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このマニュアルでは、次の製品のインストール前の手順、インストール手順、およびアンインス
トール手順について説明しています。

webMethods 製品。BigMemory Max および Terracotta については、他のwebMethods 製品
と併用する場合にのみ、このマニュアルでインストール手順を扱っています。

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

Apama および MashZone NextGen。

それ以外の状況でのBigMemoryMax、Terracotta、およびZementis Predictive Analyticsのイン
ストール手順と、このマニュアルで扱っていない製品のインストール手順については、各製品の
マニュアルを参照してください。

このマニュアルでは、インストール後の製品の設定手順は説明していません。こうした手順につ
いては、製品マニュアルを参照してください。

重要:
製品をアップグレードする場合は、『Upgrading SoftwareAGProducts』の指示に従う必要があ
ります。このインストールマニュアルではアップグレードについては説明していないため、こ
のインストールマニュアルだけでアップグレードを行うと、予期せぬ結果になることがありま
す。

以下の文章は、Database Component Configurator に適用されます。

EU 一般データ保護規制 (GDPR) に関して、当社の製品はいかなる個人情報も保管、収集または
処理しません。

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。

{ }
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説明規則

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 (http://documentation.softwareag.com)
で入手できます。このサイトには、Software AG の製品サポートサイト Empower のクレデン
シャルが必要です。Empower のクレデンシャルがない場合は、TECHcommunity Webサイトを
使用する必要があります。

Software AG 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。

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.asp 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 TECHcommunity

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

TECHcommunityクレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできます。
TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関心事の領域として [マニュアル]
を指定する必要があります。
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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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Command Central を使用した製品のインストール
分散ステージングおよび実稼働環境で Command Central を使用して、Software AG 製品のイン
ストール、パッチ、設定、管理、アップグレードを行い、データベースコンポーネントを作成
し、製品をデータベースコンポーネントに接続します。Command Central を使用すると、1 つ
の場所から複数のリモートマシンで上記のタスクを実行できます。

Software AG Installer を使用した製品のインストール
Software AG Installer を使用して、スタンドアロンの開発用マシンにローカルに Software AG 製
品をインストールします。

10 オンプレミスでの Software AG 製品のインストール 10.5
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ハードウェア要件

最小限の推奨ハードウェア要件
重要:
このセクションで示しているハードウェア要件は、一覧された製品にのみ有効です。これには、
Software AG インフラストラクチャの共有ライブラリ用のハードドライブ領域 2 GB は含まれて
いません。この共有ライブラリはほとんどの製品で必須であり、インストールディレクトリご
とに1回インストールされます。RDBMSなどのサポートソフトウェアの要件は含まれていませ
ん。14ページの「追加のハードウェア要件」に記載された追加要件は含まれていません。使用
する各マシンの全体的なハードウェア要件は、オペレーティングシステムとソフトウェアの全
体的な要件に基づいて決定する必要があります。

以下の表は、インストールする製品の最小および推奨 (カッコ内) のハードウェア要件を一覧し
ます。一覧に入っていない製品には最小のハードウェア要件がないか、ハードウェア要件そのも
のがありません (例えば、Integration Server にホストされている製品など)。

コアRAMハードドライブ領域製品

1512MB10MBActiveTransfer Agent

1512MB100 MB (200 MB)ActiveTransfer Server/Gateway

1 (4)8GB21GBAgileApps*

Apama

24GB750MBServer

24GB5MBCapital Markets Adapter (各自)

24GB55MBCapital Markets Foundation

24GB400MBDashboard Viewer

24GB5MBPlatform Manager Plug-in

24GB25MBPredictive Analytics Plug-in

1 (2)1.75GB2GBAPI Gateway**

48GB20GBAPI Portal

ApplinX

2 (4)ユーザごとに
80 MB + 300
KB

100MBServer

40MB75MBAdministration
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コアRAMハードドライブ領域製品

2GB50MBJSP Framework

2GB55MBC#.NET Framework

2GB30MBVB.NET Framework

2GB1MBVisual Studio Add-in

2 (8)3GB (5GB)200MB (6GB)BigMemory Max

CentraSite

1 (2)4GB (8GB)3GBRegistry Repository

1 (2)4GB (8GB)3GBApplication Server Tier

1 (2)1.5GB (2GB)500MB (1.5GB)Software AG Designer Eclipse platform

EntireX

12GB100MBCore Files

1250MB5MBApplication Monitoring Data Collector

1100MB2MBCommand Line Scripts

1500MB50MBMainframe Broker Monitoring

21GB20 MB Windows、
30 MB UNIX

Broker

11GB5MBWindows、10
MB UNIX

Development Tools

11GB10MBMini Runtime

11GB140MBWindows、
150 MB UNIX

Software AGRuntimeで展開されたWebサー
ビス***

50MB50MBEntireXプラグイン（Software AGDesigner）

1512MB (1GB)275MB (500MB)Integration Agent

1 (2)1GB (2GB)300MB (500MB)Integration Server

1 (3)512MB (4GB)20GB (40GB)Locate

22GB2GBMashZone NextGen

11GB70MB (100MB)Microservices Runtime

11GB1GBMobile Designer

2 (4)2GB (4GB)1G (2G)My webMethods Server
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コアRAMハードドライブ領域製品

OneData

1 (2)2GB (4GB)512MBServer

50MBMDR Modules

20MBCustomer MDM Template

Optimize

2 (4)4GB (8GB)1GBAnalytic Engine

12GB300MBInfrastructure Data Collector

1256MB100MBWeb Service Data Collector

1128MB500MBPlatform Manager

2 (8)2GB (4GB)500MB (10GB)Terracotta

150MBTrading Networks Server

22GB500MBUniversal Messaging 領域サーバ (webMethods
製品と併用する場合)

14GB5GBZementis Predictive Analytics

* Integration Server のハードドライブ領域を含みます (AgileApps が共同でホストされます)。

**API Gateway データストア用の 300 MB ハードドライブ領域および 512 MB RAM、
Microgateway 用の 130 MB ハードドライブ領域、Kibana 用の 200 MB ハードドライブ領域お
よび 256MB RAM を含みます。

*** 自動的にインストールされる必須の Web Services Stack 用の 140 MB のハードドライブ領
域、1 GB の RAM、1 コアを含みます。

追加のハードウェア要件
以下の表は、前のセクションで一覧されたハードウェア要件以外のハードウェア要件を一覧して
います。

追加のハードウェア要件製品

ハードドライブを仮想ファイルシステムとして使用する場合、
ActiveTransfer Server に追加のハードドライブ領域が必要です。必要な領

ActiveTransfer
Server

域は、ActiveTransfer Server で保存、アップロードおよびダウンロードが
必要なドキュメントの合計サイズによって異なります。ActiveTransfer
Serverにはログファイル用の追加のハードドライブ領域も必要になること
があります。
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追加のハードウェア要件製品

AgileApps wiki を参照してください。AgileApps

Apamaのハードドライブ領域、RAM、コアの要件は、実行しているApama
アプリケーションによって大きく変わります。プロセッシング要件および

Apama

メモリ要件は一様でないため、アプリケーションを考慮して決定する必要
があります。サポートが必要な場合は、Software AGProfessional Services
にお問い合わせください。

BigMemoryMaxのハードドライブ領域、RAM、コアの要件は、BigMemory
Max と併用する webMethods 製品およびカスタマイズされたアプリケー

BigMemory Max

ションによって大きく変わります。プロセッシング要件およびメモリ要件
は一様でないため、アプリケーションを考慮して決定する必要がありま
す。サポートが必要な場合は、Software AG Professional Services にお問
い合わせください。

Software AGDesigner Eclipseプラットフォームの場合、システム一時ディ
レクトリ (Windows) または一時ディレクトリ (UNIX) に700 MB の追加空
きハードドライブ領域が必要です。

Software AG
Designer

Software AG Designer にインストールする製品プラグインごとに、50 K
～ 150 MB の追加の空きハードドライブ領域が必要になります。

作成する展開プロジェクト用のハードドライブ領域。領域を割り当てると
きは、将来的なプロジェクト数の増加を考慮に入れてください。

Deployer

Locate用のハードディスクの領域をRAID設定に含める必要があります。
表のハードウェア要件の範囲は、インストールできる最大データセットに
対応できる数値になっています。

Locate

RAM の要件は処理されるデータ量と相関性があり、使用事例に基づき増
やす必要があります。同時ユーザの数に基づきコアを増やす必要がある場
合もあります。

MashZone NextGen

アプリケーションの開発対象であるモバイルデバイスの SDK に対応でき
る追加のハードドライブ領域が必要です。

Mobile Designer

OneData では、 Software AG_directory \OneData\config ディレクトリに
一時ファイル、インポートファイルおよびエクスポートファイル用の追加
のハードドライブ領域が必要です。

OneData

Optimize

Analytic Engine に 1 GB の仮想スワップ空間と 10 GB の空き領域を持つ
ディスクサブシステムが必要です。実稼動環境では、ディスクサブシステ

Analytic Engine

ムに RAID (Redundant Array of Independent Disks) 5、UltraWide SCSI お
よび 10000～15000 RPM のドライブが必要です。

実稼動環境では、Analytic Engineのログファイル用の追加のハードドライ
ブ領域も必要となります。推奨サイズは100MBです。エンジンで、ログ
ファイルごとに必要なハードドライブ領域は 50 MB です。
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追加のハードウェア要件製品

各 Web Service Data Collector に 128 MB の仮想スワップ空間が必要で
す。実稼動環境では、各 Web Service Data Collector にログファイル用の

Web Service
Data Collector

追加のハードドライブ領域が必要となります。推奨サイズは75MBです。
各 Web Service Data Collector で、ログファイルごとに必要なハードドラ
イブ領域は 5MBです。デバッグレベル以上のログを使用する場合には、
必要なハードドライブ領域が増加することがあります。

Terracottaのハードドライブ領域、RAM、コアの要件は、Terracottaと併
用する webMethods 製品およびカスタマイズされたアプリケーションに

