバインスタンスを初期化します。
mws.{bat|sh} -s instance_name init

新しいコンポーネントが展開され、インスタンスが自動的にシャットダウンします。インス
タンスを再起動します。

2. 新旧のMy webMethods Server インストールが異なるマシン上にある場合は、新しいインス
トールのホスト名を以下の手順で検証します。

a. Administratorとしていずれかの新しいMywebMethods Serverインスタンスにログオン
し、[管理] > [My webMethods] > [クラスタ設定] > [MWS 用拡張 Web およびクラスタ設
定] ページに移動します。

b. [ホスト] および [MWS Front End URL] フィールドのホスト名が正しくない場合は、ホス
ト名を更新します。

c. [クラスタの状態および制御] ページに移動し、インスタンスを再起動します。

移行データベースのクローンを稼働中の移行データベースに切り
替える
移行データベースのクローンを使用して新しいインストールをテストし(推奨)、後で稼働中の移
行データベースをテストした新しいインストールで使用する場合、MywebMethods Server移行
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ユーティリティをもう一度実行して切り替える必要があります。ユーティリティによって、My
webMethods Server インストールディレクトリとデータベースが同期されます。

1. My webMethods Server 移行ユーティリティをもう一度実行します。

2. 各サーバインスタンスをもう一度移行します。各インスタンスで使用するデータベースを尋
ねられたら、稼働中のデータベースを選択します。

3. 新しいインストール内の移行したインスタンスを削除するか保持するかを尋ねられたら、移
行したインスタンスの削除を選択します。

Business Rules のアップグレードの完了
現在 My webMethods Server に展開された Business Rules プロジェクトは、最初にサーバイン
スタンスを開始したときに移行されます。クラスタ内で、開始する最初のクラスタノードがすべ
てのルールプロジェクトを移行します。移行中に、MywebMethods Serverに展開されているす
べてのルールプロジェクトは使用できません。MywebMethods Serverログファイルには、ルー
ルプロジェクト移行についての詳細が含まれます。デフォルトでは、ログファイルは Software
AG_directory/MWS/server/instance_name/logs ディレクトリに保管されます。

1. 新しいインストールディレクトリが古いインストールディレクトリと異なる名前である場
合、Deployer が Business Rules アセット展開用に使用するファイルシステムの場所の妥当
性検査を行い、必要に応じて My webMethods Server を再起動します。詳細については、
『Working with Business Rules in My webMethods』の「Hot Deploying and Merging Rule
Projects with webMethods Deployer」の「Configuring My webMethods Server」を参照して
ください。

2. ビジネス検証やデータプロバイダを使用する場合、新しいMy webMethods Server インスタ
ンスの 1 つに Administrator としてログインして、[管理] > [My webMethods] > [システムの
設定内容] > [webMethods Business Rules 設定]ページに移動します。必要に応じて設定を更
新し、変更を保存します。

詳細については、『Workingwith Business Rules inMywebMethods』を参照してください。
ビジネス検証については、「RuleVerificationOverview」の「Configuring a Server Connection
for a PreconfiguredVerification」を参照してください。データプロバイダについては、
「Working with Decision Tables」の「Configuring a Server Connection for a Pre-configured
Data Provider Service」を参照してください。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。
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新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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クラスタアップグレードのガイドライン
Integration Server では、クラスタは、同じ ISInternal データベースコンポーネントをポイント
し、Terracotta Server Array の同じキャッシュマネージャに接続する複数の Integration Server
インスタンスとして定義されます。クラスタには、複数の Integration Server インストールを含
めることも、1 つの Integration Server インストールに複数のサーバインスタンスを含めること
もできます。

Microservices Runtime では、クラスタは、同じ ISInternal データベースコンポーネントをポイ
ントし、Microservices Runtimeの同じキャッシュマネージャに接続する複数のTerracotta Server
Array インスタンスとして定義されます。10.4 より前のインストールでは、クラスタには複数
の Microservices Runtime インストールを含めることも、1 つの Microservices Runtime インス
トールに複数のサーバインスタンスを含めることもできました。10.4 以降、Microservices
Runtimeはサーバインスタンスを1つしかサポートしないため、クラスタには複数のMicroservices
Runtime インストールのみを含めることができます。

このセクションは、本章の以下の項目すべてに関連しています。使用する製品を対象に、章内の
すべてのタスクをその手順に記載された順番で、追加のタスクまたは例外も含めて実行する必要
があります。

新しい Integration Server をインストールする場合は、古いクラスタと一致するインストー
ルのセットを作成します。新しい Integration Server は並行してインストールできます。

新しい<ph conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/msc"><?xm-replace_text
Phrase?></ph> をインストールする場合は、移行する古いサーバインスタンスごとに
Microservices Runtimeをインストールします。新しいMicroservices Runtimeは並行してイ
ンストールできます。

新しい Integration Server または Microservices Runtime に修正をインストールする場合、
並行してインストールすることができます。

古い製品をシャットダウンする際に、すべてのクラスタノードをシャットダウンします。

webMethods Integration Server Clustering Guideの手順に従って、クラスタを設定します。

新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

移行するカスタムパッケージ用の十分なスペースがターゲットマシンにあることを確認してくだ
さい。カスタムパッケージは、Software AG Designer でユーザが作成したパッケージおよび
Software AG Designer から Integration Server 用にユーザが生成したビジネスプロセスパッケー
ジを含みます。

Integration Server または Microservices Runtime の Installer パネル上またはプロンプトの指示
に従って、データベース接続を新しいインストールで使用するISInternalデータベースコンポー
ネントにポイントします。
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ActiveTransfer Server Installerパネル上またはプロンプトの指示に従って、データベース接続を
新しい ActiveTransfer Server で使用する ActiveTransfer データベースコンポーネントにポイン
トします。

Trading Networks Installer パネル上またはプロンプトの指示に従って、データベース接続を新
しいTrading Networksで使用するTradingNetworksデータベースコンポーネントにポイントし
ます。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
1. 製品を起動して接続します。
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a. 古い Integration ServerまたはMicroservices Runtimeを起動し、古い Integration Server
Administrator または Microservices Runtime Administrator を開きます。

b. Universal Messaging を使用している場合は、Integration Server または Microservices
Runtime が、webMethods メッセージングプロバイダとして機能している各 Universal
Messagingサーバに接続されていることを確認します。別の JMSプロバイダを使用して
いる場合は、Integration Server または Microservices Runtime が JMS プロバイダ に接
続されていることを確認します。

2. サードパーティ (カスタム) の jar ファイル (MySQL データベースドライバの jar ファイルな
ど) を old_Software AG_directory/IntegrationServer/lib/jars/custom または old_Software
AG_directory/IntegrationServer/instances/instance_name/lib/jars/customに追加した場合、
これらの jar ファイルに新しい Integration Server または Microservices Runtime との互換性
があることを確認してください。

3. トリガーを一時停止して、キューを排出します。

a. [サーバ] > [休止]ページに移動します。[休止モードを開始する]をクリックして休止を開
始する時間を少なくとも 1 分に設定します。これは、Integration Server または
Microservices Runtimeが新しく受信する要求の実行を停止し、実行中のサービスを完了
する時間を確保するためです。休止レポートのすべてのフィールドで[状態]が「SUCCESS」
と表示されていることを確認してください。Integration Server または Microservices
Runtimeが休止された場合に発生する特定のアクションの詳細については、『webMethods
Integration Server Administrator’s Guide』を参照してください。

b. [メッセージング] > [webMethods トリガ―] ページに移動します。[現在のキューカウン
ト] フィールドに各トリガーで 0 が表示されない場合は、診断して問題を修正します
(webMethodsメッセージングプロバイダがアクティブでない、Integration Serverまたは
MicroservicesRuntimeからの要求の処理が遅いなど)。すべてのトリガーの[現在のキュー
カウント] フィールドに 0 が表示されるまで、ページを更新します。

c. [メッセージング] > [webMethods 設定] ページに移動します。Universal Messaging 接続
エイリアスの [CSQ カウント] フィールドに 0 が表示されていることを確認します。

d. [メッセージング] > [JMS 設定] ページに移動します。[JMS 接続エイリアスの定義] 領域
で、すべての JMS接続エイリアスに対して、[CSQ カウント] フィールドが0になってい
ることを確認します。

4. このマニュアルでは、Integration Server または Microservices Runtime の異なるタイプの
パッケージについて説明します。カスタムパッケージの調整が必要な場合があります。

ホストされているパッケージ。Software AG Installerで Software AGによって提供される
パッケージです。製品選択ツリーの Integration Server または Microservices Runtime の
下のリストに表示されます。ツリーには、製品名を使用したリストが表示されます。た
だし、ファイルシステム内および Integration Server または Microservices Runtime 内で
は、Wm で始まるパッケージ名の下にリストが表示されます。このため、ホストされて
いるパッケージは Wm パッケージとも呼ばれます。ホストされている Wm パッケージ
の例には、ActiveTransfer (WmMFT)、Process Engine (WmPRT)、Trading Networks
(WmTN)、アダプタ、および eStandards モジュールがあります。

カスタムパッケージ。カスタムパッケージは、Software AG Designer でユーザが作成し
た Integration Server または Microservices Runtime パッケージ、および Integration
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Server ユーザが Software AG Designer から生成したビジネスプロセスパッケージを含み
ます。移行ユーティリティは、古いインストールをスキャンして、カスタムパッケージ
の有無を確認します。ただし、名前がWmで始まるカスタムパッケージは、SoftwareAG
で提供されるパッケージに使用される命名規則なので、見つけられません。名前が Wm
で始まるカスタムパッケージを使用している場合は、new_Software
AG_directory/IntegrationServer/bin/migrateディレクトリに移動して、packages.cnfファ
イルを開き、カスタムパッケージを示す <value name></value> タグを追加します (例:
<value name="WmFINMessages">WmFINMessages</value>)。

注:
将来のアップグレードを簡素化するために、また一般的なベストプラクティスとして、
カスタムパッケージの名前に Wm で始まる命名規則を使用しないでください。

5. ActiveTransfer の 9.9、9.10、または 9.12 からのアップグレード: Fix 11 をインストールし
ます。

注:
上記のリリースにおける ActiveTransfer のリリース番号は 9.8 でした。

6. 古い Integration ServerまたはMicroservices RuntimeがProcess Engineをホストする場合、
最新の製品修正を古い Process Engine にインストールしてから古い Process Engine を起動
します。

7. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

注:
移行しようとしているデータベースコンポーネントに接続している、すべての古い
ActiveTransfer、Integration Server、およびMicroservices Runtimeインスタンスをシャッ
トダウンしておく必要があります。

8. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。
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a. Integration Server は、最初にログファイルを old_Software
AG_directory/profiles/instance_name/logs、/IntegrationServer/instances/logs、および
/IntegrationServer/instances/instance_name/logsディレクトリから移動することで、圧
縮ファイルのサイズを小さくできます。

10.3 以前のリリースからアップグレードする場合、Microservices Runtime は、最初に
ログファイルを old_Software
AG_directory/profiles/instance_name/logs、/IntegrationServer/instances/logs、および
/IntegrationServer/instances/instance_name/logsディレクトリから移動することで、圧
縮ファイルのサイズを小さくできます。リリース10.4以降の場合、最初にログファイル
を /IntegrationServer/logs ディレクトリから移動することで、圧縮ファイルのサイズを
小さくできます。

b. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

c. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM ZIP_file_name.zip *

d. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

データベースコンポーネントの移行
Integration Server または Microservices Runtime のデータベースコンポーネント、およびホス
トされているWmパッケージの移行手順については、159ページの「データベースコンポーネン
トの移行」を参照してください。

Integration Server または Microservices Runtime およびホストさ
れている Wm パッケージの移行

移行できる設定、データおよびアセット
以下のアイテムを移行するかどうか決定できます。

カスタム (ユーザ作成) パッケージ。

パスワードストアとパスワード。

Integration Server または Microservices Runtime の設定ファイル、Trading Networks や
CloudStreamsなどのホストされる製品、および新しいIntegration ServerまたはMicroservices
Runtime でホストされる Wm パッケージ。

JDBC 接続プールの設定、データベースドライバ、および機能エイリアス。

9.5 以降のカスタム (ユーザ作成) jar ファイル。
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Integration Server の場合、JAAS 設定ファイル。

Integration Server の場合、#include ディレクティブとコメント (関連付けられたプロパティ
は除く)を含む、古いcustom_wrapper.confファイルに加えられたJavaサービスラッパーの
カスタマイズ内容。

ユーティリティは以下の操作も実行します。

CloudStreamsをアップグレードする場合は、CloudStreamsサーバの管理に関連する設定アー
ティファクトを移行します。

古いインストールで埋め込みデータベースを使用していた場合、古いインストールのデータ
ベーステーブルを新しいインストールにコピーします。フォーマットが変更されている場合
は、テーブルを新しいフォーマットにアップグレードします。

データベーステーブルと設定ファイルに保存されているサーバ ID を、新しいホストマシン
を反映するように更新します。

キーストアプロバイダ名が SunJSSE である PKCS12 タイプのキーストアエイリアスを、
Bouncy Castle をプロバイダとして使用するように更新します。

「Validate schemas using Xerces」という名前の新しいプロパティを既存のWebサービス記
述子に追加します。この新しいプロパティに、古いインストールで
watt.server.wsdl.validateWSDLSchemaUsingXerces パラメータに設定されていた値と同じ値
を設定します。新しいプロパティは、そのプロパティによって提供される機能を置き換えま
す。詳細については、『webMethods Service Development Help』を参照してください。

ビジネスデータを移行する場合、ビジネスルールプロジェクトをアップグレードします。
Javaのバグにより、XML解析メッセージが表示されることがありますが、それらのメッセー
ジは無視してください。

移行後、古い設定ファイルは削除され、新しいインストールで使用されない古いプロパティは新
しい設定ファイルから削除されます。

移行ユーティリティの実行
古いインストールに複数のサーバインスタンスがある場合は、移行するインスタンスごとに移行
ユーティリティを 1 回ずつ実行します。

Integration Server を移行する場合、インストール中に作成された新しいインスタンス、インス
トール後にユーザが作成した新しいインスタンス、またはユーティリティが作成する新しいイン
スタンスに、古いインスタンスを移行することができます。

Microservices Runtimeを移行する場合、それぞれのインスタンスを別のMicroservices Runtime
インストールに移行します。10.4 以降、各 Microservices Runtime でサポートされるサーバイ
ンスタンスは 1 つだけです。

Integration Server または Deployer をホストする Microservices Runtime をアップグレードする
場合は、99 ページの「Asset Build Environment、Deployer およびアプリケーションプラット
フォームのアップグレード」の手順を参照してください。

プロンプトが表示される移行ユーティリティで 1 つのアイテムの移行に失敗した場合、次のア
イテムの移行を続けるか、移行を中断するかを尋ねられます。中断を選択すると、ユーティリ
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ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

注:
移行ユーティリティを実行する場合、古いインストールへのフルパスを指定し、場合によっ
ては新しいインストールへのパスも指定します。古い製品または新しい製品のインストール
時に、インストールディレクトリとしてシンボリックリンクを指定した場合、移行ユーティ
リティに指定するパスは、インストール時に指定したシンボリックリンクと同じパスにする
必要があります。

カスタムの移行の実行

1. 新しいインストールをホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、
new_Software AG_directory/IntegrationServer/bin/migrate ディレクトリに移動します。

2. コマンド migrate.{bat|sh} を実行します。

3. 古いインストールを含む Software AGディレクトリ、または前に作成した圧縮ファイルへの
完全パスを尋ねられます。

4. 古いインストールに複数のサーバインスタンスがある場合は、古いインストールのインスタ
ンスがリストされ、どのインスタンスを移行するかを尋ねられます。

Integration Server では、次に、移行先となるインスタンスの名前が尋ねられます。インス
トール中に作成された新しいインスタンス、またはインストール後にユーザが作成した新し
いインスタンスに移行する場合は、そのインスタンスの名前を入力します。インスタンスを
作成して、その新しいインスタンスに移行する場合は、新しいインストールに存在しない名
前を入力します。Wm パッケージが古いインスタンスに存在し、同じ Wm パッケージが新
しいパッケージリポジトリに存在する場合は、それらのWmパッケージは新しいパッケージ
リポジトリから新しいインスタンスにインストールされます。言語パックがパッケージリポ
ジトリに存在する場合は、それらの言語パックは新しいインスタンスにインストールされま
す。

5. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と入力します。

6. カスタムパッケージを移行するかどうかを尋ねられます。一部のパッケージのみを移行する
ように選択した場合、ユーティリティで各パッケージがリストされ、移行するかどうかを尋
ねられます。すべてのカスタムパッケージの移行を選択する場合、WmChemPayloads、
WmPapinetPayloads、WmRNPips、WmFINMessages、およびWmFIXMessagesパッケージ
が存在する場合、ユーティリティはそれらもIntegration Serverに移行します。これらのパッ
ケージには、対応する eStandards モジュールの IS ドキュメントと、それらのドキュメント
のスキーマが含まれます。

7. パスワードストアを移行するかどうか、また、パスワードを移行するかどうかを尋ねられま
す。

8. ユーティリティにより、Integration Server またはMicroservices Runtimeの設定ファイルを
移行するかどうかを尋ねられます。一部の設定ファイルのみを移行するように選択した場
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合、ユーティリティでは、各設定ファイルがリストされ、移行するかどうかを尋ねられま
す。約 50 個の設定ファイルが存在します。

重要:
新しい Integration Server または Microservices Runtime のインストール時に、カスタム
のパスワードを製品のデフォルトパスワードとして指定したとします。このカスタムパス
ワードを使用するには、選択した設定ファイルのみを移行し、users.cnfファイルは移行し
ないでください。users.cnf を移行すると、新しいカスタムパスワードは使用できなくな
り、古い Integration Server または Microservices Runtime で使用したパスワードが新し
い製品で有効になります。

9. 新しいインストールに追加された新しいプロパティ、および新しいインストールで新しいデ
フォルト値を持つ既存のプロパティに対し、使用する動作を指定するように指示されます。
使用する動作を選択する場合、各プロパティがリストされ、新しい動作を使用するか既存の
動作を使用するかを尋ねられます。これらのプロパティについては、Integration Serverまた
は Microservices Runtime の Readme を参照できます。

CloudStreamsでは、watt.server.http.listRequestVarsプロパティの新しい動作である asNeeded
を選択してください。