Terracotta

よって大きく変わります。プロセッシング要件およびメモリ要件は一様で
ないため、アプリケーションを考慮して決定する必要があります。サポー
トが必要な場合は、Software AG Professional Services にお問い合わせく
ださい。

大きなドキュメントを処理するには、Trading Networks Server がドキュ
メントを一時保存するための追加のハードドライブ領域が必要です(ドキュ

Trading Networks

メントはメモリには格納されません)。詳細については、『webMethods
Trading Networks User’s Guide』を参照してください。

永続的なトピックやキューまたは永続的なメッセージを使用する場合は、
Universal Messaging に、パブリッシュされたデータを保存するための追

UniversalMessaging

加のハードドライブ領域が必要です。必要な領域の大まかなサイズは、式
(メッセージ数/秒 x メッセージサイズ x メッセージの廃棄までの時間) に
基づきます。メッセージをメモリにのみ保存する場合、UniversalMessaging
では、JVM内にこれらのメッセージへの参照を格納するための追加ヒープ
が必要です。必要なヒープサイズは、同じ式に基づきます。デフォルトで
は、Universal Messaging サーバは 1GB のヒープを使用し、ダイレクト
(オフヒープ)メモリに最大1GBを使用するように設定されているため、デ
フォルトでは 2GB の RAM が必要です。

2 CPU コアは、実稼働の Universal Messaging サーバを実行するための最
小要件です。システムの負荷に基づいて、コアを増やす必要がある場合が
あります。

作業領域および一時領域に追加の記憶領域が必要になる場合があります。
必要なディスク容量の合計は Zementis Predictive Analytics にアップロー

Zementis
Predictive
Analytics ドされ、処理されるファイル(モデルやデータなど)のサイズによって異な

ります。

オペレーティングシステムのサポート
使用する製品でサポートされるオペレーティングシステムの詳細については、『System
Requirements for Software AG Products』を参照してください。

Apama については、『Apama Supported Platforms』も参照してください。

オペレーティングシステムのベンダーが最新のサービスパック、パッチバンドルおよび修正のイ
ンストールを推奨している場合、SoftwareAGでは、その推奨に従うことをお勧めします。イン
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ストールしたサービスパック、パッチバンドルまたは修正で問題が発生した場合は、ベンダーに
直接問題を報告してください。

ブラウザのサポート
使用する製品でサポートされるブラウザの詳細については、『SystemRequirements for Software
AG Products』を参照してください。

RDBMS のサポート
使用する製品でサポートされるRDBMSの詳細については、『SystemRequirements for Software
AG Products』を参照してください。
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製品のシャットダウン
インストール先のマシン上で稼動している Software AG 以外のすべてのアプリケーションを
シャットダウンします。これらのアプリケーションをシャットダウンしない場合は、製品ファイ
ルが破損する可能性があります。

新しい製品を既存の Software AG 製品のインストールディレクトリ (同じリリースの製品が含ま
れている) にインストールする場合は、オペレーティングシステムによってロックされている
ファイルを更新できるように、そのディレクトリで実行中の製品をシャットダウンしてくださ
い。手順については、製品マニュアルを参照してください。

すべての製品のインストールの準備 (Windows システム)
Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019 の最新バージョン (14.21.27707.2
以降) をインストールします。

注:
古いバージョンがインストールされており、そのバージョンを使用するすべてのアプリケーショ
ンをシャットダウンしていない場合、マシンを再起動し、インストールプロセスを再び開始す
る必要があります。そうすると、このパッケージはインストールされます。

Apama のインストールの準備 (UNIX システム)
Apama コリレータがログファイルと永続データベースを書き込む先のファイルシステムは、遅
延が危機的な問題になるアプリケーションのパフォーマンスに影響を与えることがあります。
ext3、ext4、NFS、ZFSおよびGFS2などのファイルシステムでは、特にシステムのロード時に、
非常に大幅な遅延が発生する場合があります。遅延が危機的な問題になるアプリケーションで
は、可能な場合は XFS を使用することを Software AG はお勧めします。

API Gateway の準備 (Linux システム)
APIGatewayにはコアデータ、イベント、およびメトリクスを格納するデータストアが同梱され
ています。データストアは Elasticsearch 7.2.0 を使用します。Linux システムで、Elasticsearch
はrootユーザとしては実行できないため、データストアユーザを作成し、そのユーザとしてデー
タストアを実行する必要があります。

Elasticsearchは起動前にいくつかのチェックを行います。Software AGでは、データストアを開
始する前に、ブートストラップチェック(「Elasticsearch bootstrap checks」を検索)および重要
なシステム設定 (「Elasticsearch important system configuration」を検索) を確認することをお
勧めします。特に、以下の設定を調整する必要があります。

コマンド sysctl -a | fgrep fs.file-max を実行して、システム全体のファイル記述子の最
大数設定を確認します (カーネルパラメータは fs.file-max)。値が 65536 未満である場合、
root ユーザとしてログオンして値を引き上げます。値を引き上げるには、sysctl -w
fs.file-max=200000または echo "fs.file-max=65536" >> /etc/sysctl.confを実行し、次に
sysctl -p を実行して、新しい値をアクティブにします。
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コマンド ulimit -Hn および ulimit -Sn を実行して、データストアユーザ設定でオープン
ファイル記述子の最大数を確認します。-Hn はハード制限、-Sn はソフト制限です。値が
65536 未満である場合、データストアユーザとしてログオンし、ulimit -n 65536 を実行し
て値を 65536 以上に引き上げます。ユーザのためにこの設定を永続的に保存するには、次
のコマンドを実行します。
echo "user_name soft nofile 65536" >> /etc/security/limits.conf
echo "user_name hard nofile 65536" >> /etc/security/limits.conf

コマンド sysctl -a | fgrepvm.max_map_count を実行して、システム全体のマップの最大数
設定を確認します (カーネルパラメータは parametervm.max_map_count)。値が 262144 未
満である場合、rootユーザとしてログオンして値を262144以上に引き上げます。値を引き
上げるには、sysctl -wvm.max_map_count=262144 または echo " vm.max_map_count=262144"
>> /etc/sysctl.conf を実行し、次に sysctl -p を実行して、新しい値をアクティブにしま
す。

コマンド ulimit -u を実行して、データストアユーザ設定でプロセスの最大数を確認しま
す。値が4096未満である場合、データストアユーザとしてログオンし、ulimit -n 4096を
実行して値を 4096 以上に引き上げます。ユーザのためにこの設定を永続的に保存するに
は、次のコマンドを実行します。
echo "user_name soft nproc 4096" >> /etc/security/limits.conf
echo "user_name hard nproc 4096" >> /etc/security/limits.conf

API Portal のインストールの準備 (UNIX システム)
コマンド sysctl -a | fgrep kernel.shmmax を実行して、共有メモリの設定 (カーネルパラ
メータ shmmax) をチェックします。値が 629145600 未満である場合、root ユーザとして
ログオンして値を引き上げます。値を引き上げるには、sysctl -w kernel.shmmax=629145600
または echo "kernel.shmmax=629145600" >> /etc/sysctl.conf を実行し、次に sysctl -p を
実行して、新しい値をアクティブにします。

コマンド sysctl -a | fgrep fs.file-max を実行して、システム全体のファイル記述子の最
大数設定を確認します (カーネルパラメータは fs.file-max)。値が 200000 未満である場合、
root ユーザとしてログオンして値を引き上げます。値を引き上げるには、sysctl -w
fs.file-max=200000 または echo "fs.file-max=200000" >> /etc/sysctl.conf を実行し、次
に sysctl -p を実行して、新しい値をアクティブにします。

コマンド ulimit -Hn および ulimit -Sn を実行して、ユーザ、グループ、およびプロセスに
設定されているオープンファイル記述子の最大数を確認します。-Hn はハード制限、-Sn は
ソフト制限です。値が200000未満である場合、root以外のユーザとしてログオンし、ulimit
-n 200000を実行して値を引き上げます。ユーザのためにこの設定を永続的に保存するには、
次のコマンドを実行します。
echo "<user name> soft nofile 200000" >> /etc/security/limits.conf

echo "<user name> hard nofile 200000" >> /etc/security/limits.conf

製品をインストールしているマシンのホスト名をネットワークの DNS またはファイル
/etc/hosts に入力します。
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API Portal は Elasticsearch 5.6.5 を使用します。Linux システムにインストールする場合、
最大マップ数によって、カーネルでプロセスのメモリマップ領域が 262,144 以上使用可能
であることが確認されます。/etc/sysctl.conf ファイルに移動し、vm.max_map_count
value=262144 を設定します。次に、マシンを再起動して、この変更内容を有効にします。

ApplinX のインストールの準備
Windows システムにインストールし、Visual Basic または C# で .NET ApplinX Web アプリ
ケーションを開発する場合は、Microsoft Visual Studio 2012または2015とMicrosoft Visual
J# .NET 2.0 Redistributable Package Second Edition (x64) をインストールします。Microsoft
Visual Studio は、ApplinX のインストール時に稼動している必要はありません。

Microsoft Visual Studio をインストールしないと、ApplinX Visual Studio Add-in コンポーネ
ントをインストールできず、ApplinX .NET Framework コンポーネントの機能が制限される
ため、コンポジット Web アプリケーションを開発できなくなります。

Linux x86_64 システムでインストールする場合は、ベンダーの指示に従ってオペレーティ
ングシステム配布元から RPM パッケージ compat-libstdc++ をインストールします。

CentraSite のインストールの準備 (UNIX システム)
インストールを開始するために使用するシェルと製品のデーモンに充分なユーザ制限が設定
されていることを確認する必要があります。たとえば、CentraSite データベースおよびイン
フラストラクチャ向けのデーモンを、データに対するユーザ制限が低いシェルから開始する
と、メモリ不足になります。Software AG では、システムのポリシーで許可されている場合
は、コアダンプ、データ、ファイル、メモリ、スレッドの値を無制限に設定し、nofile の値
を 8192 に設定することをお勧めします。ユーザ制限の設定と表示の詳細については、マ
ニュアルのページを参照するか、システム管理者にお問い合わせください。

shmmaxパラメータをマシンで利用可能な物理メモリ(RAM)に設定します。そうしないと、
CentraSite の起動中に問題が生じる場合があります。

EntireX のインストールの準備
Linux x86_64 システムでインストールする場合は、ベンダーの指示に従ってオペレーティ
ングシステム配布元から RPM パッケージ compat-libstdc++ をインストールします。

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 システムにインストールするとき、Blowfish アルゴリ
ズムを使用してユーザパスワードを暗号化するようシステムを設定済みの場合、NovellSupport
からglibc 4944 (18 Aug 2011)のパッチをダウンロードおよびインストールしてください。
このパッチはユーザ認証に関するオペレーティングシステムの問題を修正します。詳細につ
いては、Novell の SUSE Security Announcement: SUSE-SA:2011:035 を参照してください。

UNIX システムで EntireX をインストールする場合は、インストールを開始するために使用
するシェルと製品のデーモンに充分なユーザ制限が設定されていることを確認する必要があ
ります。SoftwareAGでは、システムのポリシーで許可されている場合は、コアダンプ、デー
タ、ファイル、メモリ、スレッドの値を無制限に設定し、nofile の値を 8192 に設定するこ
とをお勧めします。ユーザ制限の設定と表示の詳細については、マニュアルのページを参照
するか、システム管理者にお問い合わせください。
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UNIX NFS ファイルシステムで EntireX をインストールして、ローカルのオペレーティング
システムに対してEntireXBrokerのユーザ認証を実行する場合、suidオプションを使用して
NFSファイルシステムをマウントする必要があります。suidオプションは、set-user-identifier
ビットまたは set-group-identifier ビットを有効にできます。

MashZone NextGen のインストールの準備 (UNIX システム)
コマンド sysctl -a | fgrep kernel.shmmax を実行して、共有メモリの設定 (カーネルパラ
メータ shmmax) をチェックします。値が 629145600 未満である場合、root ユーザとして
ログオンして値を引き上げます。値を引き上げるには、sysctl -w kernel.shmmax=629145600
または echo "kernel.shmmax=629145600" >> /etc/sysctl.conf を実行し、次に sysctl -p を
実行して、新しい値をアクティブにします。

コマンド sysctl -a | fgrep fs.file-max を実行して、システム全体のファイル記述子の最
大数設定を確認します (カーネルパラメータは fs.file-max)。値が 200000 未満である場合、
root ユーザとしてログオンして値を引き上げます。値を引き上げるには、sysctl -w
fs.file-max=200000 または echo "fs.file-max=200000" >> /etc/sysctl.conf を実行し、次
に sysctl -p を実行して、新しい値をアクティブにします。

コマンド ulimit -Hn および ulimit -Sn を実行して、ユーザ、グループ、およびプロセスに
設定されているオープンファイル記述子の最大数を確認します。-Hn はハード制限、-Sn は
ソフト制限です。値が200000未満である場合、root以外のユーザとしてログオンし、ulimit
-n 200000を実行して値を引き上げます。ユーザのためにこの設定を永続的に保存するには、
次のコマンドを実行します。
echo "<user name> soft nofile 200000" >> /etc/security/limits.conf

echo "<user name> hard nofile 200000" >> /etc/security/limits.conf

製品をインストールしているマシンのホスト名をネットワークの DNS またはファイル
/etc/hosts に入力します。

Mobile Designer のインストールの準備
統合開発環境 (IDE) をインストールします。Software AG では、Software AG Designer とと
もに提供される Eclipse を使用することをお勧めします。

Software AG Designer とは別に Mobile Designer を使用する場合、ベンダーのマニュアルを
参照して Apache ANT 1.8 以降をインストールします。

My webMethods Server のインストールの準備 (UNIX システム)
インストールを開始するために使用するシェルと製品のデーモンに充分なユーザ制限を設定しま
す。たとえば、My webMethods Server に複数の Language Pack をインストールしている場合
や、マシンに複数の製品がある場合、MywebMethods Server向けのデーモンを、データに対す
るユーザ制限が低いシェルから開始すると、メモリ不足になります。SoftwareAGでは、システ
ムのポリシーで許可されている場合は、コアダンプ、データ、ファイル、メモリ、スレッドの値
を少なくとも 32768 に設定し、nofile の値を 8192 に設定することをお勧めします。ユーザ制
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限の設定と表示の詳細については、マニュアルのページを参照するか、システム管理者にお問い
合わせください。

OneData のインストールの準備 (Windows システム)
Microsoft Visual C++ Runtime 2005以上を Locate をホストするマシンの任意のディレクトリに
インストールします。

Optimize Analytic Engine のインストールの準備 (UNIX システム)
インストールを開始するために使用するシェルと製品のデーモンに充分なユーザ制限を設定しま
す。たとえば、Optimize インフラストラクチャ向けのデーモンは、データに対するユーザ制限
が低いシェルから開始すると、メモリ不足になります。SoftwareAGでは、システムのポリシー
で許可されている場合は、コアダンプ、データ、ファイル、メモリ、スレッドの値を少なくとも
32768 に設定し、nofile の値を 8192 に設定することをお勧めします。ユーザ制限の設定と表
示の詳細については、マニュアルのページを参照するか、システム管理者にお問い合わせくださ
い。

Zementis Predictive Analytics のインストールの準備
Zementis Predictive Analytics がすべてのアップロード済みアーティファクトを格納するディレ
クトリの絶対パスにADAPA_HOMEという名前の環境変数を設定します。これらのアーティファ
クトには、PMML ファイル、カスタムリソース、および製品のライセンスキーファイル
(zementis.license) が含まれます。

注:
環境変数を設定できない、または設定したくない場合は、インストールの完了後にnew_Software
AG_directory/profiles/CTP/configurationディレクトリに移動して、Zementis Predictive Analytics
の custom_wrapper.conf ファイルを開き、
set.ADAPA_HOME=%OSGI_CONFIGURATION_AREA%/adapa-folder という行を追加します。

データベース接続情報の準備
一部の製品では、インストール中にデータベース接続情報を指定する必要があります。次の点に
注意してください。

ほとんどの製品では、DataDirect Connect JDBC 5.1ドライバを使用します。このドライバに
よってサポートされるオプションの詳細については、Software AG Documentation website
にある DataDirect Connect のマニュアルを参照してください。

Trading Networks の場合を除き、すべてのデータベース URL で DataDirect Connect 接続オ
プションMaxPooledStatements=35を使用します。この接続オプションにより、作成された
ステートメントがキャッシュされるため、パフォーマンスが向上します(Trading Networks
では独自のプーリングメカニズムを使用して、作成されたステートメントがキャッシュされ
ます)。

DB2 データベース URL の場合:
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すべて大文字を使用してスキーマ名を指定する必要があります。このマニュアルで後述
される、データベースコンポーネントの作成に使用するツールは、スキーマ名をすべて
大文字で作成します。DB2 はスキーマ名に対して大文字小文字を区別します。

指定したデータベースユーザのデフォルトスキーマ以外のスキーマに接続するときは、
次の接続オプションをデータベース URL に指定する必要があります。AlternateID は、
動的に作成された SQLステートメントで、未修飾のデータベースオブジェクトを修飾す
るデフォルトスキーマの名前です。
;AlternateId=schema;"InitializationString=(SET CURRENT
PATH=current_path,schema)";MaxPooledStatements=35

Integration ServerおよびMicroservices Runtimeの場合、MySQL Community Edition 5.7
に対して、relaxAutoCommit、useLegacyDatetimeCode、serverTimezone の各パラメー
タ接続オプションを指定する必要があります。たとえば、以下の接続オプションを指定
できます。
jdbc:mysql://host:{3306|port}/databaseName?

relaxAutoCommit=true&useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=PST

データベースユーザとパスワードが存在しない場合は、インストール後に作成するデー
タベースユーザとパスワードを指定します。複数のデータベースコンポーネントに対し
て 1 つのデータベースユーザを使用することも、データベースコンポーネントごとに異
なるデータベースユーザを使用することもできます。
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データベースコンポーネントの説明とインストール要件
データベースコンポーネントとは、1つ以上の製品で使用可能なデータベースオブジェクトのグ
ループのことです。たとえば、Integration Server はサービスの状態データを ISCoreAudit デー
タベースコンポーネントに書き込み、Monitorはデータを読み取ってユーザインタフェースに表
示します。

この節では、データベースコンポーネントがある製品を示し、作成するデータベースコンポーネ
ントについて説明します。各データベースコンポーネントは、それに書き込まれるデータの種類
を意図した名前が付けられます。

注:
以下の節に示されている製品の概念の詳細については、各製品のマニュアルを参照してくださ
い。

ActiveTransfer Server データベースコンポーネント
ActiveTransfer Serverをインストールする場合は、ActiveTransferデータベースコンポーネント
を作成します。ActiveTransfer Serverは、リスナー(ポート)、サーバ、ユーザ設定およびその他
のメタデータをこのデータベースコンポーネントに書き込みます。また、ファイル転送トランザ
クション情報や監査データなどのランタイムデータも書き込みます。ActiveTransfer Serverをク
ラスタ化する場合、クラスタが共有する 1 つの ActiveTransfer データベースコンポーネントを
作成します。クラスタ化しない場合は、各ActiveTransfer Server用にActiveTransferデータベー
スコンポーネントを作成します。

ActiveTransferトランザクションデータをアーカイブする場合は、アーカイブされたデータを保
存する別のスキーマ (Oracle) またはデータベース (MySQL や SQL Server) を作成します。
ActiveTransferArchive データベースコンポーネントは、データをアーカイブするためのストア
ドプロシージャをインストールします。ストアドプロシージャは、『Managing File Transfers
withwebMethodsActiveTransfer』のデータベースのアーカイブに関するセクションにリストさ
れている、実稼働データベーステーブルにアクセスする必要があります。アーカイブされたデー
タが存在するスキーマまたはデータベースから実稼働データベーステーブルへのアクセスを組織
が許可している場合は、アーカイブスキーマまたはデータベースに ActiveTransferArchive デー
タベースコンポーネントをインストールします。組織でこのようなアクセスが許可されていない
場合は、実稼働のスキーマまたはデータベースに ActiveTransferArchive データベースコンポー
ネントをインストールし、アーカイブプロセス中にアーカイブスキーマまたはデータベースの場
所を指定します。