10.機能エイリアス、データベースドライバの設定、および JDBC 接続プールの設定を移行する
かどうかを尋ねられます。JDBC接続プールの設定に対して「Y」を入力すると、移行された
各接続プールに稼働中のデータベースを使用するか、またはコピーされたデータベースを使
用するかを尋ねられます。移行された接続プールのデータベースのコピーを使用すると応答
した場合、データベースURL、ユーザ、およびパスワードの入力を指示するプロンプトが表
示されます。

11. Integration Server または Microservices Runtime が Wm パッケージをホストする場合は、
これらのパッケージの設定ファイルを移行するかどうかを尋ねられます。一部の製品で、他
のデータを移行する場合に追加のプロンプトが表示されることがあります。

12.カスタムの jar ファイルを移行するかどうかを尋ねられます。一部のカスタム jar ファイル
のみを移行するように選択した場合、ユーティリティでは、各カスタム jar ファイルがリス
トされ、移行するかどうかを尋ねられます。

13. Integration Server が Trading Networks をホストする場合、Trading Networks の情報を移行
するかどうかを尋ねられます。「Y」を入力すると、次の内容を尋ねられます。

a. Trading Networks 設定ファイルを移行するかどうか。「Y」を入力すると、ユーティリ
ティは古いTradingNetworksのインストールディレクトリから設定プロパティをコピー
して、新しい Trading Networks の新しい設定プロパティに追加します。このファイル
は、new_Software
AG_directory/IntegrationServer/instances/instance_name/packages/WmTN/config ディ
レクトリの properties.cnf ファイルを置き換えます。

b. Trading Networksのデータを移行するかどうか。この移行で、Trading Networksデータ
ベースのデータが、新しいテーブル構造にマッピングされます。
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注:
Trading Networksインスタンスのクラスタがある場合、データはクラスタ内の全イン
スタンスによって共有されるため、1 つのインスタンスのデータのみを移行します。

c. Trading Networks のダッシュボードデータを移行するかどうか。「Y」を入力すると、
ユーティリティはレコードをダッシュボードテーブルから消去し、BIZDOC テーブルの
レコードをダッシュボードテーブルに設定します。ダッシュボードテーブルには、
TransactionSummaryData、CustomAttributeVolumeValue、
TransactionSuccessFailedData、 SuccessFailedChartDocIdMap、TransactionLateFAData
などがあります。

14. Integration Server については、JAAS 設定を移行するかどうかを尋ねられます。

15. Integration Server については、古い custom_wrapper.conf ファイル内で Java サービスラッ
パーをカスタマイズした場合は、そのカスタマイズ内容を移行するかどうかを尋ねられま
す。カスタマイズ内容は新しい custom_wrapper.conf に移行されます。

16.データベーステーブル内のホスト名を更新するかどうかを尋ねられます。新旧のインストー
ルが別々のマシン上にある場合は、「Y」と入力します。

17.設定をエクスポートするかどうかを尋ねられます。このセッションから設定をインポートす
ることでその他の移行を実行する場合は、「Y」を入力します。実行しない場合は、「N」を
入力します。

18.移行を開始するかどうかを尋ねられます。「Y」を入力すると、選択したデータが移行され
ます。

インポートした設定を使用した移行

インポートした設定は、以下から取得できます。

カスタムの移行からエクスポートした設定。これらの設定は、カスタムの移行を実行した
new_Software AG_directory/IntegrationServer/bin/migrateディレクトリ内のmigrate.datと
いう名前のファイルに保存されます。データの移行先にする新しい Integration Server イン
ストールのホストマシンで、任意のディレクトリに migrate.dat ファイルをコピーします。

Integration Server またはMicroservices Runtimeで提供されるデフォルトの移行の設定。古
いリリースごとに、設定が new_Software AG_directory/IntegrationServer/bin/migrate ディ
レクトリ内のSoftware AGによって提供されるmigrateold_releasesbs.dat というファイルに
保存されます。この設定は、61ページの「移行ユーティリティの実行」にリストされたデー
タを移行するように移行ユーティリティに通知します。プロパティが新しい場合または新し
いデフォルト値を持つ場合、デフォルトの移行で下位互換性を維持するのに最適な動作が選
択されます。
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プロンプトを表示して、カスタムまたはデフォルトのインポートされた設定を使用して移行する

1. 新しいインストールをホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、
new_Software AG_directory/IntegrationServer/bin/migrate ディレクトリに移動し、コマン
ド migrate.{bat|sh} を実行します。

2. 古いインストールを含む Software AGディレクトリまたは以前に作成した圧縮ファイルへの
完全パスを尋ねられます。

3. 古いインストールに複数のサーバインスタンスがある場合は、古いインストールのインスタ
ンスがリストされ、どのインスタンスを移行するかを尋ねられます。

Integration Server については、移行先となるインスタンスの名前が尋ねられます。新しい
Integration Serverのインストール中に作成されたインスタンスに移行する場合は、そのイン
スタンスの名前を入力します。インスタンスを作成して、その新しいインスタンスに移行す
る場合は、新しいインストールに存在しない名前を入力します。Wmパッケージが古いイン
スタンスに存在し、同じWmパッケージが新しいパッケージリポジトリに存在する場合は、
それらの Wm パッケージは新しいパッケージリポジトリから新しいインスタンスにインス
トールされます。言語パックがパッケージリポジトリに存在する場合は、それらの言語パッ
クは新しいインスタンスにインストールされます。

4. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「Y」と入力し、プロンプトが表示さ
れたら、migrate.dat ファイルまたは migrateold_releasesbs.dat ファイルへの完全パスを指
定します。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしで old_releaseを指
定します (990、9100、1030 など)。

プロンプトを表示せず、カスタムまたはデフォルトのインポートされた設定を使用して移行する
(サイレント)

クローンされたデータベースコンポーネントを使用する場合は、以下のようにコマンドで-cloneDb
オプションを指定します。移行ユーティリティはIntegration ServerまたはMicroservicesRuntime
データベースコンポーネントに対してのみ cloneDb オプションを使用します。ホストされる製
品 (たとえば Trading Networks) のデータベースコンポーネントにデータベースのコピーを使用
する場合は、データベースのコピーを特定するカスタム移行を実行し、カスタム移行で作成され
た migrate.dat ファイルで以下のコマンドを実行します。

新しいインストールをホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、
new_Software AG_directory/IntegrationServer/bin/migrateディレクトリに移動し、下のコマン
ドを実行します。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしで元のリリース番
号を指定します (990、9100、1030 など)。

移行されたインスタンス用に新しい名前を指定する場合は、-newInstanceNameを指定します。

エラーが発生すると、ユーティリティは終了します。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Integration Server_or_
Microservices_Runtime_directory|ZIP_file}
-importFile {migrateold_releasesbs.dat|full_path_to_migrate.dat}
-instanceName old_instance_name [-newInstanceName new_instance_name]
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[-cloneDbURL URL -cloneDbUser user -cloneDbPassword password]
-silent true

Integration Server のアップグレードの完了

Java サービスラッパー #include ディレクティブの確認
新しいcustom_wrapper.confファイルの最後に、すべてのJavaサービスラッパー#includeディ
レクティブが移行されます。それらを確認し、必要に応じて調整します。custom_wrapper.conf
ファイルは Software AG_directory/profiles/IS_instance_name/configuration ディレクトリにあ
ります。

注:
『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』に記載されているように、Software AG
の指示がない限り、wrapper.conf ファイルを変更しないでください。wrapper.conf ファイル
を変更した場合、古い wrapper.conf ファイルで変更したプロパティの値を、新しい
custom_wrapper.conf ファイルの対応するプロパティに手動でコピーします。

Integration Server または Microservices Runtime のアップグレー
ドの完了

起動ファイルのカスタマイズ
Integration Server では、リリース 9.7 で起動スクリプトが変更されました。古いスクリプトを
カスタマイズしていた場合は、『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』およ
び Integration Server の readme を参照し、それらのカスタマイズを新しいインストール用に複
製する方法を確認してください。

10.4以前のMicroservices Runtimeからアップグレードする場合、Java ServiceWrapperで行っ
た変更内容を起動スクリプトにコピーします。手順については、『webMethods Integration
Server Administrator’s Guide』を参照してください。

WSDL の更新
入力署名、出力署名、ヘッダーまたは障害メッセージで、フィールド名が xmlで始まる動作があ
るプロバイダ Web サービスを使用する場合は、以下の手順に従います。

1. 新しい Integration Server または Microservices Runtime を起動します。

2. new_Software AG_directory/install/logs ディレクトリで migrationLog.txt ファイルの内容を
確認します。次のエラーが表示されている場合:
A property watt.server.xml.ncname.encode.backward.compatibility exists in
config/server.cnf with value as true.Make sure you make the required changes
as specified in the upgrade documentation.Not doing so could have adverse
effects as support for this property may be dropped in a future release.
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WSDL を次のように更新します。

a. 新しい Integration Server Administrator または Microservices Runtime Administrator を
開き、新しい Integration Server または Microservices Runtime に接続します。

b. [設定] > [拡張設定] ページに移動します。拡張設定の
watt.server.xml.ncname.encode.backward.compatibilityがあり、この設定がTrueになっ
ている場合は、False に変更します。

c. 入力署名、出力署名、ヘッダーまたは障害メッセージで、フィールド名が xml で始まる
動作があるすべてのプロバイダWebサービスに対して、クライアントを再生成します。

10.1からのアップグレード:更新されたパブリッシュ可能なドキュ
メントタイプの保存および同期
ソリューションに、プロトコルバッファのエンコーディング形式を使ったパブリッシュ可能なド
キュメントタイプが含まれている場合、サブスクライブトリガーのキューは空になっています
が、ドキュメントタイプを Universal Messaging に編集、保存、および同期する必要がありま
す。

Integration Server または Microservices Runtime およびホストさ
れる製品をデータベースコンポーネントへ接続する
機能エイリアス、データベースドライバの設定、およびJDBC接続プールの設定を移行していな
い場合は、Integration Server または Microservices Runtime、およびそれがホストする製品を
データベースコンポーネントへ接続します。手順については、『InstallingSoftwareAGProducts』
を参照してください。

アダプタまたは eStandards モジュールのアップグレードの完了
アダプタまたは eStandards モジュールの製品マニュアルを参照してください。

ActiveTransfer のアップグレードの完了
古いActiveTransferインストールでカスタムのキーストアファイルを使用した場合は、新し
いインストールで指定した場所で使用およびアクセスが可能であることを確認します。

アーカイブファイル共有があり、古いインストールで mft.sharing.account.tempdir プロパ
ティを設定していなかった場合は、new_Software
AG_directory/IntegrationServer/instances/instance_name/packages/WmMFT/configディレ
クトリに移動し、properties.cnf ファイルを開いて、古い TempAccounts パスを
mft.sharing.account.tempdir プロパティで指定します。

ActiveTransfer を自動的に認証をデータベースに保存するように設定する場合、
wm.mft.admin:updateFileBasedCertToDB サービスを実行します。(この動作を後日元に戻す
には、wm.mft.admin:updateCertFromDBToFile サービスを実行します。)
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ActiveTransfer の起動時に、Command Central 標準に準拠するようリスナー (ポート) 名が変更
されます。ActiveTransferが重複したリスナー(ポート)名を検出した場合、各ポート名に下線と
一意の番号が追加されます。リスナー (ポート) 名に空白文字が含まれる場合、空白文字は下線
に置き換えられます。

CloudStreams のアップグレードの完了
CloudStreams アーティファクトを含むカスタムパッケージをすべてバックアップしてから、
WmCloudStreams パッケージ内にある pub.cloudstreams.migration:migrate パブリックサービ
スを実行します。このサービスは、WmCloudStreams パッケージに依存するカスタムパッケー
ジ内の古い CloudStreams アーティファクトを移行し、新しい CloudStreams との互換性を持つ
よう更新します。アーティファクトには、SOAP や REST のコネクタサービス、接続リスナー、
および接続が含まれます。このユーティリティは、移行の結果を Integration Server または
Microservices Runtime のサーバログに記録します。

以下の表は、pub.cloudstreams.migration:migrate サービスの入力署名を示しています。

説明パラメータ

Boolean string。これはオプションです。次のように設定されます。allPackages

WmCloudStreams に依存するすべてのカスタムパッケージから
CloudStreams アーティファクトを移行する場合は true。

packages パラメータに指定されたカスタムパッケージからのみ
CloudStreamsアーティファクトを移行する場合は false。これがデフォル
トです。

Object。移行するカスタムパッケージの名前を含むストリング配列。少なく
とも 1 つのパッケージ名を指定する必要があります。

packages

サービスの出力署名は、iDataレコードの配列で構成されたResultというパラメータです。この
配列には、入力署名で指定された各カスタムパッケージのレコードが含まれます。

以下の表は、pub.cloudstreams.migration:migrateサービスの入力署名内で指定されている各カ
スタムパッケージの配列内の各レコードのフィールドを一覧しています。

説明フィールド

String。カスタムパッケージの名前。packageName

String。移行が成功したか (true)、失敗したか (false) を示す値。success

String。パッケージ内で見つかった CloudStreams アーティファクトの数、正
常に移行された CloudStreams アーティファクトの数など、移行の情報。

message

Object。これはオプションです。移行中にサービスが info メッセージを発行
した場合におけるメッセージのストリング配列。

info
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説明フィールド

Object。これはオプションです。移行中にサービスがエラーを発行した場合
におけるエラーのストリング配列。

errors

TLS 1.1 および 1.2 トラストストアの設定
JVM トラストストアの一部ではない認証を持つ SaaS バックエンドに対し、SaaS バックエンド
の認証を使用して Integration Server または Microservices Runtime に新しい JKS トラストスト
アを作成および適用します。トラストストアは認証チェーン内にすべての認証を含んでいる必要
があります。これはセキュアな認証交換を設定するための一般的なプラクティスです。このよう
な場合、トラストストアがなければ、認証に関するエラーが発生します。

1. Integration Server AdministratorまたはMicroservices Runtime Administratorで、[セキュリ
ティ]> [キーストア]ページに移動して、トラストストアを作成します。詳細な手順について
は、『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』の通信のセキュリティに関す
るセクションを参照してください。

注:
公開されている入手可能なツールを使用してトラストストアを作成することもできます。

2. 接続の拡張プロパティ[トラストストアエイリアス]でトラストストアを適用します。詳細な
手順については、使用中のプロバイダに対する CloudStreams マニュアルを参照してくださ
い。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。
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製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新しい Software AG Designer のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

Software AGDesignerプロジェクトに関連する製品をアップグレードする場合は、移行するプロ
ジェクト用の十分な容量がターゲットマシンにあることを確認してください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古い Software AG Designer の準備
1. Integration Server または Microservices Runtime 定義をエクスポートします。
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a. 古い Software AG Designer で、[Window] > [Preferences] を選択します。[Preferences]
ダイアログボックスにある左側のナビゲーションバーで、[Software AG] > [Integration
Server] を選択します。

b. [エクスポート]をクリックして、ダイアログボックスを完了します。SoftwareAGDesigner
により、拡張子 .properties でファイルが保存されます。

2. CloudStreams のサーバ定義とプロジェクトをエクスポートします。

a. [Window] > [Preferences] > [Software AG] > [CloudStreams サーバ] に移動します。[エク
スポート] をクリックして、ダイアログボックスを完了します。Software AG Designerに
より、拡張子 .properties でファイルが保存されます。

b. CloudStreams開発パースペクティブを開きCloudStreamsGovernanceビューに移動しま
す。Governanceプロジェクトを右クリックし、[Export]をクリックしてウィザードを完
了します。プロジェクトフォルダがエクスポートされます。

c. CloudStreamsプロバイダビューでエクスポートするプロバイダプロジェクトを右クリッ
クし、[エクスポート] をクリックしてウィザードを完了します。プロジェクトがアーカ
イブ (圧縮ファイル) 形式でエクスポートされます。

3. 設定をエクスポートします。

a. 古い Software AG Designer で、[File] > [Export] ウィザードを開きます。[Select] パネル
で、[General] > [Preferences] を選択して、[Next] をクリックします。

b. [To preference file] フィールドに、設定のエクスポート先とするファイルの名前を指定
します。Software AG Designer により、拡張子 .epf でファイルが保存されます。

4. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

データベースコンポーネントの移行
SoftwareAGDesignerのデータベースコンポーネントの移行手順については、159ページの「デー
タベースコンポーネントの移行」を参照してください。
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Software AG Designer の移行

移行の前に
1.