注:
Oracle を使用している場合は、ActiveTransferArchive データベースコンポーネントのパーティ
ショ二ングを使用できる場合があります。詳細については、Software AG Professional Services
にお問い合わせください。

API Gateway データベースコンポーネント
APIGatewayにはコアデータ、イベント、およびメトリクスを格納するデータストアが同梱され
ています。API Gateway または API Gateway のクラスタのいずれかに対して、分析および監査
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目的でランタイムイベント呼び出しに関する情報を保存する場合は、1 つの APIGatewayEvents
データベースコンポーネントを作成します。

CloudStreams データベースコンポーネント
CloudStreamsをインストールする場合は、CloudStreamsEventsデータベースコンポーネントを
作成します。CloudStreams Server は、ライフサイクル (開始/シャットダウン)、エラー、ポリ
シー違反、監視、パフォーマンスメトリック、トランザクションイベント (オプション) を
CloudStreamsEventsデータベースコンポーネントに書き込みます。CloudStreams Analyticsは、
イベントデータを読み取り、MashZoneNextGenダッシュボードを使用して表示します。複数の
CloudStreams Server インスタンスがある場合、クラスタ化されているかどうかに関係なく、イ
ンスタンス間で共有する 1 つの CloudStreamsEvents データベースコンポーネントを作成しま
す。

Software AG Designer データベースコンポーネント
過去データを使用して Software AG Designer でビジネスプロセスをシミュレートする場合は、
Staging および Reporting データベースコンポーネントを作成します。実行するサービスによっ
て、ProcessAudit データベースコンポーネントから過去データが抽出され、Staging および
Reporting データベースコンポーネントを使用してデータの集約とロードが行われます。

Reporting と Staging データベースコンポーネントは同じスキーマ (Oracle) またはデータベース
(DB2、MySQL、PostgreSQL、または SQL Server) 内に作成することができます。ただし、過去
データの集約とロードを行うサービスは、CPU を大量に消費します。最大のパフォーマンスを
得るには、ProcessAudit または ProcessEngine データベースコンポーネントに悪影響を及ぼさ
ないデータベースサーバ上に Reporting および Staging データベースコンポーネントをインス
トールしてください。

ProcessAudit、Staging および Reporting の各データベースコンポーネントは、1 対 1 対 1 の関
係です。このため、複数のProcessAuditデータベースコンポーネントのデータを1つのReporting
データベースコンポーネントに収集することはできません。Simulation は、一度に 1 つの
Reporting データベースコンポーネントからしか実行できません。

Integration Server または Microservices Runtime データベースコ
ンポーネント
以下の表は、Integration Server または Microservices Runtime が保存できるデータのタイプを
示しています。

データが書き込まれるタ
イミング

データのタイプデータベースコンポー
ネント

[データのタイプ]列に表
示された機能を使用して
いる

サービス結果、スケジュール済みタスク、ク
ライアント証明書のマッピング、pub.storage
サービスのランタイムデータ、保証付きデリ
バートランザクション、トリガージョイン、

ISInternal

アクティブな OpenID 要求、
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データが書き込まれるタ
イミング

データのタイプデータベースコンポー
ネント

WS-ReliableMessaging ランタイムデータ、
OAuth およびアカウントロックの構成および
ランタイムデータ。

データの監査ロガーは有
効

ISCoreAudit エラー、保証付きデリバー、サービス、セ
キュリティ、セッション監査データ。

トリガーを使用しているインダウトドキュメント、失敗したドキュ
メント、トリガー再試行の回数を過ぎたド
キュメント。

パブリッシュ/サブスク
ライブソリューションを
使用している

パブリッシュ/サブスクライブソリューション
における相互参照データ。

CrossReference

重複抑制処理を使用して
いる

パブリッシュ/サブスクライブソリューション
における重複抑制処理のドキュメント履歴デー
タ。Integration Server は、このデータを使用

DocumentHistory

して、重複したドキュメントを検出および拒
否します。

pub.storage フォルダの
サービスを実行している

分散したサーバとプロセスの間でリソースへ
のアクセスを調整する情報。

DistributedLocking

外部 RDBMS および埋め込みデータベース

次の場合は、Integration ServerまたはMicroservices Runtimeで外部RDBMSを使用する必要が
あります。

クラスタサーバインスタンス。

トランザクション量の多い、またはデータセットの大きな実稼動環境にインストールする場
合。「多い」「大きい」といった定義は、JVM で使用可能なメモリの量、CPU の速度、お
よびアプリケーションが実行している作業の種類(処理が集中する作業、またはIOが集中す
る作業など) によって異なります。

拡張性、可視性および高い信頼性があり、強固な管理ツールと回復ツールを備えたデータ
ベースが必要な場合。

ドキュメント履歴データを書き込む場合。

サービスに入力パイプラインを記録させる場合。

結合にトリガーを使用する場合。

大容量記憶領域に pub.storage を使用する場合。

ビジネスプロセスのプロセス監査ログおよび Process Engine データを書き込む場合。
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Business Rules を使用する場合。

Monitor を使用する場合。

上記のいずれも実行せず、データベースへの要求が低い場合、埋め込みデータベースを使用する
ことでニーズに対応できることもあります。たとえば、アダプタ、eStandards Module、API
Gateway、またはDeployerのランタイムとしてIntegration ServerまたはMicroservices Runtime
を使用する場合、埋め込みデータベースを使用できます。

埋め込みデータベースの使用

Integration ServerおよびMicroservices RuntimeはファイルベースのデータベースであるDerby
を埋め込みデータベースとして使用します。埋め込みデータベースを使用する場合、Integration
Server またはMicroservices Runtime は IS Internal と Cross Reference データを埋め込みデータ
ベースに書き込み、IS Core Audit Log データをファイルに書き込みます。

重要:
データベースファイルのいずれかが破損した場合、データベース全体が使用不能になることが
あります。したがって Software AG では、Integration Server の
\IntegrationServer\instances\instance_name\dbディレクトリまたはMicroservices Runtimeの
Software AG_directory \db ディレクトリを定期的にバックアップしておき、必要に応じて、最
後に確認された良好な状態に戻すことができるようにすることをお勧めします。

これらのタイプのデータを後から外部 RDBMS に書き込む場合は、RDBMS に必要なデータベー
スコンポーネントを作成して (28 ページの「4.1 データベースコンポーネントの説明とインス
トール要件」を参照)、そこに書き込むように Integration Server または Microservices Runtime
を設定する必要があります(68ページの「5.3データベースコンポーネントへの製品の接続」を
参照)。また、埋め込みデータベースから外部 RDBMS への切り替え手順を完了する必要もあり
ます (『webMethods Integration Server Administrator’s Guide』を参照)。

外部 RDBMS の使用

外部RDBMSを使用する場合は、ISCoreAudit、ISInternalおよびDistributedLockingデータベー
スコンポーネントを RDBMS に作成します。ISInternal と DistributedLocking データベースコン
ポーネントは同じスキーマ (Oracle) またはデータベース (DB2、MySQL、PostgreSQL、または
SQL Server) 内に作成する必要があります。また、必要に応じて他のデータベースコンポーネン
トも作成します。たとえば、パブリッシュ/サブスクライブソリューションと重複抑制処理を使
用している場合は、CrossReference および DocumentHistory データベースコンポーネントが必
要です。ビジネスプロセスを実行している場合は、ProcessAudit および ProcessEngine データ
ベースコンポーネントが必要です。作成する必要のあるデータベースコンポーネントの詳細につ
いては、28 ページの「4.1 データベースコンポーネントの説明とインストール要件」を参照し
てください。

サーバインスタンスをクラスタ化する場合、クラスタが共有するISCoreAuditデータベースコン
ポーネント、ISInternal データベースコンポーネント、およびDistributedLockingデータベース
コンポーネントを同じスキーマ (Oracle) またはデータベース (DB2、MySQL、PostgreSQ、また
は SQL Server) に作成します。クラスタが共有する CrossReference データベースコンポーネン
トおよび DocumentHistory データベースコンポーネントも作成します。
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サーバインスタンスをクラスタ化しない場合は、各サーバインスタンス用に ISInternal データ
ベースコンポーネントとDistributedLockingデータベースコンポーネントを作成します。また、
ISCoreAudit、CrossReferenceおよびDocumentHistoryデータベースコンポーネントも作成しま
す。これらのデータベースコンポーネントは、すべてのサーバインスタンスが共有するように
データベースコンポーネントごとに 1 つ作成するか、各サーバインスタンスに対して各データ
ベースコンポーネントを 1 つずつ作成することができます。

Mobile Support データベースコンポーネント
Mobile Support パッケージを Integration Server にインストールする場合は、MobileSupport
データベースコンポーネントを作成します。Mobile Support は、モバイルソリューションを同
期するために使用されるデータと、そのデータに関するメタデータをこのデータベースコンポー
ネントに書き込みます。

Monitor データベースコンポーネント
ISCoreAudit および ProcessAudit データベースコンポーネント (この節ではソースデータベース
コンポーネントと呼びます)からデータをアーカイブする場合は、Archiveデータベースコンポー
ネントを作成します。Archiveデータベースコンポーネントには、ソースデータベースコンポー
ネントのコピーが含まれます。Archiveデータベースコンポーネントはソースデータベースコン
ポーネントと同じタイプのRDBMSで、同じデータベースサーバに作成する必要があります。た
だし、ソースデータベースコンポーネントとは異なるスキーマ (Oracle) またはデータベース
(DB2、MySQL、PostgreSQL、または SQL Server) である必要があります。

OperationManagement データベースコンポーネントは、Archive データベースコンポーネント
を作成すると自動的に作成されます。Archiveデータベースコンポーネントに、設定、ログおよ
びエラー処理を行う一般的な方法を提供します。

My webMethods Server データベースコンポーネント
My webMethods Server または Task Engine を Integration Server にインストールする場合は、
MywebMethodsServer データベースコンポーネントを作成します。

MywebMethods Serverは、展開、設定、セキュリティ、ポータルページ、ランタイム操作に関
するデータをデータベースコンポーネントに書き込みます。このデータを使用して、My
webMethodsユーザインタフェース(たとえば、Monitor、Optimize、TradingNetworks用のユー
ザインタフェース) を管理し、Integration Server のセントラルユーザ管理をサポートします。

My webMethods Server 上の Task Engine や Integration Server 上の Task Engine はタスクの状
態、タスクの流れ、および、ビジネスデータを書き込みます。MywebMethods Server上のTask
Engine は My webMethods のユーザインタフェースにデータを表示します。Integration Server
の Task Engine は、Business Console およびブラウザベースのTask Engine ユーザインタフェー
ス内のガジェットにこのデータを表示します。

MywebMethods Serverをクラスタ化する場合、クラスタが共有する1つのMywebMethodsServer
データベースコンポーネントを作成します。クラスタ化しない場合は、各MywebMethodsServer
用に MywebMethodsServer データベースコンポーネントを作成します。
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CentralConfigurationデータベースコンポーネントは、MywebMethodsServerデータベースコン
ポーネントを作成すると、自動的に作成されます。Optimize を使用している場合、
CentralConfigurationデータベースコンポーネントは、MywebMethodsの Central Configurator
インタフェースに入力する Optimize 設定情報を保存します。CentralConfiguration データベー
スコンポーネントは、MywebMethodsServer データベースコンポーネントを削除しても、自動
的に削除されません。CentralConfigurationデータベースコンポーネントは、手動で削除する必
要があります。

OneData データベースコンポーネント
OneData をインストールする場合は、OneData データベースコンポーネントを作成します。

以下の表では、OneData 用のデータベースコンポーネントについて説明します。

説明データベースコンポーネ
ント

OneDataは、内部設定データをこのデータベースコンポーネントに書
き込みます。

OneDataMetadata

OneData ユーザは、このデータベースコンポーネントにデータオブ
ジェクトと進行中の作業データ値を作成します。

OneDataWorkArea

OneDataWorkAreaデータベースコンポーネントと同じデータオブジェ
クトおよび承認されたデータ値が含まれます。データ値は
OneDataReleaseAreaデータベースコンポーネントから展開されます。

OneDataReleaseArea

各 OneData データベースコンポーネントを個別のスキーマ (Oracle) またはデータベース (SQL
Server) に作成し、データベースコンポーネントごとに異なるデータベースユーザを使用する必
要があります。まず OneDataMetadata データベースコンポーネントを作成し、次に
OneDataWorkArea データベースコンポーネント、OneDataReleaseArea データベースコンポー
ネントの順に作成する必要があります。

Optimize データベースコンポーネント
Optimize をインストールする場合は、Analysis および ProcessTracker データベースコンポーネ
ントを作成します。

Optimize Analytic Engine は、計算された分析データと、Infrastructure Data Collector や Web
Service Data Collector から受信したプロセスデータおよび監視データを Analysis データベース
コンポーネントに書き込みます。データは Optimize ユーザインタフェースに表示されます。す
べての Optimize Analytic Engine が共有する 1 つの Analysis データベースコンポーネントを作
成します。ビジネスプロセスにルート原因分析を使用する場合は、AnalysisおよびProcessTracker
データベースコンポーネントを同じスキーマ(Oracle)またはデータベース(DB2、MySQL、また
は SQL Server) にインストールします。

Optimize Analytic Engine は、Process Engine によって管理されないプロセスから受信したビジ
ネスおよびプロセス状態データをProcessTrackerデータベースコンポーネントに書き込みます。
データは Optimize ユーザインタフェースに表示されます。Monitor は、このデータベースから
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プロセス状態データを読み取り、MywebMethodsのMonitorインタフェースに表示します。す
べての Optimize Analytic Engine が共有する 1 つの ProcessTracker データベースコンポーネン
トを作成します。ビジネスプロセスにルート原因分析を使用する場合は、ProcessTracker およ
び Analysis データベースコンポーネントを同じスキーマ (Oracle) またはデータベース (DB2、
MySQL、または SQL Server) にインストールします。

DataPurge および DatabaseManagement データベースコンポーネントは、Analysis または
ProcessTracker データベースコンポーネントを作成すると自動的に作成されます。DataPurge
データベースコンポーネントは、Analysis および ProcessTracker データベースコンポーネント
からデータを消去する一般的な方法を提供します。DatabaseManagementデータベースコンポー
ネントはデータ消去機能のコアルーチンを提供します。

OperationManagementデータベースコンポーネントは、AnalysisまたはProcessTrackerデータ
ベースコンポーネントを作成すると自動的に作成されます。これらのデータベースコンポーネン
トに、設定、ログおよびエラー処理を行う一般的な方法を提供します。

Process Engine データベースコンポーネント
Process Engine をインストールする場合は、ProcessEngine および ProcessAudit データベース
コンポーネントを作成します。

Process Engine は、管理するプロセスのプロセス実行データを ProcessEngine データベースコ
ンポーネントに書き込みます。ビジネスプロセスステップを分散している場合は、ステップを管
理する Process Engine をクラスタ化します。クラスタが共有する 1 つの ProcessEngine データ
ベースコンポーネントを作成します。クラスタ化しない場合は、各 Process Engine 用に
ProcessEngine データベースコンポーネントを作成します。

Process Engine および以下のものは ProcessAudit データベースコンポーネントに書き込みを行
います。

Process Engine は、管理するビジネスプロセスのプロセス監査データを書き込みます。

Task Engine は Process Engine によってオーケストレイトされたタスクステップのタスク監
視データを書き込みます。

サードパーティ製品は、プロセス実行データを書き込むことができます。

ProcessAudit データベースコンポーネントから読み取られるものは、次のとおりです。

Optimize Analytic Engine は、移行経過時間などの性能を分析するために、プロセスデータ
を読み取り、分析が有効になっているプロセスに関するデータを書き込み、MywebMethods
の Optimize インタフェースにこのデータを表示します。

Monitor は、プロセスデータを読み取り、My webMethods の Monitor インタフェースにこ
のデータを表示します。このインタフェースでは、プロセスインスタンスの状態を追跡した
り、ログに記録された値を表示したりできます。また状況により、プロセスインスタンスを
再サブミットすることができます。

Business Console は、リアルタイムでプロセスインスタンスを監視できるように、プロセス
データを読み取り表示します。
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ビジネスプロセスステップを分散している場合は、ステップを管理する Process Engine をクラ
スタ化します。クラスタが共有する 1 つの ProcessAudit データベースコンポーネントを作成し
ます。ビジネスプロセスステップを分散しておらず、このため Process Engine をクラスタ化し
ていない場合は、各 Process Engine 用に ProcessAudit データベースコンポーネントを作成する
ことも、共有するすべてのProcess Engine の 1つの ProcessAudit データベースコンポーネント
を作成することもできます。

Process Engine、Task Engine、Optimize Analytic Engine またはこれらいずれかの組み合わせを
使用する場合は、すべてが共有する 1 つの ProcessAudit データベースコンポーネントを作成し
ます。

注:
ProcessAuditデータベースコンポーネントのパーティショニングを使用できる場合があります。
詳細については、Software AG Professional Services にお問い合わせください。

Rules Engine データベースコンポーネント
Rules Engine をインストールする場合は、BusinessRules データベースコンポーネントを作成し
ます。各 Rules Engine インスタンスが開始されると、このデータベースコンポーネントに自身
を登録し、展開されているプロジェクトおよびビジネスルールインスタンスの状態に関する情報
を格納します。ビジネスルールを変更するときは、Business Rulesユーザインタフェースのホッ
ト展開機能によって、このデータベースコンポーネントに登録されているインスタンスのすべて
に変更を適用することができます。複数の Rules Engine インスタンスをインストールする場合
は、インスタンスが共有する1つのBusinessRulesデータベースコンポーネントを作成します。
データベースコンポーネントは、ProcessAudit データベースコンポーネントと同じスキーマ
(Oracle) またはデータベース (DB2、MySQL、または SQL Server) に作成する必要があります。

Trading Networks Server データベースコンポーネント
Trading Networks Server をインストールする場合は、TradingNetworks データベースコンポー
ネントを作成します。TradingNetworks Serverは、メタデータ(パートナプロファイル、トレー
ディングパートナアグリーメント、ドキュメントタイプ、処理ルール、パートナプロファイルグ
ループ) およびランタイムデータ (ドキュメント、ドキュメントコンテンツパート、属性、デリ
バー情報) を TradingNetworks データベースコンポーネントに書き込みます。また、Trading
Networks Serverはドキュメント処理ステップに関するエントリも記録します。データはTrading
Networksユーザインタフェースに表示されます。TradingNetworks Serverをクラスタ化する場
合、クラスタが共有する 1 つの TradingNetworks データベースコンポーネントを作成します。
クラスタ化しない場合は、各Trading Networks Server用にTradingNetworksデータベースコン
ポーネントを作成します。

Trading Networksデータをアーカイブする場合は、TradingNetworksArchiveデータベースコン
ポーネントを作成します。TradingNetworksArchive データベースコンポーネントは、ソースの
TradingNetworks データベースコンポーネントと同じスキーマ (Oracle) またはデータベース
(DB2、MySQL、PostgreSQL、SQL Server) に作成してください。

注:
Oracle を使用している場合は、TradingNetworksArchive データベースコンポーネントのパー
ティショ二ングを使用できる場合があります。詳細については、SoftwareAGProfessional Services
にお問い合わせください。
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DB2、MySQL Enterprise Edition、Oracle、PostgreSQL、および
SQL Server 用のデータベースドライバ
DB2、MySQL Enterprise Edition、Oracle、PostgreSQL、または SQL Server をサポートする
Software AG 製品は、JDBC (Java Database Connectivity) および DataDirect Connect JDBC デー
タベースドライバを使用してRDBMSと通信します。製品には、このドライバのクライアントコ
ンポーネントが同梱されています。これはJDBCネイティブプロトコルドライバであり、サーバ
コンポーネントはありません。各製品は、このドライバを使用して、Java プログラムからの
JDBC 要求を、各種の RDBMS で認識可能なベンダー固有データベースプロトコルに直接変換し
ます。DDL コマンドは、やりとりする各 RDBMS に応じてインストール時または設計時に実行
されます。DataDirect Connect JDBC ドライバの詳細については、Software AG Documentation
website にある DataDirect Connect のマニュアルを参照してください。