2. 新しいSoftware AGDesignerを開き、新しいワークスペースをポイントします。たとえば、
デフォルトの workspacerelease をそのまま使用できます (workspace1011 など)。

3. 必要に応じて、サードパーティ機能 (たとえば Subversion のサポート) をインストールしま
す。新しい Software AG Designer にインストールされている Eclipse のリリースは Eclipse
4.19 であるため、追加する機能がこの Eclipse のリリースと互換性があることを確認しま
す。

4. アップグレード前に設定をエクスポートしていた場合は、以下のようにインポートします。

a. [File] > [Import] ウィザードを選択します。[Select] パネルで、[General] > [Preferences]
を選択して、[Next] をクリックします。[From preference file] フィールドに、設定をエ
クスポートした .epf ファイルを指定します。[Finish] をクリックします。

b. [Window] > [Preferences] を選択します。[Preferences] ウィンドウで [Java] > [Installed
JREs] > [Execution Environments] ページに移動します。複数の JRE がリストされている
場合は、Zulu Java 11 がデフォルトとして選択されていることを確認するか、またはリ
ストから古い JRE を削除します。古い製品インストールをポイントしている設定を更新
して、新しい製品インストールをポイントするように設定します。たとえば My
webMethods Server の場合、[Server] > [Runtime Environments] 設定を更新します。
Application Platform では、ランタイムインスタンスへのパスを更新し、次に [Error] タ
ブでメッセージを確認し、更新する必要があるパスがあるか確認します。

c. Software AG Designer を再起動します。

Apama、ApplicationPlatform、BusinessProcessおよびBusiness
Rule プロジェクトの移行
1. Apamaを移行する場合、変更したファイルを古い作業ディレクトリから新しい作業ディレク

トリに移行します。

2. プロジェクトがソースコントロールシステムに保存されている場合は、そのシステム用のイ
ンポートウィザードを使用します (たとえば [Import SVN] > [Project from SVN])。

プロジェクトがSoftware AGDesignerワークスペースに保存されている場合は、以下の手順
に従います。

a. [File] > [Import] ウィザードを選択します。
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b. [Select] パネルで、[General] > [Existing Projects into Workspace] を選択して [Next] をク
リックします。

c. [Import Projects] パネルで、以下の手順に従います。

a. [Select Root Directory] をクリックして、インポートする種類のプロジェクトがある
ワークスペースに移動します。または、[Select Archive File] をクリックして、イン
ポートする種類のプロジェクトがあるディレクトリに移動します。

b. [Projects] ボックスで、インポートするプロジェクトを選択します。[Copy projects
into workspace] を選択します。[Finish] をクリックします。

3. Apama を移行する場合、[Project] > [Clean] を使用して、Software AG Designer の制御下に
ある生成されたプロジェクトのアーティファクトを強制的に再構築します。

4. プロジェクトを確認します。

以下の表は、一覧された製品のプロジェクトを確認する方法を説明しています。

確認製品

すべてのプロジェクトの構築でエラーが出ない。[Problems] タブにエ
ラーが表示された場合は、各エラーをクリックして解決します。

Apama

すべてのプロジェクトのコンパイルでエラーが出ない。[Problems] タ
ブにエラーが表示された場合は、各エラーをクリックして解決します。

Application
Platform

たとえば、クラスをタイプに解決できないことを示すエラーが表示され
た場合は、プロジェクトのクラスパスの設定を編集します。

インポートしたすべてのビジネスプロセスプロジェクトが [ソリュー
ション] タブの [プロセス] ノードの下に表示されている。

Business Process

インポートしたすべてのビジネスルールプロジェクトが [ソリューショ
ン] タブの [ルール] ノードの下に表示されている。

Business Rules

5. ビジネスルールプロジェクトをインポートした場合は、[ルールエクスプローラ] で各プロ
ジェクトを右クリックし、[プロジェクトのアップグレード] をクリックします。

6. Apama を移行する場合、次の操作を実行します。

a. ビルドまたは展開スクリプトを再実行して、プロジェクトから生成されたアーティファ
クト(Apamaクエリ、プラグインなど)が最新のものであることを確認します。このタス
クには、Ant スクリプトの再エクスポートと再実行、engine_deploy の実行、Docker イ
メージの再構築、およびカスタムスクリプトの再実行が含まれます。エラーや警告につ
いては、出力を確認してください。

b. Apama ダッシュボード展開を使用する場合は、新しい展開パッケージを作成し、展開
パッケージをインストールします。
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c. プロジェクトで Digital Event Services からイベントタイプをインポートする場合、それ
らのイベントタイプの再インポートが必要になることがあります。プロジェクトを開き、
config/connectivity/DigitalEventServices の下にある EventTypeList ファイルを開きま
す。次に、[Sync from Digital Event Services] をクリックします。変更がある場合、ファ
イルを保存します。

d. プロジェクトに Digital Event Services のカスタム設定が含まれる場合
は、/DigitalEventServicesディレクトリが表示されます。カスタム設定を消去し、Digital
Event Services ツールまたは Command Central を使用して最初から再作成します。

タスクアプリケーションプロジェクトの移行
1. 設定を更新します。

a. [Window] > [Preferences] > [Server] > [Runtime Environments]を選択します。インストー
ルされているサーバランタイムのリストにこのリリースの My webMethods Server が含
まれていない場合は、このランタイムを追加します。

b. [Software AG] > [タスク開発] に移動します。設定ウィンドウで、その他のタスク関連の
Software AG Designer 設定がすべて正しいことを確認し、[OK] をクリックします。

2. プロジェクトをインポートします。

a. [File] > [Import] ウィザードを選択します。

b. [Select] パネルで、[Software AG] > [既存の CAF プロジェクトをワークスペースへ] に移
動して [Next] をクリックします。

c. [Import Projects] パネルで、[Select Root Directory] をクリックして、タスクアプリケー
ションプロジェクトがあるワークスペースまたはソースコントロールシステムに移動し
ます。または、[Select Archive File] をクリックして、タスクアプリケーションプロジェ
クトがあるディレクトリに移動します。[Projects]ボックスで、インポートするプロジェ
クトを選択します。

d. [Copy projects into workspace] を選択し、[Finish] をクリックします。

3. インポートしたすべてのタスクのアプリケーションプロジェクトが[ソリューション]タブの
[タスク] ノードの下に表示されていることを確認してください。

4. エラーが [Problems] タブに表示される場合、[Navigator] タブをクリックします。各タスク
アプリケーションプロジェクトを右クリックして、[CAFツール] > [CAFプロジェクトの修復]
をクリックします。エラーが消えない場合は、SoftwareAGDesignerを再起動してください。

5. 移行されたタスクアプリケーションプロジェクトを、新しいリリースから My webMethods
Server に公開します。手順については、『webMethods BPM Task Development Help』を参
照してください。
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CAF アプリケーションの添付リストコントロールのカスタマイズ
のやり直し
9.10 では、CAF 添付リスト制御の機能が強化されています。たとえば、Java アプレットベース
のドラッグアンドドロップパネルは、HTML5 ベースに変わりました。

MywebMethods Server移行ユーティリティを実行したときに、CAFアプリケーションは移行さ
れますが、CAF アプリケーション内の添付リストコントロールへのカスタマイズは移行されま
せん。移行した CAF アプリケーションのカスタマイズを手動でやり直します。

CloudStreams のサーバ定義とプロジェクトの移行
1. [Window] > [Preferences] > [Software AG] > [CloudStreams] > [サーバ] に移動します。[イン

ポート] をクリックして、エクスポートした .properties ファイルを選択し、[開く] をクリッ
クします。Software AG Designer は、インポートする定義で、既存のサーバ定義を上書きす
るかどうかを尋ねます。[OK] を 2 回クリックします。

2. [CloudStreams 開発] パースペクティブを開きます。

3. [CloudStreams Governance] ビューで空白を右クリックし、[Import] をクリックして、ウィ
ザードを開きます。[ルートディレクトリの選択]フィールドで、エクスポートしたGovernance
プロジェクトを含むディレクトリを指定します。[プロジェクト] ボックスで、エクスポート
したプロジェクトのフォルダからインポートする Governance プロジェクトを選択します。
[プロジェクトをワークスペースにコピー] を選択して、[Finish] をクリックします。
[Governance] タブをクリックして、インポートしたすべての Governance プロジェクトが表
示されていることを確認します。

4. [CloudStreamsプロバイダ]ビューで、空白を右クリックします。アーカイブ(圧縮ファイル)
にエクスポートしたプロバイダプロジェクトをインポートする場合は、[アーカイブのイン
ポート]をクリックします。別のCloudStreamsからプロバイダプロジェクトをインポートす
る場合は、[ワークスペースからインポート] をクリックします。

Integration Server または Microservices Runtime 定義の移行
1. [Window] > [Preferences] を選択します。[Preferences] ダイアログボックスにある左側のナ

ビゲーションバーで、[Software AG] > [Integration Server] を選択します。

2. [インポート] をクリックして、エクスポートした .propertiesファイルを選択し、[開く] をク
リックします。Software AG Designer によって既存のサーバを上書きするかどうかを尋ねら
れます。[OK] をクリックし、もう一度 [OK] をクリックして [Preferences] ダイアログボック
スを閉じます。
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モバイルプロジェクトの移行
1. [Window] > [Preferences] > [Software AG] > [モバイル開発] に移動し、Mobile Designer イン

ストールディレクトリを、新しい Software AG Designer インストールディレクトリ内の
MobileDesigner サブディレクトリに変更します。

2. プロジェクトのインポート

a. [File] > [Import] ウィザードを選択します。

b. [Select] パネルで、[General] > [Existing Projects into Workspace] を選択して [Next] をク
リックします。

c. [Import Projects] パネルで、[Select Root Directory] をクリックし、使用するモバイルプ
ロジェクトが含まれているワークスペースに移動します。[Projects] ボックスで、イン
ポートするプロジェクトを選択します。

d. [Copy projects into workspace] を選択し、[Finish] をクリックします。

3. [Package Explorer] で、以下の手順に従います。問題やエラーを解決する手順については、
『webMethods Mobile Development Help』の「Migrating Mobile Projects」を参照してくだ
さい。

a. 各インポートプロジェクトのモデルディレクトリに移動し、.amlファイルをダブルクリッ
クします。警告とエラーを確認して、問題を解決します。

b. インポートされた各プロジェクトのルートノードを右クリックして、[ソースコードの生
成] > [アプリケーションモデルと API] をクリックします。コンパイルエラーを解決しま
す。

c. (Jenkins-based Remote Multi-Build の代わりに) Mobile Administrator を使用している場
合、Mobile Administrator Remote-Multi-Build ant ターゲットを有効にします。プロジェ
クトのルートに移動して、build.xmlファイルを開いて、以下の文字列をファイルの最後
に 1 行で追加します。
<import file="${env.MOBILE_DESIGNER}/plugins/MobileAdministrator/
v1.0.0/targets.xml"/>

4. 後から、Android ハンドセットターゲットで、Phoney シミュレータ内でプロジェクトを実
行しているときの問題のような問題が発生した場合、[Package Explorer] で各プロジェクト
の /target ディレクトリに移動し、すべての既存のハンドセットターゲットを削除します。
そして、++Activate-Handset antターゲットを実行することにより、プロジェクトのターゲッ
トを再追加します。
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ビジネスプロセスアップグレードの完了
1. アップグレードする前に作成したプロセスモデルに基づくプロセスインスタンスが稼働中

で、新しいSoftware AGDesignerでそのプロセスモデルを再生成する場合は、再生成する前
にプロセスモデルのバージョン番号を次のシーケンス番号に変更します。そうしないと、プ
ロセスインスタンスが想定通りに動作しません。My webMethods Server で実行するために
プロセスモデルの新しいバージョンを有効にすると、稼働中のプロセスをアップグレードす
るかどうかの確認を求められますが、[いいえ] と答えます。

2. Software AG Designer でユーザが作成したビジネスプロセスパッケージを移行した場合、
パッケージが new_Software AG_directory/IntegrationServer/instances/instance_name/packages
ディレクトリに存在していることを確認します。パッケージ名は、プロジェクト名または
Software AG Designer で指定したカスタムの名前です。

3. Integration Server Administrator を開き、プロセスエンジンをホストする新しい Integration
Server をポイントします。[設定] > [JDBC プール]ページに移動します。ProcessEngine およ
び ProcessAudit 機能をデータベースコンポーネントに接続します。手順については、
『Installing Software AG Products』を参照してください。

4. Integration Server Administratorでは、[パッケージ] > [管理]ページに移動して、WmMonitor
パッケージの アイコンをクリックします。

5. 新旧のインストールが異なるマシン上にあり、アップグレード前に実行したプロセスとプロ
セスステップを再サブミットする場合は、以下の手順に従います。

Monitor をホストする新しい Integration Server がメッセージング製品に接続されており、
プロセスモデルフラグメントがある場合、[ローカルISに再サブミット]チェックボックスを
オンにして、[サブミット] をクリックし、パッケージを再ロードします。

Monitorをホストする新しいIntegration Serverがメッセージング製品に接続されておらず、
プロセスモデルフラグメントもない場合は、[ローカルISに再サブミット]チェックボックス
をオフにして、[サブミット] をクリックし、パッケージを再ロードします。

6. [メッセージング] > [webMethods トリガー] ページに移動して、新しい Integration Server
上のすべてのwebMethodsメッセージングトリガーに対してドキュメント抽出が有効になっ
ていることを確認します。手順については、『webMethods Integration Server Administrator’s
Guide』を参照してください。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。
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新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
1. 古い Infrastructure Data Collector に製品の最新の修正をインストールしてから、古い

Infrastructure Data Collector を起動します。

2. の古いインストールをシャットダウンします。
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実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

3. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 最初にログファイルをold_Software AG_directory/profiles/InfraDC/logsディレクトリか
ら移動することで、圧縮ファイルのサイズを小さくできます。

b. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

c. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM ZIP_file_name.zip common/conf install/products profiles/InfraDC

d. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

Infrastructure Data Collector の移行

移行できる設定、データおよびアセット
以下のアイテムを移行できます。

アセット設定ファイル。

SNMP、JAAS、JMX、SSH、セキュリティ、ログ、プラットフォームデバッグ、WebServices
Stack、およびウォッチドッグの設定。

#include ディレクティブとコメント (関連付けられたプロパティは除く) を含む、古い
custom_wrapper.conf ファイルに加えられた Java サービスラッパーのカスタマイズ内容。
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SNMP アセット設定ファイルを移行する場合は、
new_Software_AG_directoryinfrastructuredc/bin/migrate/old_releaseディレクトリに移動して、
snmpMigration.properties ファイルを開きます。古い SNMP 設定ディレクトリと新しい SNMP
設定ディレクトリへの完全パスを入力します。ファイルのコンテンツに使用する形式が表示され
ます。

移行ユーティリティの実行
プロンプトが表示される移行ユーティリティで 1 つのアイテムの移行に失敗した場合、次のア
イテムの移行を続けるか、移行を中断するかを尋ねられます。中断を選択すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

注:
移行ユーティリティを実行する場合、古いインストールへのフルパスを指定し、場合によっ
ては新しいインストールへのパスも指定します。古い製品または新しい製品のインストール
時に、インストールディレクトリとしてシンボリックリンクを指定した場合、移行ユーティ
リティに指定するパスは、インストール時に指定したシンボリックリンクと同じパスにする
必要があります。

カスタムの移行の実行

1. 新しいInfrastructure Data Collectorをホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェル
を開いて、new_Software AG_directory/Infrastructuredc/bin/migrate ディレクトリに移動
し、コマンド migrate.{bat|sh} を実行します。

2. 古い Infrastructure Data Collector インストールを含む Software AG ディレクトリまたは以
前に作成した圧縮ファイルへの完全パスを尋ねられます。

3. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と入力します。

4. SNMP アセット設定ファイルを移行するかどうかを尋ねられます。「Y」と入力すると、
snmpMigration.properties ファイルで指定した古いファイルが移行されます。

5. 設定をエクスポートするかどうかを尋ねられます。このセッションから設定をインポートす
ることでその他の移行を実行する場合は、「Y」を入力します。実行しない場合は、「N」を
入力します。

6. 移行を開始するかどうかを尋ねられます。「Y」を入力すると、選択したデータが移行され
ます。

アセット設定ファイルと、新しいInfrastructure Data Collectorインストール内に既に存在す
る古いファイルと同じ名前を持つファイルの移行を選択すると、古いファイルが移行される
前に、new_Software AG_directory/infrastructuredc/migrationbackupディレクトリに新しい
ファイルがバックアップされます。これは、すべての移行済みディレクトリとファイルにつ
いても同様です。
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インポートした設定を使用した移行

インポートした設定は、以下から取得できます。

カスタムの移行からエクスポートした設定。これらの設定は、カスタムの移行を実行した
new_Software AG_directory/infrastructuredc/bin/migrate ディレクトリ内の migrate.dat と
いう名前のファイルに保存されます。データの移行先にする新しい Infrastructure Data
Collector インストールのホストマシンで、任意のディレクトリに migrate.dat ファイルをコ
ピーします。

Infrastructure Data Collectorで提供されるデフォルトの移行の設定。古いリリースごとに、
設定が new_Software AG_directory/infrastructuredc/bin/migrate ディレクトリ内の
migrateold_releasesbs.dat というファイルに保存されます。この設定は、にリストされた設
定、データ、およびアセットを移行するように移行ユーティリティに通知します。

プロンプトを表示して、カスタムまたはデフォルトのインポートされた設定を使用して移行する

1. 新しいInfrastructure Data Collectorをホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェル
を開いて、new_Software AG_directory/infrastructuredc/bin/migrate ディレクトリに移動
し、コマンド migrate.{bat|sh} を実行します。

2. 古い Infrastructure Data Collector インストールを含む Software AG ディレクトリまたは以
前に作成した圧縮ファイルへの完全パスを尋ねられます。

3. 移行設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「Y」と入力し、プロンプトが表示さ
れたら、migrate.dat ファイルまたは migrateold_releasesbs.dat ファイルへの完全パスを指
定します。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしで old_releaseを指
定します (990、9100、1030 など)。

プロンプトを表示せずに、カスタムまたはデフォルトのインポートされた設定を使用して移行す
る

新しい Infrastructure Data Collector をホストするマシン上でコマンドウィンドウまたはシェル
を開き、new_Software AG_directory/infrastructuredc/bin/migrate ディレクトリに移動し、以
下のコマンドを実行します。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしで元の
リリース番号を指定します (990、9100、1030 など)。

エラーが発生すると、ユーティリティは終了します。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
-importFile {migrateold_releasesbs.dat|full_path_to_migrate.dat}
-silent true

アップグレードの完了
1. 新しい custom_wrapper.conf ファイルの最後にすべての #include ディレクティブが移行さ

れます。それらを確認し、必要に応じて調整します。custom_wrapper.conf ファイルは
Software AG_directory/profiles/InfraDC/configuration ディレクトリにあります。
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注:
『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』に記載されているように、Software AG
の指示がない限り、wrapper.conf ファイルを変更しないでください。ただし、古い
wrapper.conf ファイルを間違えて変更した場合は、古い wrapper.conf ファイル内で変更
したプロパティの値を、新しいcustom_wrapper.confファイルの対応するプロパティに手
動でコピーします。

2. アセットを再検出します。新しいMy webMethods Server を開き、[アプリケーション] > [管
理] > [分析] > [インフラストラクチャコンポーネント] > [検出]ページに移動し、[検出の実行]
をクリックします。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

86 オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11

9 Infrastructure Data Collector のアップグレード



新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新しい製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

移行方法
古い Optimize インストールから以下の方法で移行できます。

9.12 以降のリリースからのアップグレード: 移行ユーティリティを使って、Analytic Engine
および Web Service Data Collector の設定を古い Optimize インストールから新しいインス
トールに移行します。
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9.9 以降のリリースからのアップグレード: Database Component Configurator を使ってデー
タベースコンポーネントを移行し、次にMywebMethods Serverの [環境の定義]ページから
Central Configurator System (CCS) 環境を移行します。

9.9 以降のリリースからのアップグレード: 古い Optimize インストールから CSS 環境をエク
スポートし、MywebMethods Serverの [環境の定義]ページから新しいOptimizeインストー
ルにインポートします。

古いインストールの準備
1. 古い Optimize に最新の製品修正をインストールし、古い Optimize を起動します。

2. 古いCSS環境を新しいOptimizeにインポートして再利用する場合、まず古いOptimizeイン
ストールからエクスポートする必要があります。MywebMethodsを開いて[アプリケーショ
ン] > [管理] > [システム全体] > [環境] > [環境の定義] ページに移動します。CCS 環境を選択
して [エクスポート] をクリックし、ローカルのファイルに保存します。

3. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

注:
移行しようとしているデータベースコンポーネントに接続している、古い Optimize のす
べてのインスタンス (Analytic Engine など) をシャットダウンしておく必要があります。

4. 10.7 以降のリリースからの移行ユーティリティを使ったアップグレードで、Optimize の新
旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを作
成して、移行ソースとして使用できます。

a. 古いマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、old_Software
AG_directory/optimize/analysis/bin/migrate ディレクトリに移動し、次のコマンドを実
行します。optimize.zipという名前の圧縮ファイルが同じディレクトリに作成されます。
圧縮ファイルを、新しいAnalytic Engineをホストするマシンの任意のディレクトリにコ
ピーします。
ZIP-optimize.{bat|sh}

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。
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b. 古いマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、old_Software
AG_directory/optimize/analysis/bin/migrate ディレクトリに移動し、次のコマンドを実
行します。dc.zip という名前の圧縮ファイルが同じディレクトリに作成されます。圧縮
ファイルを、新しい Web Services Data Collector をホストするマシンの任意のディレク
トリにコピーします。
ZIP-dc.{bat|sh}

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

データベースコンポーネントの移行
Optimizeのデータベースコンポーネントの移行手順については、159ページの「データベースコ
ンポーネントの移行」を参照してください。

Terracotta Server Array の設定と起動
新リリースで Analytic Engine をクラスタ化している場合は、Terracotta Server Array を設定し
て起動する必要があります。手順については、『 Using BigMemory with webMethods
Products』、『Configuring BAM』および BigMemory Max のマニュアルを参照してください。

他の製品への接続の更新
1. Process Engine への接続を更新します。

a. Integration Server Administratorを開き、Process Engineをホストする新しいIntegration
Server をポイントします。

b. [パッケージ] > [管理] ページに移動して、WmPRT パッケージの アイコンをクリック
します。

c. 左側のナビゲーションバーで [設定] をクリックして、[Process Engine 設定の編集] をク
リックします。

d. [JMSサーバURL]フィールドで、UniversalMessagingホスト名とポートをnsp://host:port
と指定します。デフォルトポートは 9000 です。

e. [サブミット] をクリックして、WmPRT パッケージを再ロードします。

f. Integration Serverをホスティングするすべての新しいProcess Engineについて、上記の
手順を繰り返します。

2. Integration Serve の Optimize サポートパッケージへの接続を更新します。
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a. Integration Server Administrator または Microservices Runtime Administrator を開き、
Optimize Supportパッケージをホストする新しいIntegration ServerまたはMicroservices
Runtime をポイントします。

b. [パッケージ] > [管理]ページに移動して、WmOptimizeパッケージの アイコンをクリッ
クします。

c. Analytic Engine のホストマシンとポートを指定します。デフォルトポートは 12503 で
す。

d. [JMSサーバURL]フィールドで、UniversalMessagingホスト名とポートをnsp://host:port
と指定します。デフォルトポートは 9000 です。

e. [サブミット] をクリックして、WmOptimize パッケージを再ロードします。

f. Optimize SupportパッケージをホストするすべてのIntegration ServerまたはMicroservices
Runtime について、上記の手順を繰り返します。

Optimize の移行

移行できる設定、データおよびアセット
以下のアイテムを移行できます。

AnalyticEngine、データベース、データ保守、イベントパブリケーション、JMSEventAction、
メール、監視、プロセストラッキング、SNMP アラート、ステーション、および WS アク
ションの設定

JNDI およびジャーナルロギングの設定

9.12以降のリリースからの更新:移行ユーティリティを使用した移
行
移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

新しい Optimize の Analytic Engine または Web Services Data Collector をホストする各マシン
でコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory/optimize/analysis/bin/migrate または new_Software
AG_directory/optimize/dataCollector/bin/migrate ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実
行します。migrateold_releasesbs.dat ファイルで、ピリオドなしで old_release を指定します
(912、1030 など)。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat

オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11 93

10 Optimize のアップグレード



-silent true

注:
移行ユーティリティはMy webMethods Server が使用する Central Configurator System (CCS)
データベースと対話しないため、移行される設定はCommand Central だけに表示されます。

新しいOptimizeインストールが古いOptimizeインストールと異なるマシンにある場合、Analytic
EngineおよびWeb Service Data Collectorの設定を更新する必要があります。Command Central
から Analytic Engine および Web Service Data Collector を設定する手順の詳細については、
『Configuring BAM』を参照してください。

9.9 以降のリリースからの更新: 9.9 My webMethods Server の [環
境の定義] ページを使用した移行

古い Central Configurator System (CCS) 環境定義を再利用しない場合

特に記述がない限り、以下で説明する手順の詳細については、『ConfiguringBAM』を参照して
ください。

新しい My webMethods Server を起動し、My webMethods を開き、新しい Optimize 環境を設
定します。

Infrastructure Data Collector のホストを定義する場合、[ホストの追加/編集] ダイアログボック
スの [ホスト名または IP アドレス] フィールドに、古いリリースと同じ値を入力します。

注:
新しい値が古い値と一致しない場合、アップグレードの完了後に、既存のアセットの監視を
停止してこれらを再検出し、監視対象として選択する必要があります。

以下の「新しい Optimize 環境の展開」に移動します。

古い CCS 環境定義を再利用する場合

特に記述がない限り、以下で説明する手順の詳細については、『ConfiguringBAM』を参照して
ください。

1. 新しい My webMethods Server を起動し、My webMethods を開きます。

2. [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [環境] > [環境の定義] ページに移動します。

a. データベースコンポーネントを古い Optimize インストールから新しい Optimize インス
トールに移行した場合、[環境の定義] ページには古い CCS 環境が表示されます。これら
の環境を移行するには、環境を選択して [環境のマイグレート] をクリックします。

b. 新しいOptimizeのインストールをクリーンなデータベースを使用するように設定済みの
場合、空の [環境の定義] ページが表示されます。[環境のインポート] をクリックして、
古いインストールの CSS 環境のエクスポート先のファイルを選択します。プロンプトに
従って移行を確認します。
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注:
[設定済み]列および[展開準備完了]列に緑色のチェックマークが表示されている必要があ
ります。[展開準備完了] 列に赤色の円が表示されている場合、環境を開き、[検査] タブを
クリックします。

注:
環境は、現在の状態で移行されます。古いインストールで未設定の場合、新しいインス
トールでも未設定のままです。

3. データベース名または接続プール設定が古いインストールのものと異なる場合、[アプリケー
ション] > [管理] > [システム全体] > [環境] > [データベースプール設定] ページに移動し、必
要に応じて更新します。[データベース接続] 領域で [テスト] をクリックし、ページの下部に
メッセージ [テストに合格しました。] が表示されることを確認します。[保存] をクリックしま
す。

4. [環境の定義] タブで、展開する環境をクリックし、必要に応じて設定を変更し、[終了] をク
リックします。

5. 以下の「新しい Optimize 環境の展開」に移動します。

新しい Optimize 環境の展開

特に記述がない限り、以下で説明する手順の詳細については、『ConfiguringBAM』を参照して
ください。

1. インストールした新しい Optimize コンポーネントを起動します。これらのコンポーネント
には、Analytic Engine、Infrastructure Data Collector および Web Services Data Collector な
どがあります。

2. 新しいリリースで使用している Universal Messaging を起動します。

3. 新しいOptimize環境を展開します。手順については、『ConfiguringBAM』を参照してくだ
さい。

4. My webMethods で、[My webMethods] > [システム設定] > [サーバ] ページに移動します。

BPMSがインストールされている場合は、[BPM および BAM] オプションを選択し、新し
い Analytic Engine、および Monitor をホストする Integration Server を指定します。ホ
ストには DNS 名または IP アドレスを指定できます。

BPMSがインストールされていてもBPMを使用していない場合 (つまりOptimizeのみを
使用している場合)、[BAM のみ] オプションを選択し、新しい Analytic Engine を指定し
ます。ホストには DNS 名または IP アドレスを指定できます。

5. Analytic Engineを起動してから、[サーバ状態の確認] をクリックしてサーバが使用可能であ
るか確認します (緑色のアイコン)。サーバが起動するまで少し時間がかかる場合があります
(15 分程度)。次に [保存] をクリックします。
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webMethods Broker から Universal Messaging への切り替え
古いリリースではJMSプロバイダとしてwebMethods Brokerを使用していて、新しいリリース
では Universal Messaging を使用している場合、以下の手順に従います。

1. Universal Messaging を起動して、Universal Messaging Enterprise Manager を開きます。

2. Universal Messaging インスタンスに接続して、これをクリックします。

3. [Config] タブをクリックします。[グローバル値] を展開して、AllowRealmAdminFullAccess
を「true」に設定します。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
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Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

Deployer の移行前に新しいホストを起動しないでください。起動してしまった場合は、
MIGRATION_DONE という名前のファイルが WmDeployer パッケージに作成され、移行を実行
できなくなります。新しいホストを起動した場合は、このファイルを削除してください。
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Asset Build Environment のアップグレード
old_Software AG_directory/common/AssetBuildEnvironment/master_buildディレクトリに移動
して、build.propertiesファイルを新しいインストールディレクトリの同じ場所にコピーします。

Deployer のアップグレード

古いインストールの準備
1. 古いホストである Integration Server または Microservices Runtime を起動します。古い

Deployerで、新しいソース/ターゲット製品サーバをポイントするように、古いソース/ター
ゲット製品サーバへの接続をすべて編集します。ユーザ名とパスワードが不明な場合、これ
らを入力する必要はありません。手順については、『webMethods Deployer User’s Guide』
を参照してください。

2. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

3. このマニュアルの前述の手順に従って、古いDeployerで定義されていたソース/ターゲット
の全製品サーバを新しいリリースにアップグレードして、それらの製品のすべての設定、
データ、およびアセットを新しいリリースに移行します。

Deployer の移行

移行される設定、データおよびアセット

設定。

サーバエイリアス。

ターゲットグループ。

プロジェクト。

注:
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Deployerプロジェクトを移行しても、それらのプロジェクトの製品アセットは古いリリー
スから新しいリリースに変換されません。このマニュアルの前述の手順に従ってアセット
を移行する必要があります。

移行ユーティリティの実行

Integration Server 移行ユーティリティを使って Deployer およびホストの Integration Server ま
たはMicroservices Runtimeを移行します。詳細については、55ページの「Integration Server、
Microservices Runtime、およびホストされている Wm パッケージのアップグレード」を参照し
てください。

アップグレード Application Platform

古いインストールの準備
1. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

2. Application Platform プロジェクトバンドルをホストする新旧の My webMethods Server が
同じマシン上にある場合、古い My webMethods Server もシャットダウンします。

3. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 最初にログファイルをold_Software AG_directory/profiles/product/logsディレクトリか
ら移動することで、圧縮ファイルのサイズを小さくできます。product はホストの
Integration Server インスタンス、My webMethods Server インスタンス、または SPM
(Platform Manager) です。

b. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

c. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
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jar cfM ZIP_file_name.zip install/products profiles

d. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

Application Platform の移行

移行される設定、データおよびアセット

Integration Server インストール内に置かれている Application Platform 設定ファイル。

My webMethods Server インストール内に置かれている Application Platform プロジェクト
バンドル。

9.9、9.10 または 9.12 からのアップグレード: Application Platform Web アプリケーション
として使用するWmTomcatを使用して作成されたWebアプリケーション。Webアプリケー
ションは WAR ファイルとして new_Software
AG_directory/profiles/instance_name/workspace/webapps ディレクトリに移行されます。

10.1 または 10.3 からのアップグレード: Application Platform Support パッケージをホスト
するIntegration Serverインスタンスのwebappsディレクトリに展開されたWebアプリケー
ション。

移行ユーティリティの実行

移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

Application Platformサポートパッケージをホストする新しいIntegration Serverインスタンス、
または新しい Application Platform プロジェクトバンドルをホストする新しい My webMethods
Server インスタンスをホストする各マシン上でコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、
new_Software AG_directory/common/migrate/AppPlatform/binディレクトリに移動し、以下の
コマンドを実行します。migrateold_releasesbs.datファイルの場合は、ピリオドなしでold_release
を指定します (990、9100、1030 など)。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat
-silent true

Integration Server インスタンスで WmTomcat を使用して Web アプリケーションを作成し、新
しいインストールでそれらの Web アプリケーションを Application Platform とともに使用した
いが、古い Integration Server インスタンスに Application Platform がなかった場合は、コマン
ドに -srcVersion old_release パラメータも指定します。
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アップグレードの完了

パッケージのインポートの確認と修正

new_Software AG_directory/install/log ディレクトリに移動し、migrationLog.txt ファイルを開
きます。このメッセージと似ているメッセージを確認します。
Project bundle /dev/installs/99oct2015/profiles/IS_default/
workspace/app-platform/deployer/bundles/greeter-web.jar
contains a package com.softwareag.applatform.sdk with import version
range [start_version, end_version) that must be upgraded manually.

このメッセージはApplication Platformプロジェクトで使用されたパッケージのセマンティック
バージョニングに関係しています。詳しい情報については、OSGiAllianceの『SemanticVersioning
Technical Whitepaper』を参照してください。

メッセージが存在し、Application Platform プロジェクトのマニフェストファイルを作成したこ
とがない場合は、Asset Build Environmentと Deployer を使用してプロジェクトを再構築および
再展開します。

メッセージが存在し、Application Platform プロジェクトのマニフェストファイルを作成した場
合は、マニフェストファイルを編集してend_versionを含め、プロジェクトを再構築および再展
開します。

Application Platform プロジェクトを再構築および再展開する手順については、『webMethods
Application Platform User’s Guide』を参照してください。

Tomcat 設定の更新

1. old_Software AG_directory/IntegrationServer/web/conf ディレクトリに移動して、ディレ
クトリ内のすべての設定ファイルをテキストエディタで開きます。

2. new_Software AG_directory/profiles/instance_name/configuration/tomcat/conf ディレクト
リに移動して、ディレクトリ内のすべての設定ファイルをテキストエディタで開きます。

3. https://tomcat.apache.org/migration-85.html に移動します。

4. Webページの手順に従って、古い設定ファイルに作成されたものと同じカスタム変更を新し
い設定ファイルにも作成するように変更します。

5. new_Software AG_directory/profiles/instance_name/configuration/tomcat/conf ディレクト
リに移動し、server.xmlファイルを開いて、既存の<Realm>エレメントを以下のものと置き
換えます。
<Realm className="org.apache.catalina.realm.LockOutRealm">
<Realm className="com.softwareag.platform.catalina.auth.SINRealm"

name="AppPlatformRealm"
userClassNames="com.softwareag.security.jaas.principals.SagUserPrincipal"
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roleClassNames="com.softwareag.security.jaas.principals.SagRolePrincipal"

defaultRealm="AppPlatformRealm"/>
</Realm>

6. Web アプリケーションを調べて、それらが Tomcat サーバ 8.5 およびサーブレット API 3.1
に準拠していることを確認します。

9.9、9.10 または 9.12 からのアップグレード: WmTomcat Web アプリケーションの移行
の完了

1. WmTomcat 上の各Webアプリケーションの依存関係を削除します。移行されたそれぞれの
Integration Server パッケージに対して、new_Software
AG_directory/IntegrationServer/instances/instance_name/migrated_packageディレクトリに
移動して、テキストエディタで manifest.v3 ファイルを開き、以下の行を削除してファイル
を保存します。
<value name="WmTomcat">...</value>

2. 移行された Web アプリケーションの URL は元の Web アプリケーションの URL と異なりま
す。ポート番号は変更され、/web セグメントは削除されます (例: 古い URL
http://localhost:5555/web/MyPackage/index.jsp は
http://localhost:8072/MyPackage/index.jspになります)。ユーザに通知し、URLに依存した
ソフトウェアコンポーネントを更新します。

3. 各 Web アプリケーションは war 圧縮ファイルとして移行されます。Tomcat サーブレット
コンテナの開始にかかる時間を減らしたい場合は、new_Software
AG_directory/profiles/instance_name/workspace/webapps ディレクトリに移動し、各圧縮
ファイルから war ファイルを webapps ディレクトリへ展開します。

4. Web アプリケーションの JSP ページの中に Integration Server API
com.wm.app.b2b.server.Service.doInvoke( )への直接呼び出しがある場合は、<webm:invoke/>
カスタムタグと置き換えてください。手順については、Application Platform のマニュアル
を参照してください。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。
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新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新しい製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

新しい Apama を古い Apama と同じマシンにインストールする場合、製品の Installer パネルま
たはプロンプトの指示に従い、新しい作業ディレクトリを指定します。SoftwareAGでは、作業
ディレクトリ名には、デフォルトで表示されるようにリリース番号を含めることをお勧めしま
す。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。
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古いインストールの準備
古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows Servicesウィンドウからシャットダウンします。サービスはSoftware
AG product release として表示されます。

Windows サー
ビスとして

Windows のスタートメニューからシャットダウンします。アプリケーション
は、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windows アプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIX システム
で

Apama の移行
1. 新旧のApamaが別々のマシンにある場合は、展開スクリプト (Ant スクリプトとプロパティ

ファイル) を更新して、新しいインストールの正しいホスト名を指定します。

2. 新旧の Apama が同じマシン上にある場合は、古いインストールがシャットダウンされてい
ることを確認します。

3. ビルドまたは展開スクリプトを再実行して、生成されたアーティファクト (Apama クエリ、
プラグイン、プロジェクトからのシナリオなど) が最新のものであることを確認します。こ
のタスクには、Ant スクリプトの再エクスポートと再実行、engine_deploy の実行、Docker
イメージの再構築、およびカスタムスクリプトの再実行が含まれます。エラーや警告につい
ては、出力を確認してください。

4. UAT (User Acceptance Testing)環境で実行し、移行されたアプリケーションを新しいApama
に注入します。コリレータログのエラーまたは警告をスキャンします。すべてのシステムテ
スト (PySysテストケースなど)を再実行し、アプリケーションが予想通りに動作することを
確認します。

5. CommandCentralを使用している場合、古いインストールにインスタンスを作成したときと
同じコマンドライン、GUI、またはコンポジットテンプレートプロシージャを使用して、
Apamaリリースノートに記載されている廃止または削除されたアイテムに対応した変更を加
えつつ、新しいインストールに Apama インスタンスを再作成します。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。
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新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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API Gateway クラスタのアップグレードのガイドライン
API Gateway では、クラスタは複数のノードとして定義されます。各ノードは API Gateway を
ホストする Integration Server インスタンスです。それぞれの Integration Server インストール
には、複数の API Gateway インスタンスを含めることができます。