重要:
製品マニュアルに別のドライバをサポートするという記述がない限り、製品と DB2、MySQL
Enterprise Edition、Oracle、PostgreSQL、および SQL Server など各種 RDBMS との通信には、
提供されている DataDirect Connect JDBC データベースドライバを使用する必要があります。

MySQL のデータベースコンポーネント作成の準備
MySQL Community EditionをサポートするSoftware AG製品はMySQL Community Editionデー
タベースドライバを使用してRDBMSと通信します。ドライバの詳細については、ベンダーのマ
ニュアルを参照してください。

注:
MySQLネイティブドライバやドライバの修正、サービスパック、またはパッチバンドルで問題
が発生した場合は、ベンダーに直接問題を報告してください。SoftwareAGは、ドライバ関連の
問題についての責任を負うことはできません。

IntegrationServer、MicroservicesRuntime、およびホストされた
製品のMySQLCommunityEditionデータベースドライバのインス
トール
MySQL Community EditionドライバをSoftware AG_directory \IntegrationServer\lib\jars\custom
ディレクトリにダウンロードします。

MySQLCommunity Editionデータベースドライバのインストール
およびその他すべての製品の MySQL 設定ファイルの編集
1. MySQL Community Edition ドライバを Software AG_directory \common\lib\ext ディレクト

リにダウンロードします。

2. Software AG_directory\common\db\binディレクトリに移動して、setEnv.batファイルを開
き、次のようにして MySQL Community Edition ドライバ JAR をクラスパスに追加します。
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set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%DCI_HOME%\..\lib\ext\driver_name

例:
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%DCI_HOME%\..\lib\ext\mysql-connector-java.jar

3. MySQL 設定ファイルを開きます。

a. sql_mode 変数から NO_ZERO_IN_DATE および NO_ZERO_DATE の値を削除します。

b. MySQL が Linux システム上にある場合、パラメータを lower_case_table_names=1 に設
定します。

データベースユーザ、データベース記憶領域、データベース設定

データベースユーザ
PostgreSQLのデータベースユーザを作成するには、PgAdminツールを使用して手動でユーザを
作成します。

他のすべての RDBMS では、常に Database Component Configurator を使用してデータベース
ユーザを作成します。複数のデータベースコンポーネントに対して 1 つのデータベースユーザ
を作成することも、データベースコンポーネントごとに異なるデータベースユーザを作成するこ
ともできます。43 ページの「5 製品のインストール、データベースコンポーネントの作成、お
よびデータベースコンポーネントへの製品の接続」の手順に従ってデータベースユーザを作成し
てください。

以下の表は、データベースユーザの権限を指定するファイルを一覧しています。これらのファイ
ルは Software AG_directory/common/db/DCC/Storage/scripts/release/RDBMS ディレクトリに
あります。

ファイル名RDBMS

db2_str_c_ddl_user.sqlDB2

mys_str_c_ddl_user.sqlMySQL Community
Edition

mys_str_c_ddl_user.sqlMySQL Enterprise
Edition

ora_str_c_ddl_user.sqlOracle

Software AG スクリプトはデータベーステーブル作成時に ALTER
SESSION 権限を必要とします。テーブル作成後にこの権限を取り消す
ことができます。

mss_str_c_ddl_user.sqlSQL Server
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データベース記憶領域
すべてのデータベースコンポーネントオブジェクトを同じデータベース記憶領域に作成すること
も、各データベースコンポーネントのオブジェクトをそれぞれ独自のデータベース記憶領域に作
成することもできます。データベース記憶領域を作成するには、DatabaseComponentConfigurator
を使用して、43 ページの「5 製品のインストール、データベースコンポーネントの作成、およ
びデータベースコンポーネントへの製品の接続」の手順を参照してください。

重要:
データベース記憶領域、および、テーブルスペースまたはファイルグループを作成するには、
必ずDatabase Component Configuratorを使用してください。手動では作成しないでください。

以下の表は、すべてのデータベースコンポーネントがデフォルトで従うデータベース記憶領域規
則を示しています。PostgreSQL の場合、記憶領域規則はなく、テーブルスペースは使用されま
せん。

BLOB記憶領域ユニットインデックス記憶領域ユ
ニット

データ記憶領域ユ
ニット

RDBMS

WEBMBLOBWEBMINDXWEBMDATADB2 テーブルスペース

デフォルトデフォルトデフォルトMySQL

WEBMDATAWEBMINDXWEBMDATAOracle テーブルスペー
ス

プライマリプライマリプライマリSQL Server ファイルグ
ループ

データベース記憶領域を作成する場合は、異なる規則を使用できます。

データベース管理者アカウント
DBAアクセスが必要なのは、Database Component Configuratorを使用して、必要なデータベー
スユーザと記憶領域オブジェクトを作成するときだけです。

製品は、データベースコンポーネント用に作成したデータベースユーザを使用するよう設計され
ています。

文字セットとソート順
製品はグローバル化されており、Unicodeをサポートしています。データベースに応じたUnicode
エンコーディングと、環境に最も適したソート順を選択することを強くお勧めします。データ
ベースがどの言語を表示できるかは、データベース文字セットによって決まります。照合および
比較の動作は、データベースのソート順によって決まります。

以下の節では、製品がサポートする各 RDBMS に最も適した Unicode 文字エンコーディングと
ソート順を列記します。以下の推奨と異なる文字セットやソート順を使用する場合は、データ
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ベース管理者に相談したり各RDBMSベンダーのマニュアルを参照したりして、データ表示言語
に適したデータベース文字セットを選択するよう注意してください。

データベースコンポーネントの作成にDatabaseComponentConfiguratorを使用すると、選択し
た RDBMS が Unicode 文字セット用に設定されているかどうかを確認できます。RDBMS で
Unicode がサポートされていない場合は、サポートされている文字セットがリストされます。

重要:
文字セットとソート順の設定は、記憶領域を作成する前に行う必要があります。

DB2

DB2 用のデータベーススキーマは、CHARACTER データタイプを使用します。DB2 は、
CHARACTER データタイプで UTF-8、GRAPHIC データタイプで UTF-16 をサポートします。

以下の表は、Software AG が推奨する文字セットおよびソート順を一覧しています。

Software AG 推奨設定対象

CCSID 1208 (UTF-8)文字セット

My webMethods Server にはこの文字セットが必要です。

UTF-16GRAPHIC 文字セット

IDENTITY_16BITソート順

このソート順では、CHARACTER と GRAPHIC のどちらのデータ
タイプでも同じソート結果が保証されます。

データベース設定は、GETDATABASECONFIGURATIONコマンドを使用してチェックできます。

MySQL Community Edition および Enterprise Edition

データベースの文字セットと照合が CREATE DATABASE ステートメントで指定されない場合、
サーバの文字セットと照合はデフォルト値として使用されます。他の目的では使用されません。

現在のサーバの文字セットと照合設定は、文字セットおよび照合のサーバのシステム変数の値を
基に決定できます。これらの変数はランタイムで変更できます。

以下の表は、Software AG が推奨する文字セットおよびソート順を一覧しています。

Software AG 推奨設定対象

UTF-8文字セット

utf8_general_ci照合

データベース設定は、SHOW VARIABLES LIKE コマンドを使用してチェックできます。

Oracle
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Oracle 用のデータベーススキーマは、CHARACTER データタイプを使用します。CHARACTER
データタイプについてOracle がサポートしているのは、UTF8および AL32UTF8 の Unicode エ
ンコーディングです。UTF8 は CESU-8 互換であり、Unicode 3.0 の UTF-8 Universal Character
Set をサポートしますが、AL32UTF8 は Unicode 3.1 以上の UTF-8 Universal Character Set に適
合しています。NCHAR データタイプについて Oracle がサポートしているのは、AL32UTF8 お
よび AL16UTF16 の Unicode エンコーディングです。AL32UTF8 でサポートされる Unicode の
バージョンは、Oracle データベースのバージョンによって異なります。製品の Oracle データ
ベーススキーマには、言語インデックスがありません。

以下の表は、Software AG が推奨する文字セットおよびソート順を一覧しています。

Software AG 推奨設定対象

AL32UTF8文字セット

AL16UTF16NCHAR 文字セット

バイナリソート順

データベース設定およびセッション設定は、SYS.NLS_DATABASE_PARAMETERS または
V$NLS_PARAMETERS パラメータを表示してチェックできます。

PostgreSQL

PostgreSQL はデフォルトで UTF-8 エンコーディングを使用します。

SQL Server

SQL Server用のデータベーススキーマは、NCHARデータタイプを使用します。SQL Serverは、
NCHARデータタイプを介してUTF-16をサポートします。NCHARデータタイプは常にUTF-16
であるため、特別なデータベース設定を実行する必要はなく、使用環境に応じた最も適切なコー
ドページをデータベース文字セットとして選択できます。

以下の表は、Software AG が推奨する文字セットおよびソート順を一覧しています。

Software AG 推奨設定対象

データ表示言語に適したエンコーディング文字セット

UTF-16NCHAR 文字セット

大文字と小文字を区別しない任意の照合タイプソート順

大文字と小文字を区別するソート順を選択した場合、SQL Server の一
部のデータベースコンポーネントは作成できなくなります。

データベース設定は、sp_helpdbdatabaseストアドプロシージャを使用してチェックできます。
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ページサイズおよびブロックサイズ
以下の表は、RDBMSの各タイプを使用するために指定するページおよびブロックサイズを表し
ています。.

デフォルト必要なページサイズおよびブロックサ
イズ

RDBMS

4K32 K ページサイズDB2

16K16K ページサイズMySQL

8K8 K ページ/ブロックサイズOracle

8K8 K ページ/ブロックサイズPostgreSQL

8K8 K ページ/ブロックサイズSQL Server

データベースオプションの設定
以下の RDBMS のデータベースオプションを設定する必要があります。

MySQL

MySQL 設定ファイルの [client] および [mysqld] セクションに対して、パラメータ
default_time_zone='+00:00' を設定します。

Oracle

製品が正しく機能するためには、NLS_LENGTH_SEMANTICS初期化パラメータを、BYTEに設定
する必要があります。

重要:
製品ではCHARではなく BYTEセマンティクスを使用します。これがOracle データベースのデ
フォルト設定であり、ほとんどのOracle ユーザが BYTEを使用するためです。製品でCHARセ
マンティクスを使用しようとすると、不適切な結果が発生する場合があります。たとえば、CHAR
セマンティクスではBYTEセマンティクスより長いデータを格納できるため (たとえば日本語の
場合、varchar(12 byte) は UTF8 で 4 文字をとりますが、varchar(12 char) は 12 文字です)、
CHAR セマンティクスを使用すると、製品によってはバッファオーバーフローが発生する場合
があります。

SQL Server

SoftwareAGでは、製品が正しく機能するために次のデータベースオプションを使用することを
お勧めします。
ALTER DATABASE database_name SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON;
ALTER DATABASE database_name SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON;
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また、SQL Server Configuration Manager を使用して、Named Pipes および TCP/IP プロトコル
を有効にします。

デフォルトでは、SQLServerは大文字と小文字を区別しない照合を使用します。MywebMethods
Server データベースコンポーネントを作成する場合、このオプションはデフォルトのままにし
てください。My webMethods Server は大文字と小文字を区別する照合をサポートしていませ
ん。
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CommandCentralを使用した製品のインストールとデータベース
コンポーネントの作成
Command Central を使用して新しい製品や修正をインストールしたり、データベースコンポー
ネントを作成したりするには、Software AG Command Central Help の手順に従ってください。

Software AG Installer を使用した製品のインストールと Database
ComponentConfiguratorを使用したデータベースコンポーネント
の作成

Software AG Installer を使用した製品のインストール

推奨事項

Software AG 製品のインストールイメージを作成し、内部ネットワークに保存することを強
くお勧めします。インストールを予定しておりライセンス許諾書でカバーされているオペ
レーティングシステムごとに、イメージを作成してください。イメージを保存しておくこと
で、時間の間隔をあけてインストールする場合でも一貫性を保つことができます。また、
Installer では最新の製品リリースのみが提供されますが、インストールイメージにはダウン
ロードした製品リリースが含まれています。さらに、イメージからインストールすると、
WAN トラフィックを削減して、インストールを高速化できます。インストールイメージを
作成する手順については、Using Software AG Installerを参照してください。

特定の製品について指定がある場合を除き、このリリースの製品を、他のリリースの製品が
含まれている Software AGディレクトリにインストールしないでください。特定の製品につ
いて指定がある場合を除き、異なるリリースの製品を同じインストールディレクトリに入れ
ることはできません。同じディレクトリに入れると、問題が発生するか、機能にアクセスで
きなくなります。

複数の同一リリース製品を 1 台のマシンで使用する必要がある場合、Software AG では、同
じ製品の複数のインストールをマシン上に作成するのではなく、その製品の複数のインスタ
ンスを同じインストールで作成することをお勧めします。現在、ほとんどの製品がこの機能
を備えています。1 台のマシンに複数のインストールを作成する有効な使用例としては、異
なるリリースのインストールの場合 (サイドバイサイドアップグレードなど)、異なる環境の
インストールの場合 (修正レベル1の実稼働環境と修正レベル2のステージング環境など)、
異なるプロジェクトのインストールの場合 (組織内の異なる部門で使用するインストールな
ど) があります。

注:
VMWare などの仮想レイヤを使用している場合、1 台のパワフルな VM サーバ上で異なる
VMインスタンスと、VMインスタンスごとに 1つのインストールを使用して、上記の使用
例に対応するのが一般的です。

Software AG Installer を使用したインストールの前に
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情報収集

Software AG Installer の処理を進めていくと、製品のライセンスファイルやデータベース接続パ
ラメータなどの各種情報の指定が求められます。Installerを開始する前に、この情報を収集しま
す。

製品ライセンスファイルの保存と確認

SoftwareAGはインストールメッセージとともに製品ライセンスファイルを送信し、名前とパス
にスペースを含まないディレクトリにライセンスファイルを保存します。

インストール中にライセンスファイルを指定すると、Installerによって以下の妥当性検査が行わ
れます。ライセンスファイルがこれらのチェックに合格した場合にのみ、製品をインストールで
きます。このチェックは起動時に再度実行されます。

ライセンスファイルは製品の適切なライセンスファイルである必要があります。

ライセンスファイルが変更されていない必要があります。

ライセンスファイルの有効期限が切れていない必要があります。

インストールするオペレーティングシステムで、製品がライセンスされている必要がありま
す。

『Using Software AG Installer』での必要なアクションの参照と実行

『UsingSoftwareAGInstaller』で、必要なアクションを参照し、実行します。たとえば、Windows
の場合、適切な権限があるインストール用のユーザアカウントを作成します。UNIXの場合、非
root ユーザアカウントを作成します。

API Gateway の要件

APIGatewayにはコアデータ、イベント、およびメトリクスを格納するデータストアが同梱され
ています。データストアは Elasticsearch 7.2.0 を使用しており、API Gateway ほど多くのオペ
レーティングシステムをサポートしているわけではありません。データストアでサポートされて
いないオペレーティングシステムに API Gateway をインストールする場合、サポートされてい
るオペレーティングシステムでデータストアをインストールしてから API Gateway を設定して
データストアを使用してください。設定手順については、製品マニュアルを参照してください。

CentraSite の要件

CentraSite Registry RepositoryおよびApplication Server Tierは、異なるマシンにインストー
ルすることも、同じマシンの異なるディレクトリにインストールすることも、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ことも (つまり、Installer を 2 回実行して別々
にインストールすることも) できます。どの方法でインストールする場合でも Registry
Repository を先にインストールする必要があります。

同じマシンに CentraSite コンポーネントの複数のインスタンスをインストールする場合、次の
点に注意してください。
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CentraSite Registry Repository、Application Server Tier、PlatformManagerの各インスタン
スでは一意のポートを使用する必要があります。

Software AG では、新しい Application Server Tier インスタンスをインストールする前に、
マシン上のすべての Application Server Tier インスタンスを起動しておくことを推奨してい
ます。これにより、Installer は使用中のポートを使わないように警告することができます。

新しいRegistryRepositoryインスタンスをインストールする前に、マシンのすべてのRegistry
Repositoryインスタンスをシャットダウンする必要があります。ただし、インスタンスが実
行されていないため、デフォルトポートが使用中である場合でもInstallerで警告を受けるこ
とができません。ユーザ自身が一意のポートを確認して割り当てる必要があります。

Deployer および Asset Build Environment の要件

統合環境、ステージング環境、実稼働環境を隔てるファイアウォールがない場合は、1 つの
Deployerをインストールして、すべての環境を管理します。統合環境とステージング環境がファ
イアウォールで実稼働環境と隔てられている場合、統合環境とステージング環境を管理する
Deployerを1つインストールし、実稼働環境を管理するDeployerを別にインストールします。
Deployer ホストマシンは、展開元のすべてのソースサーバと展開先のすべてのターゲットサー
バにアクセスできる必要があります。DeployerホストマシンへのアクセスをDeployerを使用す
る必要があるユーザのみに制限します (リリースマネージャ、インフラストラクチャエンジニ
ア、システム管理者、オペレータなど)。

アセットが作成される開発マシン上にAsset Build Environmentをインストールすることにより、
コードをVCSにチェックインする前に構築が正常かどうかを確認できます。集中型構築の場合、
連続的な統合サーバとして使われる別のマシンに Asset Build Environment をインストールし、
展開可能なコンポジットにアセットを構築するために使用します。。Asset Build Environment
ホストマシンへのアクセスを Asset Build Environment を使用する必要があるユーザのみに制限
します (リリースマネージャ、インフラストラクチャエンジニア、システム管理者、オペレータ
など)。

Software AG Installer を使用した製品のインストール

Installer の起動と一般情報の指定

MashZone NextGen 以外のすべての製品の場合、『Using Software AG Installer』の手順に従っ
て Installer を起動し、プロキシサーバ、インストールするリリース、インストールディレクト
リ、製品の選択ツリーの使い方などの一般的な情報を指定します。

Windows システムに MashZone NextGen をインストールする場合、Windows 管理者のユーザ
アカウントを使用してインストールする必要があります。それには、Installerを起動するときに
Installer の .exe ファイルをダブルクリックするのではなく、.exe ファイルを右クリックして、
[管理者として実行] をクリックします。Administrator 特権が割り当てられている場合でも、そ
の他のユーザアカウントでは動作しません。

CentraSiteをインストールする場合、インストールディレクトリのパネルにおいて、Installerは
自身が稼働しているマシンのホスト名または IP アドレスを自動検出します。CentraSite をイン
ストールする場合は、次のようにしてこの値を変更する必要があります。
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Application Server TierとRegistry Repositoryを別のマシンにインストールする場合、Registry
Repositoryをインストールするときに、RegistryRepositoryにアクセスするためにApplication
Server Tier が使用できるホスト名または IP アドレスをこの値で指定することが必要です。

CentraSite をクラウドにインストールする場合、Installer はクラウドインスタンスの内部 IP
アドレスを自動検出します。クラウドインスタンスの外部 (その他の製品を実行している別
のクラウドインスタンスなど) から CentraSite にアクセできるようにするには、自動検出さ
れた値を外部からアクセスできるホスト名または IP アドレスで置き換えます。

インストールする製品の選択

製品選択ツリーで、インストールする製品を選択します。

注:
Software AG Installer は、特定のタスク (たとえば、API管理)を実行できるようにする開発用の
標準インストールの作成に役立つ機能を備えています。開発用の標準インストールを選択する
と、そのインストールを構成するすべての製品が Installer によって自動的に選択されます。必
要に応じて、他の製品を選択したり、製品を選択解除したりできます。