このセクションは、本章の以下の項目すべてに関連しています。使用する製品を対象に、章内の
すべてのタスクを記載された順番で、追加のタスクまたは例外も含めて実行する必要がありま
す。

新しいAPI Gatewayをインストールする場合は、古いクラスタに一致するノードのクラスタ
を作成します。新しい API Gateway は並行してインストールできます。

古いノードに複数のインスタンスが含まれる場合は、新しいノードに複数のインスタンスを
作成してください。新しいインスタンスの名前は、古いインスタンスの名前と同じにする必
要はありません。

新しいAPI Gatewayに修正をインストールする場合、並行してインストールすることができ
ます。

データストアを開始すると、すべての古いデータストアが開始され、その後すべての新しい
データストアが開始されます。

古い製品をシャットダウンする際に、すべてのクラスタノードをシャットダウンします。

1 つのノードだけにデータストアを移行します。新しいノードのデータストアは、移行後に
新しい API Gateway を起動すると、移行されたデータストアと同期されます。

各ノードで古い API Gateway の設定、データ、およびアセットを移行します。

『webMethods API Gateway Administration』の手順に従って、クラスタを設定します。

新しい製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

10.7リリースからのアップグレードでは、webMethods 10.11リリースでAPI Portal は 10.7リ
リースのまま残ります。既存のAPIPortal 10.7リリースを使ったり、新しいマシンにAPIPortal
10.7 リリースインストールすることもできますが、Developer Portal 10.11 リリースへの移行
も可能です。

CentraSite Application Server Tier および CentraSite Registry Repository を異なるマシンにイン
ストールするか、または同じディレクトリに異なるタイミングでインストールする場合は、まず
Registry Repository をインストールする必要があります。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。
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Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

API Gateway のアップグレード

古いインストールの準備
1. 古い API Gateway に最新の修正をインストールし、古い API Gateway を起動します。

2. 古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として
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実行するアクション製品が実行中
の場合

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

データベースコンポーネントの移行
APIGatewayのデータベースコンポーネントの移行手順については、159ページの「データベー
スコンポーネントの移行」を参照してください。

API Gateway の移行

移行される設定、データおよびアセット

データストア。データストアには以下が含まれます。

API

アプリケーション

ポリシーとポリシーアクション

設定と管理設定

エイリアス

ユーザ、グループおよびアクセスプロファイル

プラン、パッケージおよびサブスクリプション

トランザクション用 API イベント、監視、ポリシー違反、脅威からの保護、ライフサイ
クルおよびエラー

パフォーマンスメトリクス

<ph conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/yai"><?xm-replace_text
Phrase?></ph>、<ph
conref="../x_global_reuse/re-product_names.dita#products/yai"><?xm-replace_text
Phrase?></ph> UI および ダッシュボード (Kibana) をホストする古い Integration Server の
設定、および、1 つのAPI Gateway インスタンス

移行の実行

API Gateway のアップグレード手順については、Software AG TECHcommunity Web サイトの
http://techcommunity.softwareag.com/pwiki/-/wiki/Main/
API%20Gateway%20migration%20steps%20-%20Simplified を参照してください。
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API Portal のアップグレード

9.9から10.5リリースへのアップグレードのための古いインストー
ルの準備
1. API Portal をアップグレードするには、以下の機能特権が必要です。API Portal 管理者に問

い合わせて、ユーザ管理コンポーネント (http://host:port/umc) にログオンし、ユーザ管理
ページに移動し、自分のユーザ名をクリックします。次に、自分をAPIAdministratorグルー
プに追加するか、または [Functional Privileges] タブに移動して前述の特権を自分に割り当
てます。

ライセンス、ユーザおよびドキュメントの管理

ユーザ管理設定

データベース管理

2. 古い API Portal に最新の製品修正をインストールしてから、古いAPI Portal を起動します。

3. 古い API Portal Cloud Controller を起動します。

4. 古いAPI Portal がクラスタ化された高可用性設定でインストールされている場合は、すべて
のノードが実行中で、ZooKeeperアンサンブルにアクセス可能であることを確認します。次
のコマンドを実行して、各ノードを親ノードに登録します。
acc> add node logical_node_name IP_address_or_host_name
[@port] user_name password

5. 次のコマンドを実行します。

acc> startall

6. 次のコマンドを実行して、すべてのAPI Portal コンポーネントが実行されていることを確認
します。

acc> list

7. 古い API Portal のテナントごとに、新しいAPI Portal 内にテナントを作成する必要がありま
す。次のコマンドを実行して、古い API Portal 内のすべてのテナントをリストします。
acc> list tenants

8. 古いテナントごとに API および関連データ、ユーザデータ、API Portal ドキュメント記憶領
域データ (すべてのアクセス権限を含む)、コラボレーションデータをファイルにバックアッ
プします。各ファイルにはファイル拡張子 .acb が自動的に追加されます。

以下の表は、古いテナントのデータをそれぞれの古い製品リリースのファイルへバックアッ
プする方法を説明しています。
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実行するコマンド古いリリー
ス

acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=UMC,ABS,ADS,ECP
acc> backup tenant tenant_name to full_path_to_backup_file
username=your_user_name password=your_password

9.9 9.10
9.12

acc> backup tenant tenant_name to full_path_to_backup_file
username=your_user_name password=your_password10.1 10.3

10.4 10.5

9. 古いAPI Portal のカスタマイズされた表示を作成していた場合は、次のように表示をバック
アップします。

a. ブラウザで API Portal を開き、Administrator のクレデンシャルでログオンします。

b. [Administration]ページに移動します。[Customization]セクションの[Views]ページで、
カスタム表示の名前にマウスカーソルを重ね、[Backup] をクリックします。API Portal
によって、カスタマイズされた表示を含む圧縮ファイルが作成されます。

c. 圧縮ファイルを保存します。

10.古い API Portal をシャットダウンします。古いAPI Portal と新しいものが同じマシン上にあ
る場合は、次の手順に従います。

古い API Portal Cloud Controller でこのコマンドを実行します。
acc> stopall

new_Software AG_directory/API_Portal/server/bin ディレクトリに移動し、以下のコマ
ンドを実行して、クラウドエージェントを停止します。
CloudAgentApp.{bat|sh} stop

API Portal の移行
webMethods 10.11 リリースでは、API Portal は 10.7 リリースのまま残ります。既存の API
Portal 10.7 リリースを webMethods 10.11 リリースと使用する場合、このセクションはスキッ
プしてください。

その他のアップグレードパスについては、このセクションの手順に従って古いアセットを新しい
インストールに移行してください。

移行できるアセット

ユーザおよびユーザグループ。

API および API ドキュメント。

プランおよびパッケージ。
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アプリおよびアプリケーション。

コラボレーションデータ。

10.1 からのアップグレード: 分析データ。

移行の実行

1. 新旧のAPI Portal が同じマシン上にある場合、古いAPI Portal がシャットダウンされている
ことを確認してください。

2. 新しい API Portal をクラスタ化された高可用性設定でインストールした場合は、すべての
ノードが実行中で、Zookeeper アンサンブルにアクセス可能であることを確認します。次
に、REST サービスを呼び出して、以下のようにすべてのノードを親ノードに登録します。
クラウドエージェントポートのデフォルトは 18012 です。

以下の表は、REST サービスの詳細を示します。

値パラメータ

http://load_balancer_host:load_balancer_port/acc/rest/nodes/エンドポイント

POSTメソッドタイプ

application/jsonコンテンツタイプ
{"nodename": "host_name", "hostname": "host_name",
"port": "cloud_agent_port", "username": "Clous",
"password": "g3h31m“}

ペイロード

3. 新しい API Portal Cloud Controller を起動します。

4. 次のコマンドを実行します。
acc> startall

5. 古いAPI Portal, の各テナントに対して、新しいAPI Portal内に対応するテナントを作成し、
新しいテナント用のライセンスをインポートします。手順については、『webMethods API
Portal Administrator’s Guide』を参照してください。

6. 作成した新しいテナントごとに、以下のコマンドを実行して、以前に作成したバックアップ
ファイルから対応する古いテナントのデータを新しいAPI Portal に復元します。各ファイル
のファイル拡張子は .acb です。

重要:
復元処理中はテナントで作業できないことを API Portal ユーザに知らせます。

重要:
新しいテナントに何らかのデータが含まれている場合、そのデータは古いテナントから復
元するデータに置換されます。ユーザメタデータのみがマージされます。
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以下の表は、古いテナントのデータをそれぞれの古い製品リリースの新しいAPI Portal 内に
復元する方法を説明します。

実行するコマンド古いリ
リース

acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types = UMC, ABS, ADS, ECP
acc> restore tenant tenant_name from full_path_to_backup_file
username=your_user_name password=your_password
acc> invoke prepareTenant on bundle_runnable_name tenant.name=tenant_name

9.9
9.10
9.12

acc> restore tenant tenant_name from full_path_to_backup_file
username=your_user_name password=your_password
acc> invoke prepareTenant on bundle_runnable_name tenant.name=tenant_name

10.1
10.3
10.4
10.5

アップグレードの完了
古い API Portal のカスタマイズされた表示を作成していた場合に、その表示をバックアップし
ました。バックアップからカスタマイズされた表示を復元する手順については、『webMethods
API Portal Customization Guide』のバックアップと復元についての節を参照してください。

API Portal 10.7 リリースの Developer Portal 10.11 リリースへの移
行
webMethods 10.11 リリースでは、API Portal は 10.7 リリースのままです。API Portal 10.7 リ
リースから Developer Portal 10.11 リリースに移行できます。

古いインストールの準備
1. 古い API Portal に最新の製品修正をインストールし、古い API Portal を起動します。

2. ユーザ登録が承認待ちの場合、API Portal で承認を完了します。

3. 古い API Portal インストールのバックアップを作成します。

a. RESTエンドポイントを管理者として呼び出して、バックアップをトリガーします。すべ
てのモジュールをバックアップするためのコマンドを以下に示します。特定のモジュー
ルだけを移行したい場合、コマンドでそれらのモジュールのみを指定します。
POST http://<host>:<port>/abs/apirepository/migration/backup

{
"modules": ["User","Core","Collaboration","Analytics"]

}

以下のような、進行状況を示す「id」ハンドルが表示されます。
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{
"id": "fb0fda97-996d-4163-bbb0-b1ce6a7a2090",
"_self":

"/abs/apirepository/migration/status/fb0fda97-996d-4163-bbb0-b1ce6a7a2090"
}

b. 以下のコマンドを入力してバックアップの状態をチェックします。
GET http://<host>:<port>/abs/apirepository/migration/status/{progressId}

状態が SUCCEEDED の場合、 次のように REST エンドポイントを使ってファイルをアー
カイブします。 「progressID」は SUCCEEDED ステータスの「id」です。
GET http://<host>:<port>//abs/apirepository/migration/status/progressID/backup

API Portal の Developer Portal への移行

移行できるアセット

API (REST、SOAP、ODATA、HYBRID)

パッケージ

アプリケーション

プロバイダ

コミュニティとチーム

ユーザとグループ

UMC 設定 (LDAP、SMTP、ポリシー、MFA)

API (分析) のトランザクションイベントおよびトランザクションログ

API のフォロワーおよび評価 (コラボレーション)

制約

UI のテーマや、トピックやコメントなどのコラボレーションデータは移行できません。

API コンシューマ役割がコミュニティ管理者であるユーザを含むプライベートコミュニティ
がある場合、こうしたユーザは移行後にコミュニティ管理者権限を失います。

Developer Portal では、ユーザはコミュニティベースでは参加はできません。

移行の実行

1. 新しい Developer Portal を起動し、管理者権限でログインします。

2. [Administration]> [BackupandRestore]に移動して、[Restore]をクリックします。次にバッ
クアップしたモジュールを選択します。
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3. バックアップを読み込み、[Restore] をクリックします。

移行の完了

次の手順で OAUTH アプリケーションを更新します。

1. Developer Portal にログインし、[Applications] ページに移動します。

2. OAUTH アプリケーションの横にある編集アイコンをクリックし、[Edit] ページに移動しま
す。

3. [Associated Callbacks] フィールドで、コールバック URL を削除します。

4. [Callbacks]フィールドで「https://host_name:https_port/portal/rest/v1/oauth/callback」
という URL を入力し、[Add] をクリックします。

5. [Save] をクリックします。

6. 各 OAUTH アプリケーションについて同じ手順を繰り返します。

アップグレード CentraSite

古いインストールの準備
1. 古い CentraSite に最新の製品修正をインストールし、古い CentraSite を起動します。

2. 新旧のCentraSiteが同じマシン上にある場合、古いCentraSiteがシャットダウンされている
ことを確認してください。

3. 古いCentraSiteの設定データと、古いレジストリリポジトリのアセットを、圧縮ファイルに
エクスポートします。古いマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、old_Software
AG_directory/CentraSite/utilities ディレクトリに移動し、適切なコマンドを実行します。

Windows では、sbsExport.cmd full_path_to_ZIP_file を実行する

UNIX, では、sbsExport.sh full_path_to_ZIP_file を実行する

UNIX コマンドの例:
./sbsExport.sh /tmp/sbs_cs82_data.zip

新旧の CentraSite インストールが異なるマシン上にある場合は、圧縮ファイルを新しい
CentraSite をホストするマシン上の任意のディレクトリにコピーします。

4. 古い CentraSite でメトリクスを使用しており、古い XML メトリクスオブジェクトを移行し
たい場合、curl コマンドを使ってオブジェクトをファイルシステム内のファイルにダウン
ロードします。curl コマンドの例を以下に示します。
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curl -u user_name:password -F _querysearchmode=nonserialized -F _xql=*
-o metrics_file_name http://host:port/CentraSite/CentraSite/RuntimeMetrics

新旧のCentraSiteインストールが異なるマシン上にある場合は、新しいCentraSiteをホスト
するマシン上の任意のディレクトリにメトリクスファイルをコピーします。

5. 古いCentraSiteをシャットダウンします。新旧のCentraSiteが同じマシン上にある場合は、
Software AG Runtime サービスを停止して、すべての古い Application Server Tier をシャッ
トダウンし、古いレジストリリポジトリのサービスを停止して、シャットダウンします。

CentraSite の移行

移行される設定

古いCentraSiteの設定とアセットは、古いレジストリリポジトリから新しいCentraSiteイン
ストールに移行されます。

LDAP 設定は、古いレジストリリポジトリから新しい CentraSite JAAS 設定に変換され、移
行されます。

移行コマンドの実行

先ほど作成した圧縮ファイルから、設定とアセットをインポートします。コマンドウィンドウま
たはシェルを開いて、new_Software AG_directory/CentraSite/utilities ディレクトリに移動し、
次のコマンドを実行します。
sbsImport.{cmd|sh} /full_path_to_ZIP_file

次に例を示します。
./sbsImport.sh /tmp/sbs_cs82_data.zip

アップグレードの完了
1. 新しい CentraSite を起動します。

2. CentraSite でシングルサインオンを使用する場合は、以下の手順に従います。

a. 新旧の Software AG_directory/profiles/CTP/configuration ディレクトリ内の jaas.config
ファイルを開きます。古いファイルから新しいファイルに、以下をコピーします。

受信 HTTP ヘッダーからユーザ ID を抽出する ServletHeaderLoginModule

SimpleNameMappingLoginModule (使用している場合)

抽出されたユーザ ID の処理に使用しているその他のエントリ

新しい jaas.config ファイルは、次のように表示されます。
CentraSite {
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com.softwareag.centrasite.security.cache.ShortTermTokenLoginModule sufficient;
com.softwareag.security.jaas.login.internal.InternalLoginModule sufficient
...
com.softwareag.security.sin.is.ldap.lm.LDAPLoginModule sufficient
...
com.softwareag.security.jaas.login.modules.ServletHeaderLoginModule

required
... com.softwareag.security.jaas.login.modules.SimpleNameMappingLoginModule

required
...
com.softwareag.security.sin.is.ldap.lm.LDAPLoginModule required
...

};

ShortTermTokenLoginModule が、 委任された認証を CentraSite に確立し、セキュアな
内部通信を実行します。初期InternalLoginModuleは、通常、INTERNALドメインのユー
ザ専用であり、初期LDAPLoginModule は、シングルサインオンを使用せず直接ログイ
ンする LDAP ユーザ用です。シングルサインオンログインのみが必要な場合は、 初期
InternalLoginModule および LDAPLoginModule を削除することができます。

b. LDAP 設定を設定し、LDAP 経由で抽出したユーザ ID を解決します。生成された LDAP
ログインモジュールを変更して、シングルサインオン関連のオプション(技術ユーザなど)
を有効にします。必要な場合は、LDAP シングルサインオンの技術ユーザクレデンシャ
ルを適用します。

3. 古い CentraSite でメトリクスを使用しており、古い XML メトリクスオブジェクトをダウン
ロード済みの場合、オブジェクトを JSON に変換した後 CentraSiteToolbox コマンドを使っ
て CentraSite に読み込みます。CentraSiteToolbox コマンドの例を以下に示します。
CentraSiteToolbox ConvertAndLoadMetrics.jar
-dburl http://host:port/CentraSite/CentraSite
-user user -password password -xmlfile metrics_file_name

4. API Portal を CentraSite または API Gateway と共に使用する場合は、古いリリースで作成し
たすべてのAPI Portal インスタンスを新しいAPI Portal に再パブリッシュします。手順につ
いては、CentraSite または API Gateway のマニュアルを参照してください。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。
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マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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14 MashZone NextGen のアップグレード
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注:
MashZone NextGen 9.9 から MashZone NextGen 10.3 へ直接アップグレードする方法はあり
ません。代わりに、9.10 のアップグレードガイドにある手順を使用して MashZone NextGen
9.10 へアップグレードし、その後、このガイドにある手順を使用して 9.10 から MashZone
NextGen 10.3 へアップグレードする必要があります。

注:
MashZone NextGen は、9.12 リリースで MashZone NextGen Business Analytics という名前
に変更され、その後、10.1 リリースで MashZone NextGen という名前に変更されました。

新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
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この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

10.1、または 10.3 からのアップグレード: MashZone NextGen の
移行

古いインストールの準備
1. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

2. デフォルトのディレクトリ (old_Software
AG_directory/MashZoneNG/mashzone/data/resources)以外の場所にデータファイルが保存
されており、それらのデータファイルを移行したい場合は、デフォルトのディレクトリに
データファイルを移動してください。

3. デフォルトのディレクトリ (old_Software AG_directory/MashZoneNG/raql-udfs) 以外の場所
に RAQL UDF が保存されており、それらの UDF を移行したい場合は、デフォルトのディレ
クトリに UDF を移動してください。

4. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

b. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM mzng.zip MashZoneNG

c. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。
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重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

MashZone NextGen の移行

移行される設定、データおよびアセット

古いリポジトリで使用していたデータベース。埋め込みのDerbyデータベースを使用してい
た場合は、ユーティリティによってデータベースが移行されます。外部データベースを使用
していた場合は、データベースドライバ、MashZone NextGen リポジトリライブラリ、およ
びデータベースが移行されます。

LDAP 設定。

ユーザ定義のカスタムルックアンドフィール、ユーザ定義のカスタムウィジェット、および
old_Software AG_directory/MashZoneNG/raql-udfsディレクトリに保存されたRAQLユーザ
定義関数 (UDF)。

old_Software AG_directory/MashZoneNG/mashzone/data/resources ディレクトリに定義お
よび保存されたデータファイル。

古いインストールで変更された Ehcache 属性情報。

新しいインストールを適切に実行するために必要なプロパティ。ポート値は移行されませ
ん。

移行ユーティリティの実行

移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

新しい MashZone NextGen をホストしているマシン上でコマンドウィンドウまたはシェルを開
いて、new_Software AG_directory/MashZoneNG/prestocli/bin/migrateディレクトリに移動し、
下のコマンドを実行します。migrateold_releasesbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしで
old_release を指定します (例: 1010 または 1030)。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile {migrateold_releasesbs.dat|full_path_to_migrate.dat}
-silent true

アップグレードの完了
MashZone NextGen を起動する前に、必要に応じて以下を実行してください。

古いインストールでMashZoneNextGen起動ファイルを変更し、新しいインストールでも再
び使用したい場合、old_Software AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/bin に移動し
て、新しいインストールの同じ場所にファイルをコピーします。ファイルに絶対パスが指定
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されている場合は、新しいインストールの正しい場所をポイントするようにパスを更新しま
す。

古いpresto.configファイルは、トラストストア、キーストア、起動ページのウェルカムペー
ジテキストのファイルなどのカスタムファイルを参照します。古いインストールでこれらの
参照または参照先のファイルを変更した場合は、new_Software
AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/webapps/mashzone/WEB-INF/classes ディレク
トリに移動してpresto.configファイルを開き、参照先のファイルが新しいインストールでも
使用可能かどうかを確認してください。参照先のファイルが使用可能でない場合は、使用で
きるようにしてください。

9.10、または 9.12 からのアップグレード: MashZone NextGen の
移行
古いリポジトリを使用するように新しい MashZone NextGen を設定します。古い製品の機能に
拡張機能が展開されている場合は、新しい MashZone NextGen インストールにも拡張機能をコ
ピーします。

古いインストールの準備
1. 9.10 または 9.12 からのアップグレード: MashZone NextGen 10.0 以降は、PPM チャート

ビューをサポートしていません。MashZone NextGen データベースからビューを削除するに
は、MashZone NextGen Developer または MashZone NextGen Administrator を開き、API
Console に移動して、次の要求を送信します。
{
"version": "1.1",
"sid": "AppService",
"oid": "removeApp",
"svcVersion": "0.1",
"params": [

"ppm-chart"
]

}

true の応答は、ビューが削除されたことを示します。

2. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として
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実行するアクション製品が実行中
の場合

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

MashZone NextGen リポジトリの設定

埋め込みの Derby データベースを使用する場合のリポジトリの設定

古いリポジトリに埋め込みの Derby データベースを使用する場合は、以下の手順に従います。

1. 新しい MashZone NextGen には、事前入力された Derby リポジトリが付属しています。
new_Software AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/bin に移動して、
mashzonenextgenrepository ディレクトリの名前を変更します (例:
mashzonenextgenrepository_orig)。

2. 9.10 または 9.12 からのアップグレード: old_Software
AG_directory/MashZoneNG/apache-tomee-jaxrs/bin ディレクトリに移動して、
mashzonenextgenrepositoryディレクトリとmashzonerepositoryディレクトリを new_Software
AG_directory /MashZoneNG/apache-tomcat/bin ディレクトリにコピーします。

3. 新しいリリースに対して、Derbyデータベース更新のSQLコマンドを実行します。これらの
コマンドは、Derby に接続可能な任意の SQL クライアントを使用して実行できます。また
は、以下の手順に従って、MashZone NextGenとともに配信されるDerby IJユーティリティ
を使用することもできます。

a. コマンドウィンドウを開き、Derby データベースが置かれているディレクトリへ移動し
ます (例: cd new_Software AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/bin)。

b. 以下のコマンドを実行して、IJ ユーティリティを開始します。
java -jar SAG_HOME/MashZoneNG/prestorepository/derby/lib/derbyrun.jar ij

c. 以下のコマンドを実行して、埋め込み Derby データベースに接続します。
connect 'jdbc:derby:mashzonenextgenrepository';

d. RUN コマンドを使用してファイルを実行します。次に例を示します。
RUN 'new_Software
AG_directory/MashZoneNG/upgrade/10.1/MIGRATE-quartz2-DERBY.sql';

e. EXIT; コマンドを実行して、IJ ユーティリティを終了します。

その他のデータベースを使用する場合のリポジトリの設定

130 オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11

14 MashZone NextGen のアップグレード



古いリポジトリで MySQL、Oracle、PostGres、SQL Server を使用していた場合は、以下の手順
に従います。

1. old_Software AG_directory/{Presto|MashZoneNG}/apache-tomee-jaxrs/lib ディレクトリに
移動し、RDBMS の JDBC ドライバの jar ファイルを new_Software
AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/lib ディレクトリにコピーします。

以下の表は、データベースの各タイプをコピーするための JDBC ドライバ jar ファイルを一
覧します。

JDBC ドライバの jar ファイルデータベース

mysql-connector-java-5.1.31.jarMySQL

ojdbc6.jarOracle

postgresql-9.2.1004.jdbc4.jarPostGres

jtds-1.3.1.jarSQL Server

2. 古い製品で MySQL、Oracle、SQL Server を使用していた場合は、以下の手順に従います。

a. new_Software
AG_directory/{Presto|MashZoneNG}/apache-tomcat/webapps/mashzone/WEB-INF/lib
ディレクトリに移動し、jackbe-presto-rds-postgre-derby-10.3.jar ファイルを削除しま
す。

b. new_Software AG_directory/{Presto|MashZoneNG}/prestorepositoryディレクトリに移動
し、jackbe-presto-rds-oracle-mysql-mssql-10.3.jar ファイルを new_Software
AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/webapps/mashzone/WEB-INF/lib ディレク
トリにコピーします。

3. 既存のリポジトリを使用するように新しいMashZoneNextGenを設定します。手順について
は、『MashZone NextGen Administration Guide』の「Getting Started with MashZone
NextGen」、次に「Move theMashZone NextGen Repositories to a Robust Database Solution」
を参照してください。手順 1～4 はスキップし、手順 5 から開始します。

注:
MashZone NextGen 10.0 以前では、リポジトリ接続情報は
apache-tomee-jaxrs/conf/tomee.xmlファイル内に定義されていました。新しいMashZone
NextGenリリースでは、リポジトリ接続情報はapache-tomcat/conf/context.xmlに移動さ
れ、形式が変更されました。

4. 新しいリリースに対して、データベース更新の SQL コマンドを実行します。
mashzonenextgenrepositoryに接続されているSQLクライアントを使用します。サポートが
必要な場合は、Software AG Global Support にお問い合わせください。
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a. new_SoftwareAG_directory/MashZoneNG/upgrade/10.1 ディレクトリに移動して、テキ
ストエディタで適切な database_type.xml ファイルを開きます。

b. ファイル内の手順を読み、必要に応じて既存の制約を削除する SQLステートメントを修
正します。

c. ファイル内の SQL ステートメントを 1 つずつ実行します。

9.10からのアップグレード:古いリポジトリから新しいリポジトリ
へのデータの追加
MashZone NextGen 9.10 には mashzonerepository と mashzonenextgenrepository の 2 つのリ
ポジトリがありました。MashZoneNextGen9.12から、リポジトリはmashzonenextgenrepository
の 1つだけになりました。新しい mashzonenextgenrepository には、古い
mashzonenextgenrepository からのデータは既に含まれていますが、古い mashzonerepository
からのデータは手動で追加する必要があります。

1. new_Software AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/conf ディレクトリに移動し、
context.xml ファイルを開きます。古いmashzonerepository の接続属性プロパティを設定す
る <Resource> エントリを追加します。次に例を示します。
<Resource name="amzDatabase" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
maxTotal="200"
maxIdle="30"
maxWaitMillis="10000"
validationQuery="values(1)"
username="app"
password="app"

driverClassName="org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver"
url="jdbc:derby:

${catalina.base}/bin/mashzonerepository"/>

2. new_Software AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/webapps/mashzone/WEB-INFディ
レクトリに移動し、テキストエディタで web.xml ファイルを開き、ファイルの最後の
</web-app> 終了タグの直前に XML <resource-ref> エレメントを追加します。
<resource-ref>
<description>DB Connection</description>
<res-ref-name>amzDatabase</res-ref-name>
<res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
<res-auth>Container</res-auth>

</resource-ref>

3. MashZone NextGen サーバを起動します。

amzDatabaseからのデータは自動的にmashzonenextgenrepositoryに移行され、amzDatabase
は使用されなくなります。

4. サーバをシャットダウンします。
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5. new_Software AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/webapps/mashzone/WEB-INFディ
レクトリに移動し、テキストエディタで web.xml ファイルを開きます。先ほど追加した
<resource-ref> エレメントを削除して、ファイルを保存します。

6. new_Software AG_directory/MashZoneNG/apache-tomcat/conf ディレクトリに移動し、
context.xml ファイルを開きます。<Resource id="amzDatabase"> エレメントを削除して、
ファイルを保存します。

MashZone NextGen の設定の更新と拡張機能のコピー
ほとんどの MashZone NextGen 設定は、MashZone NextGen リポジトリに保存されています。
この節では、リポジトリに保存されていない古い設定 (古い製品で展開したカスタムセキュリ
ティプロファイルなどの拡張機能など)をコピーする方法について説明します。手順は、古い製
品で外部設定ディレクトリを使用していたかどうかによって異なります。

外部設定ディレクトリを使用していた場合の更新方法

1. 新しいMashZoneNextGenをホストするアプリケーションサーバのクラスパスを更新して、
外部設定ディレクトリと任意のサブディレクトリで動作するように設定します。手順につい
ては、『MashZone NextGen Administration Guide』の外部設定ディレクトリの設定に関す
るトピックを参照してください。

2. 以下に示した古い設定ファイル内で行った変更を、古い製品から新しいMashZone NextGen
の対応するファイルに手動で移行します。設定が複雑なため、多くのテキストエディタで提
供されている差異検出ツールを使用することをお勧めします。

『MashZone NextGen Administration Guide』の内部設定ファイルに関するトピックに記
載されているすべてのファイル。

外部設定ディレクトリにある userRepositoryLdap.properties ファイル。

外部設定ディレクトリを使用していなかった場合の更新方法

1. 展開した拡張機能を、古い製品から新しいMashZoneNextGenの対応するディレクトリにコ
ピーします。コピーが必要な拡張機能の一覧については、『MashZoneNextGenAdministration
Guide』を参照してください。

2. 以下に示した古い設定ファイル内で行った変更を、古い製品から新しいMashZone NextGen
の対応するファイルに手動で移行します。設定が複雑なため、多くのテキストエディタで提
供されている差異検出ツールを使用することをお勧めします。

『MashZone NextGen Administration Guide』の内部設定ファイルに関するセクションに
記載されているすべてのファイル。

old_Software
AG_directory/{Presto|MashZoneNG}/apache-tomee-jaxrs/webapps/mashzone/WEB-INF/classes
ディレクトリにある userRepositoryLdap.properties ファイル。
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9.10からのアップグレード:フィードの移行とアップグレードコマ
ンドの実行
1. MashZone Feed Editor 9.10 で作成されたデータフィードは、MashZone NextGen 9.12 以降

でサポートされていません。これらのデータフィードを使用する場合は、古いインストール
からエクスポートして新しいインストールにインポートします。データフィードのエクス
ポートおよびインポートの手順については、『MashZone NextGen Administration Guide』
を参照してください。

2. MashZone NextGen サーバが稼動していない場合は、サーバを起動します。

3. コマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory/MashZoneNG/prestocli/bin ディレクトリに移動し、次のコマンドを実行しま
す。
./padmin.bat runRequestFile -u Administrator -c -w manage
-f ../../upgrade/9.12/upgrade_9.12.0.jump.txt

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。
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Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
古いインストールをシャットダウンします。
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実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows Servicesウィンドウからシャットダウンします。サービスはSoftware
AG product release として表示されます。

Windows サー
ビスとして

Windows のスタートメニューからシャットダウンします。アプリケーション
は、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windows アプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIX システム
で

Mobile Designer の移行
Software AGDesignerのモバイル開発パースペクティブを使用してアプリケーションを作成して
おり、継続してSoftware AG Designer を使用する場合、または、Mobile Designer を使用してア
プリケーションを作成していたが、今後はSoftwareAGDesignerのモバイル開発パースペクティ
ブを使用する場合、以下の手順に従って、MOBILE_DESIGNER 環境変数を削除します。

Mobile Designer を使用してアプリケーションを作成しており、同じ環境を継続して使用する場
合、または、既存の構築環境 (Software AG Designer 以外の IDEまたは Jenkins) も継続して使用
する場合、以下の手順に従って、MOBILE_DESIGNER 環境変数を削除します。次に、Mobile
Designer Ant ターゲットを呼び出す際、Ant に -Denv.MOBILE_DESIGNER=full_path_to_Mobile
Designer プロパティを渡します (たとえば、「ant
-Denv.MOBILE_DESIGNER=C:\SoftwareAG\MobileDesigner +Multi-Build」と入力します)。

MOBILE_DESIGNER 環境変数を削除するには、以下の手順を実行します。

Windows では、[コントロールパネル] に移動して [システム]、次に [システムの詳細設定]
をクリックします。[詳細設定]タブで [環境変数]をクリックし、MOBILE_DESIGNER環境変
数を削除します。システムを再起動します。

Mac OS X では、.bash_profile、\etc\launchd.conf ファイル、またはその両方から
MOBILE_DESIGNER環境変数を削除します。環境変数を含む1つまたは複数のファイルは、
お使いのMACOS Xのバージョンおよびユーザが加えた変更により異なります。システムを
再起動します。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。
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新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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インストールのための情報収集
1. old_Software

AG_directory/profiles/ODE/configuration/com.softwareag.platform.config.propsloaderディ
レクトリに移動します。com.softwareag.catalina.connector.http.pid-port.properties ファイ
ルおよびcom.softwareag.catalina.connector.https.pid-port.propertiesファイルを開き、ポー
ト番号を書きとめます。

2. old_Software
AG_directory/profiles/ODE/configuration/com.softwareag.platform.config.propsloaderディ
レクトリに移動し、com.softwareag.catalina.resource.pid-repository_nameschema.properties
ファイルを開きます。repository_name は、インストール中に指定したリポジトリ名で、
schemaは、md、wa、またはraです。メタデータ、作業領域、リリース領域スキーマの名前
の先頭は、データベース接続プレフィックスです。たとえば、メタデータスキーマの名前
jdbc/dev2md では、接続プレフィックスは dev2 です。スキーマに指定される maxIdle、
maxActive、maxWait などのデータベースパラメータもあります。

3. old_Software AG_directory/profiles/ODE/bin/onedata/config ディレクトリに移動します。
repository.xml ファイルを開き、リポジトリ ID (RepositoryID 要素) と リポジトリ名 (Name
要素) に注目します。

新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

製品の Installer パネル上またはプロンプトに従って、メモした値を入力します。新しい
webMethods OneData で使用する webMethods OneData データベースコンポーネントをデータ
ベース接続がポイントしていることを確認します。

重要:
Installerが、製品がデフォルトのパスワードを使用する[Administrator Password]パネルを表
示します。webMethods OneData はこのパネルを使用しませんが、インストールを継続する
ためにはパスワードを入力する必要があります。webMethods OneData は このパネルの入力
を無視します。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。また、古い webMethods OneData の Web サービス
クライアントは webMethods OneData にアクセスする URL を変更する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。
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一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
1. 古いwebMethodsOneDataで、[ホーム] > [管理者] > [ジョブセンター]ページに移動します。

[Filter] ページで、各ジョブタイプに対して [Active] または [PendingActive] でフィルタしま
す。ジョブがこれらのいずれかの状態である場合は、ジョブを終了するか、完了するまで待
機します。

2. webMethods OneData で JMS を使用している場合は、old_Software
AG_directory/profiles/ODE/webapp/onedata/WEB-INF/lib ディレクトリに移動して、JMS
プロバイダに必要なすべてのクライアント jar ファイルをバックアップします。

3. webMethods OneData でケルベロス認証を使用している場合は、ケルベロスベースの SSO
設定およびファイルをバックアップします。以下の表は、ケルベロスベースの SSO 設定と
バックアップするファイルを含むディレクトリを一覧しています。

バックアップするファイルold_Software AG_directory/

server.xmlprofiles/ODE/configuration/tomcat/conf

custom_wrapper.conf および
jaas.config

profiles/ODE/configuration

web.xmlprofiles/ODE/workspace/webapps/onedata/WEB-INF
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バックアップするファイルold_Software AG_directory/

すべての com.softwareag.jaas.
realm.pid-SSO_realm_name

profiles/ODE/configuration/com.softwareag.

platform.config.propsloader

4. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

注:
移行しようとしているデータベースコンポーネントに接続している、古い webMethods
OneData のすべてのインスタンスをシャットダウンしておく必要があります。

5. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

b. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下のコマンドを入力します。
jar cfM ZIP_file_name.zip install/products profiles/ODE/bin/onedata/config/*

c. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

データベースコンポーネントの移行
webMethodsOneDataのデータベースコンポーネントの移行手順については、159ページの「デー
タベースコンポーネントの移行」を参照してください。
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webMethods OneData の移行

移行される設定、データおよびアセット
Log4j プロパティ以外の設定データ

移行ユーティリティの実行
移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

データを移行する前に、ユーティリティは
new_SoftwareAG_directory/profiles/ODE/bin/onedata/configディレクトリ内の新しい設定デー
タを含むファイルをバックアップします。バックアップファイルには、.bck という拡張子が付
いています。

新しい webMethods OneData をホストしているマシン上でコマンドウィンドウまたはシェルを
開いて、new_Software AG_directory/profiles/ODE/bin/migrateディレクトリに移動し、下のコ
マンドを実行します。
migrate.{bat|sh} {-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-silent true

アップグレードの完了
必要に応じて、以下のタスクを実行します。

古いJavaサービスラッパーをカスタマイズした場合、古いインストールと新しいインストー
ルの Software AG_directory/profiles/ODE/configuration ディレクトリに移動し、
custom_wrapper.conf ファイルを開き、古いファイルから新しいファイルにカスタマイズ内
容をコピーします。

注:
『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』に記載されているように、Software AG
の指示がない限り、wrapper.conf ファイルを変更しないでください。ただし、古い
wrapper.conf ファイルを間違えて変更した場合は、古い wrapper.conf ファイル内で変更
したプロパティの値を、新しいcustom_wrapper.confファイルの対応するプロパティに手
動でコピーします。

古い Log4j をカスタマイズした場合、古いインストールと新しいインストールの Software
AG_directory/profiles/ODE/bin/onedata/configディレクトリに移動し、log4j.propertiesファ
イルを開き、古いファイルから新しいファイルにカスタマイズ内容をコピーします。

古いインストールと新しいインストールの Software
AG_directory/profiles/ODE/bin/onedata/config ディレクトリに移動し、onedata.properties
ファイルを開きます。古い onedata.search.elasticsearch.indexanalyzer プロパティが
autocomplete_analyzer に設定されていた場合、新しい
onedata.search.elasticsearch.indexanalyzer プロパティを autocomplete に設定します。
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webMethods OneData に JMS を使用している場合は、以前にバックアップしたクライアン
ト jar ファイルを new_Software AG_directory/profiles/ODE/webapp/onedata/WEB-INF/lib
ディレクトリにコピーします。

webMethods OneData でケルベロス認証を使用している場合は、以前に作成したweb.xml、
server.xml、jaas.config、custom_wrapper.conf、com.softwareag.jaas.realm.
pid-SSO_realm_name.properties ファイルのバックアップを使用して再設定します。手順に
ついては、『Administering webMethods OneData』を参照してください。

webMethods OneData メタデータスキーマを調整します。

1. メタデータスキーマにログインします。

2. OD_MD_QUEUE_RCD テーブルの列数を確認します。テーブルに COLUMN_1 から
COLUMN_200 まである場合、この手順をスキップします。

テーブルにデフォルトの 50 列がある場合、ALTER TABLE OD_MD_QUEUE_RCD ADD を実行し
てテーブルを拡張します。

テーブルが 51 列以上、200 列未満である場合、200 列に達するために必要な列だけ追
加します。

Oracle の場合、各列は COLUMN_<number> varchar2(2000 byte のようにし、最後の行
は ; にします。

SQL Server の場合、各列は COLUMN_<number> [nvarchar](2000) NULLのようにし、最
後の行は ; にします。

3. 新しいインストールの Software AG_directory/profiles/ODE/bin/onedata/config ディレクト
リに移動し、onedata.properties ファイルを開きます。下記の 2 つのプロパティを以下のよ
うに設定します。

onedata.exceptionqueue.fetchsize=50

onedata.exceptionqueue.numberofcolumns=200

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。
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マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
1. old_Software AG_directory/Zementis/adapa-app/migration ディレクトリに移動します。次

のコマンドを実行して、Zementis Predictive Analytics モデルおよびリソースをバックアッ
プします:バックアップが adapa-backup-yyyymmdd-hhmmss ディレクトリに書き込まれま
す。yyyymmdd-hhmmss は、UTC タイムゾーンに基づいてコマンドを実行した時間です。

150 オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11

17 Zementis Predictive Analytics のアップグレード



./migration.sh backup Zementis_host_URL admin_user admin_password

2. の古いインストールをシャットダウンします。

実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

3. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古いインストールから新しいインストー
ルをホストするマシンへadapa-backup-yyyymmdd-hhmmssディレクトリをコピーします。

Zementis Predictive Analytics の移行

移行されるアセット
以下に記載される Zementis Predictive Analytics 移行スクリプトでは、Zementis Predictive
Analytics モデルおよびリソースが移行されます。

移行コマンドの実行
1. new_Software AG_directory/Zementis/adapa-app/migration ディレクトリに移動します。

2. 次のコマンドを実行して、Zementis Predictive Analytics モデルおよびリソースを復元しま
す:
./migration.sh restore Zementis_host_URL admin_user admin_password
full_path_to_adapa-backup-yyyymmdd-hhmmss_directory

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11 151

17 Zementis Predictive Analytics のアップグレード



新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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新規製品のインストール
Using Software AG Installer、Installing Software AG Products、および本章の指示に従って新し
い製品をインストールしてください。

注:
新しい製品を古い製品と同じマシンにインストールする場合、古い製品が実行中であっても、
通常は、古い製品によって使用されているポートを新しい製品に割り当てることができます。
同じポートを割り当てると、新しいリリースを使い始める際に、アセットとクライアントで
ポート値を編集する必要がありません。

Software AG Installer から新しい製品に最新の更新をインストールします。製品の修正の名前
は、通常次の規則に従っています: product [subcomponent] release Fix number [platform]。ま
た、アプリケーションの以下の修正をインストールしてください。

一部の製品では、移行に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。すべての新し
い製品に最新の移行の修正をインストールします。移行の修正は、製品の修正名の
subcomponent の部分が「MIG」や「UPG」などと表示されます。

最新の移行フレームワークの修正をインストールします。移行フレームワークの修正名は、
MIG_release_MigrationFramework_Fixnumber の規則に従っています。[Common Library]
の下に表示されます。

データベース移行スクリプトに修正をインストールします。データベース移行スクリプト修
正名は product Database release Fix number の規則に従っています。

9.9、9.10、9.12、または 10.1 からのアップグレード: Software AG で提供される JDK に新
しいリリースの修正をインストールし、しかも古いリリースの Software
AG_directory/jvm/jvm.bck ディレクトリの JVM ファイルに変更 (セキュリティの変更など)
を行った場合、新しいリリースでSoftware AG_directory/jvm/jvmディレクトリのJVMファ
イルに同じ変更を行います。

Windows システムに新しい製品をインストールして、製品を Windows サービスとしてインス
トールした場合、サービスの起動モードはデフォルトで [自動] になります。この手順で起動が
指示される前に、新しい製品が誤って起動することを防ぐため、サービスを [手動] に設定しま
す。同様の理由で、UNIXシステムにインストールして、デーモンを自動的に起動するスクリプ
トがある場合、そのスクリプトを無効にします。

重要:
この時点では新しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確に指示があるまで、
新しい製品を起動しないでください。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可
能性があります。

古いインストールの準備
1. の古いインストールをシャットダウンします。
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実行するアクション製品が実行中
の場合

Windows の [サービス] ウィンドウからシャットダウンします。サービスは
Software AG product release として表示されます。

Windowsサー
ビスとして

Windowsの[スタート]メニューからシャットダウンします。アプリケーショ
ンは、[Software AG] > [サーバの停止] > product として表示されます。

Windowsアプ
リケーション
として

古いリリース用の製品マニュアルのシャットダウン手順を使用します。UNIXシステム
で

2. 新旧のインストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを
作成して、移行ソースとして使用できます。このセクションの手順では、Java Archive ツー
ルを使用して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホストするマシンで
JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。ツー
ルは Software AG_directory/jvm/jvm/bin ディレクトリにあります。一部のシステムでは、
下位レベルの jvm ディレクトリ名に、/jvm/jvm160_32、/jvm/jvm170、/jvm/jvm_64 な
ど、追加的な情報が含まれます。

a. 最初にログファイルを old_Software AG_directory/profiles/CTP/logs ディレクトリから
外に移動することで、圧縮ファイルのサイズを小さくできます。

b. 製品の古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

c. インストールの new_Software AG_directory/common/migrate/DigitalEventServices/bin
ディレクトリにmigrate.{bat|sh}ファイルが含まれている場合は、次のコマンドを実行し
て圧縮ファイルを作成します。
jar cfM ZIP_file_name.zip install/products
jar ufM ZIP_file_name.zip common/DigitalEventServices

d. 次のディレクトリが存在する場合は、ディレクトリを圧縮ファイルに追加します。
jar ufM ZIP_file_name.zip profiles/product
/configuration/DigitalEventServices

e. 製品の圧縮ファイルを、新しい製品をホストするマシンの任意のディレクトリにコピー
します。

重要:
FTPを使用してコピーする場合は、バイナリファイル転送モード/タイプを使用してく
ださい。他のモード/タイプを使用すると、圧縮ファイルが壊れることがあります。

Digital Event Services の移行
Digital Event Services コンポーネントは、製品とともに自動的にインストールされます
(Microservices Runtimeは除く)。これらのコンポーネントは、Digital Event Servicesランタイム
と Digital Event Services タイプリポジトリです。
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移行される設定、データおよびアセット
すべての製品の Digital Event Services ランタイム設定。

Digital Event Services タイプリポジトリ。

サービスの設定 (Digital Event Persistence を使用してイベントを永続化した場合)。

移行ユーティリティの実行
移行ユーティリティは、プロンプトを表示せずに実行します。エラーが発生すると、ユーティリ
ティは終了します。この場合、新しい製品インストールは元の状態に戻りません。問題を解決し
て、ユーティリティを再実行できます。

実行されている新しい製品がないことを確認します。

新しい製品をホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory/common/migrate/DigitalEventServices/binディレクトリに移動し、以下のコマン
ドを実行します。migrateold_releasesbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしで old_release を
指定します (9120 など)。
migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_releasesbs.dat
-silent true

アップグレードの完了
Digital Event Servicesトラストストアおよびキーストア設定は外部リソースへの参照を含んでい
ます。これらのリソースが、新規インストールとの関連で異なる場所に存在する場合、
new_Software AG_directory/profiles/product/configuration/DigitalEventServices/truststores and
keystores ディレクトリに移動し、テキストエディタでそれぞれの設定ファイルを開いて参照を
更新してください。参照はロケーションフィールドに指定されています。

製品の設定、ホスト名の更新、リリース変更に伴うアセットの調
整、自動起動の再有効化
アプリケーションのタスクを次のように実行します。

新しいリリースの製品マニュアルに従って、新しい製品を設定します。

新しい製品を古い製品と異なるマシンにインストールする場合、以下のことを行います。

新しい製品とその製品データベーステーブルでホスト名を更新します。

新しい製品を設定して他の製品への接続をセットアップする時に、正しいホスト名を指
定します。

新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントしていることを確認するか、こ
れらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更します。

156 オンプレミスの Software AG 製品のアップグレード 10.11

18 Digital Event Services のアップグレード



マシンに異なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が
正しいことを確認してください。

古い製品より新しいリリースから現在のリリースまでのReadmeを参照します。たとえば、
古い製品のリリースが 9.9 である場合は、リリース 9.10 から 10.11 までの Readme を参照
します。また、Software AG Infrastructureの同じリリースのReadmeも読んでください。製
品の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、および API への変更。このような変更
には、追加、変更、廃止、削除が含まれます。これらの変更に対応するため、移行後に
製品ファイルまたはアセットの変更が必要になることがあるので、この情報は特に重要
です。

Readme は、Software AG Documentation website から入手できます。

インストールの後、新旧の両製品を自動的に起動しないように、製品の Windows サービス
を [手動] に設定したか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効に設定した可能性があ
ります。新しい環境が整ったら、古い製品を停止した後、新しい製品の実行の開始時に、
Windowsサービスを[自動]に再設定するか、UNIXスクリプトを再び有効にすることができ
ます。

新しい環境を十分にテストした後に、ディスクスペースを取り戻すことができます。

新しいマシンに新規製品をインストールした場合、古いインストールを含む圧縮ファイ
ルおよび圧縮ファイルから抽出されたファイルを削除して、新しいマシンのディスクス
ペースを取り戻すことができます。

古いマシンのディスクスペースは、古いリリースの Software AG Uninstaller または
Command Central を使用して、古い製品をアンインストールすることで取り戻すことが
できます。
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要件と注意事項
新しい製品をインストールして、古いインストールの準備が完了した後にデータベースコンポー
ネントを移行します。

このマニュアルの手順では、古い環境で使用していたRDBMSと同じタイプのRDBMSを新しい
環境でも使用することを想定しています。新しい環境で異なるタイプのRDBMSを使用する場合
は、製品をアップグレードする前に、特別な要件を満たす必要があります。詳細については、
Software AG Professional Services までご連絡ください。

重要:
データベースコンポーネントを新しいリリースに移行すると、これらのコンポーネントは古
い環境で使用できなくなります。

重要:
新しいリリースでは、新しいテーブル、列、キー、インデックスなど、データベースコンポー
ネントの変更が必要になる場合があります。この章では、新しい製品リリースと互換性を持
つように既存のデータベーススキーマを更新するデータベース移行スクリプトを実行します。
スクリプトは、既存のデータベースコンポーネントを変更するか、新しい構造を持つ並行デー
タベースコンポーネントを作成して、テーブル、列、キー、インデックスをINSERT、SELECT、
RENAME および DROP します。これらの変更で、データベースのサイズが増える場合があり
ます。

移行するデータベースコンポーネントの準備
Software AG は、アップグレードをテストする際にクローン化されたデータベースの使用を
お勧めします。新しい環境で使用するデータベースコンポーネントのみをクローン化できま
す。クローンの操作は、通常、製品データベースコンポーネントを含むスキーマ (Oracle の
場合)またはデータベース(SQL ServerおよびDB2の場合)のレベルか、すべてのデータベー
スコンポーネントを所有するデータベースユーザのレベルで行われます。データのクローン
は、通常、データベースにバンドルされているエクスポートとインポートのツールを使用し
て実行します。クローンの手順については、データベースベンダーのマニュアルを参照して
ください。

『Installing Software AG Products』では、製品データベースコンポーネントの動作に必
要な基本的な権限と特権について説明します。データベースのクローンを作成する前に、
クローン化されたデータベースで作業するデータベースユーザに対して、稼働中のデー
タベースで作業するデータベースユーザに付与されているものと同じ基本的な権限およ
び特権を付与します。

一部のケースでは、1人のデータベースユーザが2人目のユーザに許可を付与します(た
とえば、プロセス監査データベースユーザが、プロセス監査データをアーカイブするた
めに、2 人目のユーザに許可を付与します)。データベースのクローンを作成する前に、
新しいスキーマまたはデータベースで 2 人目のユーザを作成します。

別のデータベースユーザ (Oracle の場合)またはデータベース (SQL Server またはDB2の
場合) を使用して、クローン化されたデータベースをホストします。

一部の製品はデータベースコンポーネントのデータをアーカイブまたは消去する機能を備え
ています。データをアーカイブまたは消去すれば、データベースコンポーネントを移行する
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際にかかる時間を短縮できます。Integration Server、Microservices Runtime、またはProcess
Engineのデータベースコンポーネントをアーカイブまたは消去する手順については、Monitor
の製品マニュアルを参照してください。Optimize、TradingNetworksなど、他の製品のデー
タベースコンポーネントをアーカイブまたは消去する手順については、製品マニュアルを参
照してください。

製品データベースのバックアップを作成します。バックアップを作成する前にデータベース
に接続しているすべての ActiveTransfer、Integration Server、Microservices Runtime、My
webMethods Server、webMethods OneData、およびOptimizeインスタンスをシャットダウ
ンします。MywebMethods Serverをアップグレードする場合は、データベースをバックアッ
プするときに、同時にMy webMethods Server インストールディレクトリをバックアップし
ます。問題が発生した場合は、両方のタイプのバックアップからデータを復元する必要があ
ります。

Trading Networks をアップグレードしており、Trading Networks データベースコンポーネ
ントに対してカスタムインデックスを作成した場合は、これらのカスタムインデックスが
TradingNetworksデータベース移行スクリプトを実行するときに作成されるインデックスと
競合するかどうかを次の手順で確認します。データベーススクリプトは new_Software
AG_directory/common/db/TradingNetworks/TradingNetworks/scripts/old_release_number/RDBMS
ディレクトリにあります。競合する場合は、カスタムインデックスを破棄してください。

Database Component Configurator を使用したデータベースコン
ポーネントの移行
新しいDatabase Configurationをインストールしたマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを
開き、new_Software AG_directory/common/db/bin ディレクトリに移動し、以下のコマンドを
実行してデータベースコンポーネントを移行します。
dbConfigurator.{bat|sh} --action migrate --dbms
{db2luw|mysql|oracle|sqlserver|pgsql|tibero}
{--component db_component[,db_component...]| --product product[,product...]}
--version latest --url db_server_URL --user existing_db_user --password password

データベーススクリプトはセクションとして実行されます。各セクションはデータベースへのコ
ミットで終わります。移行アクションが失敗した場合 (たとえば、ネットワークの停止、接続の
期限切れ、または無効なクレデンシャルのため)、失敗したセクションはコミットされないため、
安全に再試行できます。再試行するには、失敗したコマンドを再入力し、--resume オプション
を追加します。クレデンシャルパラメータ (必要に応じて変えることも可) 以外のすべてのパラ
メータには、同じ値を指定する必要があります。

各コマンドを実行した後に、new_Software AG_directory/common/db/logsディレクトリにある
ログファイル log_yyyymmddhhmmss を確認します。

Oracle または DB2 RDBMS を使用しており、デフォルトのテーブルスペースを使用していない
場合は、-tsdata data_tspace_nameおよび -tsindex index_tspace_nameパラメータも指定しま
す。

UNIX または Linux システムでは、値 “db_server_URL”、”existing_db_user” および “password”
を引用符で囲みます。
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Optimize で DB2 RDBMS を使用している場合、データベースコンポーネント移行コマンドで指
定する URL には特別な考慮事項があります。以下の点に従う必要があります。

URL のスキーマ名はすべて大文字で指定します。

オプション CreateDefaultPackage=true,ReplacePackage=true および DynamicSections=3000
を指定します。この設定は、同じスキーマまたはデータベースにあるすべてのデータベース
コンポーネントに影響します。

重要:
他のデータベースコンポーネントを移行する前に Integration Server または Microservices
Runtime データベースコンポーネントを移行します。

次の表に --component または --product パラメータに指定するための値を示します。

指定する値アップグレードする
製品

--component {ActiveTransfer|ActiveTransferArchive}ActiveTransfer Server
--component APIGatewayEventsAPI Gateway

このデータベースコンポーネントはISCoreAuditおよびProcessAuditデー
タのアーカイブに使用します。

データベースコン
ポーネントのアーカ
イブ --component Archive

--component {ISInternal|ISCoreAudit|CrossReference|
DocumentHistory|DistributedLocking}Integration Server

リストされたデータベースコンポーネントが同じスキーマ内にある場合、
代わりに次のように指定できます。
-product IS

--component {ISInternal|ISCoreAudit|CrossReference|
DocumentHistory|DistributedLocking}Microservices

Runtime
リストされたデータベースコンポーネントが同じスキーマ内にある場合、
代わりに次のように指定できます。
-product MSR

--component {MywebMethodsServer}My webMethods
Server

または
-product MWS

注:
CentralConfigurationデータベースコンポーネントは自動的に移行され
ます。
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指定する値アップグレードする
製品

--component {webMethodsOneDataMetadata|
webMethodsOneDataReleaseArea|webMethodsOneDataWorkArea}webMethodsOneData

--component
{Analysis|ProcessTracker|ProcessAudit|DataPurge|DatabaseManagement}Optimize

リストされたデータベースコンポーネントが同じスキーマ内にある場合、
代わりに次のように指定できます。
-product OPTI

注:
OperationManagementデータベースコンポーネントは自動的に移行さ
れます。

これらのデータベースコンポーネントには、処理中、完了、または失敗
のビジネスプロセスインスタンスに対するビジネスプロセスランタイム

Process Engine

データが含まれます。新しいインストールで、古いインストールからの
処理中のプロセスインスタンスの実行を終了する場合、または完了また
は失敗したプロセスインスタンスを再サブミットする場合は、これらの
データベースコンポーネントを移行します。
--component {ProcessEngine|ProcessAudit}

リストされたデータベースコンポーネントが同じスキーマ内にある場合、
代わりに次のように指定できます。
-product PRE

--component BusinessRulesRules Engine
--component {TradingNetworks|TradingNetworksArchive}Trading Networks

リストされたデータベースコンポーネントが同じスキーマ内にある場合、
代わりに次のように指定できます。
-product TN
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サポートされているアップグレードのシナリオ
Command Central を使用したアップグレードや移行をサポートする製品を確認するには、
『Software AG Command Central Feature Support Matrix』を参照してください。

同じインストールディレクトリ、同じホストとポート、稼働中の
データベース
この場合、Command Central は、古い製品のインストールディレクトリ名を変更し、新しい製
品のインストールで古いディレクトリ名を使用します。

利点: 簡単。再インストールと同じように、すべてのパス、ホスト、およびポートが同一のもの
を使用できる。カスタムコンポジットテンプレートを使用して、完全自動化が可能。

注意点: リスクを伴う。ロールバックが簡単にできない。大規模なダウンタイムが発生する。稼
働中のデータベースのバックアップが必須である (クローンデータベースの使用はサポートされ
ません)。古いインストールが存続するため、倍のディスク容量が必要。稼働環境を移行する前
に、広範囲の自動化テストが必須。

CommandCentralは次の場所にGitHubでこのシナリオに対して使用できるテンプレートを提供
しています: https://github.com/SoftwareAG/sagdevops-templates/tree/master/templates/

新しいインストールディレクトリ、同じホストとポート、クロー
ンデータベース
利点:新しいインストールは古いインストールとほぼ同一。1番目のシナリオよりも安全(ロール
バックが比較的簡単)。新しいインストールのシャットダウン後に古いインストールの起動が可
能(またはその逆も可能)。カスタムコンポジットテンプレートを使用して、完全自動化が可能。
あるいは、Command Central Web ユーザインタフェースやコマンドを組み合わせて段階的に実
行することもできる。

注意点: 古いインストールが存続するため、倍のディスク容量が必要。新しいインストールディ
レクトリをポイントするために、サードパーティ製ツールを調整する必要がある。

新しいインストールディレクトリと新しいポート、同じホスト、
クローンデータベース
利点: 1 番目のシナリオよりも安全 (ロールバックが比較的簡単)。1 番目や 2 番目のシナリオよ
りもダウンタイムが少ないので、古いインストールを稼働しながら段階的に移行が可能。カスタ
ムコンポジットテンプレートを使用して、完全自動化が可能。

注意点: 1 番目や 2 番目のシナリオよりも移行準備が複雑。古いインストールが存続するため、
倍のディスク容量が必要。エンドポイントを変更して新しいポートを反映させる必要がある。新
しいインストールに対してサードパーティ製ツールの調整が必須。
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新しいホスト、稼働中のデータベースまたはクローンデータベー
ス
このシナリオは通常、ハードウェアやオペレーティングシステムのアップグレードで必要となり
ます。同じインストールディレクトリとポートを使用することで、変更を最小限に抑えられま
す。また、新旧の環境でIPとホスト間のマッピングにDNSを使用することで、外部クライアン
トへの影響が少なくなります。

利点: 最も安全なシナリオで、ダウンタイムもあまりかからない。プライベートクラウドまたは
パブリッククラウドで環境が実行される場合に最も簡単なシナリオであり、一時的に容量を増や
すことで、新しい環境をホストしてから古い環境で使用されたリソースを解放できる。段階的に
移行が可能。新しいインストールに対してサードパーティ製ツールの調整が必須。カスタムコン
ポジットテンプレートを使用して、完全自動化が可能。あるいは、Command Central Web ユー
ザインタフェースやコマンドを組み合わせて段階的に実行することもできる。

注意点: オペレーティングシステム間の移行が可能な製品もあるが、その他の製品では、このよ
うな移行によって予期しない結果が起こる場合がある。特に古いマシンがWindowsで、新しい
マシンが Windows 以外のマシン (またはその逆) である場合は注意が必要。

アップグレードのアプローチ
CommandCentralを使用して単一環境で製品をアップグレードする場合は、この章の手順に
従ってください。ソフトウェアスタックを使用しない場合、Software AG TECHcommunity
Web サイトの Command Central 領域で、アップグレードに関するデモを表示できます。ま
た、同じ領域で Command Central のキーストアと認証の生成に関する記事を参照すること
もできます。Software AG TECHcommunity Web サイトで、Command Central を使用した
アップグレードに関する記事を参照し、ウェビナーを表示できます。

CommandCentralを使用して、複数の似たような環境の製品アップグレードを完全に自動化
するには、Software AG Command Central Help のコンポジットテンプレートに関する手順
を参照してください。テンプレートにアクションを追加することで、ホスト名やポートなど
のエンドポイントを再設定することができます。スクリプト化できない場合は、このマニュ
アルの他の章で説明されている手動タスクを実行する必要があります。

アップグレードの手順を簡素化したい場合、スタンドアロン製品のインストールよりアップ
グレードの手順がシンプルな Command Central ソフトウェアスタックを使用できます。ソ
フトウェアスタックは、アプリケーション統合、API 管理、ビジネスプロセス管理など、1
つ以上の目的に役立つ一連の製品ランタイムおよび関連データデータベースコンポーネント
です。ソフトウェアスタックにより、CommandCentralを使用して、一括操作で複数の製品
インストールの作成、監視、および保守を行うことができます。CommandCentral GUIで利
用できるスタックアップグレード機能を使用して、コンポジットテンプレートを自動的に生
成できます。このコンポジットテンプレートを使用すると、単一環境のアップグレードや複
数環境の自動アップグレードを行うことができます。この章で説明するソフトウェアスタッ
クのアップグレードの手順に従ってください。
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単一環境での製品のアップグレード
このガイドのすべての章を読んで、Command Central だけでなく、クラスタのアップグレード
のガイドライン、古いインストールの準備、データ移行の後に必要な手動タスクなど、すべての
情報とタスクを理解してください。

Software AG Command Central Help の手順に従って、新しい製品と修正のインストール、古い
製品の修正のインストール、古い製品のシャットダウン、古いインストールをクロスホスト移行
のソースとして使用するための圧縮ファイルの作成を実行してください。

古い Integration Server または Microservices Runtime を準備する手順には、トリガーの一時停
止や排出が含まれます。このタスクは Command Central から実行できます。

データベースコンポーネントを移行するには、 Command Central コマンドの sagcc exec
administration を使用します。コマンド構文は以下のように表示されます。パラメータは、
DatabaseComponent Configuratorを実行する際に使用するパラメータと同じであり、『Installing
Software AG Products』に記載されています。Command Central で移行の進捗状況を確認する
には、Command Central Web ユーザインタフェースで [Jobs] をクリックします。
sagcc exec administration product DCC_node_alias DatabaseComponentConfigurator
database migrate [parm1=value1 ] [parm2=value2 ]...

次の例では、データベースコンポーネントが
jdbc:wm:sqlserver://DBserver:1433;databaseName=TESTDB の SQL Server RDBMS 上にあり、
データベースユーザは webmuser、パスワードは webmpass であることを示しています。

Integration Serverデータベースコンポーネントを9.9から最新のリリースにアップグレード
するには:
sagcc exec administration product local DatabaseComponentConfigurator
database migrate db.type=sqlserver product=IS version=latest
db.username=webmuser db.password=webmpass db.name=TESTDB
db.url=“jdbc:wm:sqlserver://DBserver:1433;databaseName=TESTDB”

My webMethods Server データベースコンポーネントを 9.9 から最新のリリースにアップグ
レードするには
sagcc exec administration product local DatabaseComponentConfigurator
database migrate db.type=sqlserver component=MWS version=latest
db.username=webmuser db.password=webmpass db.name=TESTDB
db.url=“jdbc:wm:sqlserver://DBserver:1433;databaseName=TESTDB”

次のコマンドで製品の設定、データやアセットを移行します。

移行コマンド製品
sagcc exec administration product target_node_alias
PLSCore migration migrate
{srcDir|srcFile}=full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}

Application
Platform

sagcc exec administration product target_node_alias
DEVRuntime migration migrate
{srcDir|srcFile}=full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}

Digital Event
Services
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移行コマンド製品

カスタム移行を使用する場合は、最初に移行ユーティリティを手動で実行し
てから、importFile パラメータで migrate.dat ファイルを指定します。同じ

Integration Server
または
Microservices マシンでアップグレードを実行し、すべてのインスタンスを移行したい場
Runtimeおよびホ 合、instanceName パラメータを指定しないでください。Integration Server
ストされている を新しいマシンでアップグレードする場合、データベースでの同時平行を避

けるため、インスタンスを一度に 1 つずつ移行します。Wmパッケージの
コマンド sagcc exec administration product target_node_alias

integrationServer migration migrate
{srcDir|srcFile}=full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
[importFile=full_path_to_migrate.dat]
[instanceName=name [newInstanceName=name]]
[cloneDbURL=URL cloneDbUser=user cloneDbPassword=password]

sagcc exec administration product target_node_alias
Presto migration migrate
{srcDir|srcFile}=full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}

MashZone
NextGen

カスタム移行を使用する場合は、最初に移行ユーティリティを手動で実行し
てから、importFile パラメータで migrate.dat ファイルを指定します。すべ

My webMethods
Server

てのインスタンスを移行する場合は、instanceNameパラメータを指定しない
でください。
sagcc exec administration product target_node_alias
MwsProgramFiles migration migrate
{srcDir|srcFile}=full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
[importFile=full_path_to_migrate.dat]
[instanceName=name[,name...]]
[newNodeName=instance_name:new_node_name[,instance_name:new_node_name...]]
[cloneDbURL=URL cloneDbUser=user cloneDbPassword=password]

注:
インスタンスを移行し、後で何らかの理由で移行を再実行する必要がある
場合、CommandCentralによる再移行の処理は移行ユーティリティとは異
なります。新しいインストールの移行されたインスタンスが古いインスタ
ンスと同じ名前である場合、ユーティリティは移行されたインスタンスを
削除した後、古いインスタンスを再移行します。逆に、CommandCentral
は移行されたインスタンスをスキップし、新しいインストールにはまだ存
在していない古いインスタンスのみ再移行します。

カスタム移行を使用する場合は、最初に移行ユーティリティを手動で実行し
て importFileパラメータで作成されたmigrate.dat ファイルを指定します。

Universal
Messaging

すべてのインスタンスを移行する場合は、instanceNameパラメータを指定し
ないでください。
sagcc exec administration product case_sensitive_target_node_alias
NUMRealmServer migration migrate
{srcDir|srcFile}=full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP file}
[importFile=full_path_to_migrate.dat]
[instanceName=name[,name...]]
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ソフトウェアスタックを使用した製品のアップグレード (10.1 リ
リース以降)
以下の手順を使用して、Command Central ソフトウェアスタックをアップグレードできます。
または、Command Central によって管理されている既存の製品インストールからスタックを作
成した後、以下の手順を使用してそのスタックをアップグレードすることもできます。

詳細については、SoftwareAGTECHcommunityWebサイトのhttps://tech.forums.softwareag.com/
t/announcing-one-click-upgrades-for-webmethods/242399 を参照してください。YouTube で
「Software AG Command Central」を検索すると、ソフトウェアスタックを使用したアップグ
レードに関するビデオが見つかります。

1. このマニュアル内の、製品に該当する11 ページの「アップグレードの準備」および古いイ
ンストールの準備セクションで説明する手順を完了します。

2. CommandCentralの新しいリリースをインストールした後、『Software AGCommandCentral
Help』の手順を使用して Command Central を開きます。

3. 10.1 からのアップグレード: アップグレードする各インストールの Platform Manager で
wmFix.SPM17およびwMFix.SDRepository 9をインストールします。スタックにデータベー
スレイヤが含まれている場合、Database Component Configurator で
wMFix.DatabaseComponentConfigurator 3 をインストールします。

10.3 からのアップグレード: アップグレードする各インストールの Platform Manager で
wmFix.SPM 12 をインストールします。スタックにデータベースレイヤが含まれている場
合、Database Component ConfiguratorでwMFix.DatabaseComponentConfigurator 6をイン
ストールします。

修正のインストールについては『Software AG Command Central Help』を参照してくださ
い。

4. 現在、アップグレードするインストールがスタンドアロンインストールとして存在する場
合、これらのインストールからスタックを作成します。それには、インストールをCommand
Central に指定します。Command Central は、同じリリースで同じオペレーティングシステ
ム上の同じ名前のディレクトリにインストールされており、PlatformManagerが同じポート
およびプロトコル (HTTP または HTTPS) を使用しているインストールのセットごとに 1 つ
のスタックを作成します。

注:
1 つのインストールは 1 つのスタックにのみ含めることができます。1 つのインストール
が既存のスタックの一部になっている場合、新しいスタックに追加されません。

a. [Environments] に移動し、スタックの作成元のインストールが含まれる環境をクリック
し、[Environments]パネルの右下にある をクリックし、[Auto-createstacks]をク
リックします。

b. [Auto-createstacks]ダイアログボックスの[Product releases]ドロップダウンで、スタッ
クの作成元のインストールのリリースをクリックし、[ALL] をクリックします。
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デフォルトで、CommandCentralはスタックの名前を1、2、3のように付けます。[Stack
prefix] フィールドで、スタックを後で識別しやすくするために、名前のプリフィックス
を指定します。

c. [OK] をクリックしてスタックを作成します。

d. スタックにデータベースレイヤが必要な場合、手動で追加します。

e. スタックで特定のレイヤが不要な場合、そのレイヤを削除します。

5. Command Central で新しい製品インストールに Platform Manager をインストールするに
は、ブートストラッパが必要です。Software AG からのインストール電子メールの手順に従
い、使用中のオペレーティングシステム用の新しいリリースのブートストラッパをダウン
ロードします。ブートストラッパはCommand Central_directory/profiles/CCE/data/installers
ディレクトリに保存します。

6. 新しい製品を UNIX または Windows オペレーティングシステムにインストールする場合、
ターゲットマシンで SSH (Secure Shell) サーバが実行されており、ユーザアカウントによる
製品へのリモートアクセスがシステムに設定されていることを確認します。以下の表は、
Windows で次に実行するアクションを説明しています。

実行するアクションWindowsのリリース

Windows マシンでデフォルトの SSH サーバを使用します。追加設定なしの SSH
サポートがある

Cygwinなどのサードパーティツールを使用して、Windowsマシンに
OpenSSHを設定します。Cygwinのインストール方法の詳細について

デフォルトでSSHサ
ポートがない

は、https://cygwin.com/install.html を参照するか、Software AG
TECHcommunity にある記事「Using Cygwin to Configure OpenSSH
When Installing Platform Manager on a Remote Windows Machine」
の手順に従ってください。

7. 新しい製品リリース用の製品および修正のリポジトリを作成し、製品ライセンスキーをイン
ポートし、ターゲットマシンに必要な認証を登録します。手順については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

8. スタックを次の手順でアップグレードします。

a. GUI の上部にある [Stacks] をクリックします。

b. アップグレードするスタックの をクリックし、[Upgradestack]をクリックし、実行す
るアップグレードのタイプをクリックし、要求された値を指定します。

c. 設定ページ下部の [Dry run] をクリックします。Command Central はスタック内の各ラ
ンタイムコンポーネントに対してコンポジットテンプレートを生成します。

d. 以下のような場合、生成されたテンプレートを編集する必要があります。

製品の Readme で指示された変更、非推奨、削除を反映する。
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Command Central がテンプレート中の製品が新しいリリースのリポジトリに存在し
ないと表示し、テンプレートからその製品エントリを削除するか、置き換える製品を
指定する必要がある。

10.1または10.3リリースからのアップグレード。スタックがデータベースレイヤを
含んでおり、データベースの製品 ID をデータベーススクリプトの該当セクションか
ら製品の該当セクションにコピーする必要がある。

生成されたテンプレートを編集するには

a. GUI の上部にある [Templates] をクリックします。
Migration_generated_stack_namestack_namestack_nameという名前が付いたテンプ
レートの一覧が表示されます。

b. テンプレートをダウンロードし、テキスト編集ツールを使って編集します。

c. をクリックして、そのテンプレートをインポートします。

d. 必要に応じて、上の手順を他のテンプレートに対して繰り返します。

e. もう一度 [Stacks] をクリックし、 をクリックし、もう一度 [Upgrade stack] をク
リックし、既存のテンプレートの使用を選択します。

e. 生成されたテンプレートの準備が整った時点で、設定ページの下にある [Upgradestack]
をクリックするか、自動アップグレードで提供されるテンプレートを使用してアップグ
レードを実行します。

9. このマニュアルの、製品に該当する章で説明されているアップグレードを完了します。
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