Deployer など、一部の製品は、Integration Server と Microservices Runtime のどちらでも
実行できます。Installer では、使用するホストサーバの指定が求められます。

Apamaの開発用標準インストールには、Apama PlatformManagerプラグインは含まれてい
ません。Apama のインストールを Command Central から管理する場合は、インストールす
る Apama コンポーネントを選択するときにプラグインを手動で選択します。

API Gatewayのライセンスでは、ホスト (Integration Server) の一部の機能しか許可されませ
ん。API Gateway は個別のホストサーバにインストールしてください。同じホストサーバに
他の製品をインストールしないでください。インストールすると、その製品が正しく動作し
ない可能性があります。

CloudStreams のライセンスでは、ホストサーバ (Integration Server または Microservices
Runtime) の一部の機能しか許可されません。CloudStreams は個別のホストサーバにインス
トールしてください。同じホストサーバに他の製品をインストールしないでください。イン
ストールすると、その製品が正しく動作しない可能性があります。

Microservices Runtime のパッケージまたは Language Pack を選択する場合、Installer は
Microservices Runtime にそれらをインストールします。Integration Server のパッケージを
選択する場合、Installer は、パッケージを製品インストールのパッケージリポジトリにコ
ピーします。また、Installer でサーバインスタンスが作成され、サーバインスタンスのパッ
ケージリポジトリにすべてのパッケージをインストールするかどうかが確認されます。
Language Pack 選択ツリーでは、Installer は、選択されたすべての Language Pack をパッ
ケージリポジトリにコピーして、常にサーバインスタンスにインストールします。インス
トール後、追加のサーバインスタンスを作成し、パッケージリポジトリからパッケージおよ
びLanguagePackを、追加作成したサーバインスタンスやインストール中に作成したサーバ
インスタンスにインストールすることができます。詳細については、『webMethodsIntegration
Server Administrator’s Guide』を参照してください。

MywebMethods Serverをインストールした後で、Installerを再度実行してBusiness Console、
Task Engine 、または My webMethods ユーザインタフェースをインストールすると、その
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コンポーネントはターゲットインストールディレクトリのすべての My webMethods Server
インスタンスにインストールされます。

Optimize をインストールする場合、ビジネスプロセスや KPI についてのデータを Optimize
に提供するOptimize Supportと呼ばれるパッケージもインストールする必要があります。こ
のパッケージはIntegration ServerまたはMicroservices Runtimeにインストールできます。
パッケージを Microservices Runtime にインストールする場合、オーケストレートされてい
ないビジネスプロセスのみにデータが提供されます。オーケストレートされたビジネスプロ
セスやイベントのデータは提供されません。

インストールする Language Pack の選択

製品選択ツリーの後は、Language Pack 選択ツリーが表示されます。Language Pack について
は、このガイドの国際化オペレーティング環境についての付録を参照してください。CentraSite
のインストール時に CentraSite Application Server Tier の Language Pack を選択する場合、
CentraSite Shared Files の Language Pack も選択する必要があります。

製品設定情報の指定

大半の製品パネルやプロンプトには説明の必要がありません。この節では、追加の説明が必要な
製品の情報を提供します。

重要:
パネルで指定したすべてのポート、またはプロンプトへの応答として指定したすべてのポート
が、マシン上の他の製品により既に使用中でないことを確認します。製品をシャットダウンし
ているとき、Installerはポートが使用中かどうかを検出できず、製品のシャットダウンはInstaller
を実行するための要件です。SoftwareAG製品で使用するデフォルトポートのリストを参照して
ください。

注:
UNIX システムにインストールする場合、sudo および関連するスクリプトを使用するかどうか
が確認されます。インストールスクリプトを作成する場合、またはインストールスクリプトか
らインストールする場合、セキュリティ上の理由から Installer は sudo パスワードをスクリプ
トに保存しません。そのため、sudoを使用するオプションは利用できません。代わりに、この
章の後半で説明されるように、インストール後に特定のタスクを実行します。

Apama

Apama Server をインストールする場合、ライセンスファイルを指定するよう求められます。ラ
イセンスファイルを指定すると、Installer によって Apama 作業ディレクトリにコピーされま
す。ライセンスファイルを指定しないと、Apamaコリレータが限定された機能で実行されます。
ライセンスなしで実行する場合またはインストール後にライセンスを指定する場合の詳細につい
ては、Apama のマニュアルを参照してください。

Apama Server または Dashboard Viewer をインストールする場合は、ログファイルなどのユー
ザ作成コンテンツを格納するApamaの作業ディレクトリへのパスの入力が求められます。作業
ディレクトリとして以下のディレクトリを指定できます。

存在しないディレクトリ (推奨)。Installer によってディレクトリが作成され、標準のファイ
ルとディレクトリが置かれます。
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空でないディレクトリ。既存のユーザコンテンツの上書きを避けるため、このディレクトリ
には Installer によって標準のファイルとディレクトリが書き込まれません。

作業ディレクトリの場所には、英語以外の文字も使用できますが、オペレーティングシステムの
デフォルトの文字エンコーディングの文字セット内にあるものを使用する必要があります。

API Portal

以下の表は、必要な用途を実行するために選択できる API Portal のシステム設定を表していま
す。

同時ユーザの最大数メモリ消費システム設定

501 GB[Small]

1004 GB[Medium]

4008 GB[Large]

EntireX

以下の表は、EntireX Installer パネルのわかりにくいフィールドについて説明しています。

入力内容フィールド

EntireX のライセンスファイルへの完全パスを指定します。[License file]

注:
NaturalONE もインストールする場合、NaturalONE ライセンスファイ
ルがフィールドに表示され、EntireXはそのライセンスを使用します。

[Application
Monitoring] の [Data

Application Monitoring Data Collector に使用するポート。

インストール後に Data Collector を自動的に開始するかどうかを指
定します。[Autostart]のオプションをオンにすると、システムの開
始時に Data Collector が常に自動的に開始されます。

Collector port]、
[Autostart]

EntireX Broker をインストールする場合:[EntireX Broker
Administration Service
port]および [Autostart] Broker Administration Service のポート。

インストール後にデフォルト Broker を開始するかどうかを指定し
ます。[Autostart]のオプションをオンにすると、システムの開始時
に Broker が常に自動的に開始されます。

Integration Server または Microservices Runtime

API Gateway をインストールする場合、ホスト (Integration Server) のライセンスファイルでは
なく、API Gatewayのライセンスファイルを指定します。[Embedded database] を選択します。
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CloudStreamsをインストールする場合、ホストIntegration ServerまたはMicroservices Runtime
のライセンスではなく、CloudStreams のライセンスを指定します。

Local Version Control Integration をインストールする場合、Local Version Control Integration
のライセンスを指定します。

Deployer をインストールする場合、[Embedded database] を選択します。

他のすべての場合に埋め込みデータベースと外部 RDBMS のどちらを使用するかを決定するに
は、27 ページの「4 データベースコンポーネント作成の準備」を参照してください。

OneData

以下の表は、OneData Installer パネルのフィールドについて説明しています。

入力内容フィールド

OneData には、マスタデータを保存するためのリポジトリが用意されてい
ます。このリポジトリの ID (たとえば、DevRepo) を指定します。ID は、
OneData の内部で使用されます。

[Repository ID]

リポジトリの名前 (たとえば、OneData Development Repository) を指定し
ます。名前は、OneData ユーザインタフェースに表示されます。

[Repository name]

OneData には、メタデータ、作業領域、リリース領域の 3 つの記憶領域が
あります。指定したプリフィックスは、スキーマ接続名に追加されます(つ

[ConnectionPrefix]

まり、prefix_md、prefix_wa、prefix_ra)。このフィールドのデフォルト値
を上書きする場合は、OneData を起動した後に、作業領域とリリース領域
のデータベース接続を編集する必要があります(OneDataのマニュアルを参
照してください)。

指定する URL には、オプション catalogOptions=1 を含める必要がありま
す。これにより、OneData はさまざまな操作のデータベースメタデータ情

[URL]

報 (たとえば、
jdbc:wm:oracle://localhost:1521;serviceName=XE;catalogOptions=1) を取
得できます。

3 つのスキーマそれぞれに異なるデータベースユーザとパスワードを指定
します。

[Database user] と
[Password]

SQL Server RDBMS を使用する場合は、スキーマ名を指定する必要があり
ます。

[Schema name]

Universal Messaging

以下の表は、UniversalMessaging領域サーバを単独で、または、EnterpriseManagerかTemplate
Applications と共にインストールする場合の Universal Messaging Installer パネルのフィールド
について説明しています。
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入力内容フィールド

次に説明するように、このフィールドの内容は場合により異なります。[License file]

標準UniversalMessagingライセンスがある場合は、そのライセンスファ
イルの完全パスを指定します。

UniversalMessagingライセンスファイルがない場合は、フィールドを空
白のままにします。トライアルで 90 日間 Universal Messaging を使用
できます。

インストール後に Universal Messaging のライセンスファイルを取得し
た場合は、そのときに追加できます。手順については、Universal
Messaging のマニュアルを参照してください。

マシンに複数の IP アドレスが設定され、Universal Messaging で特定の IP
アドレスを受信待機する場合は、リストからそのIPアドレスを選択します。

[NHP interface
binding]

Installer によって、すべてのサンプル Universal Messaging アプリケーショ
ンとツールがデフォルトで接続するブートストラップ Universal Messaging

[NHP interface
port]

インタフェースが設定されます。ブートストラップインタフェースをバイン
ドするポートを指定します。

領域サーバインスタンスの名前。Enterprise Manager インスタンスと
Template Applications インスタンスのいずれかまたは両方をインストール
する場合も、この名前が使用されます。

[Realm server
name]

注:
異なるタイプのインスタンスに同じ名前を使用できます。ただし、ここで
指定する名前は、同じタイプのインスタンス間(つまり、領域サーバのイン
スタンス間) で一意である必要があります。

領域サーバインスタンスのデータを保存するディレクトリの完全パス。[Data directory]

注:
データディレクトリにデフォルト以外の場所を使用する場合は、Universal
Messaging をアップグレードするときにデータディレクトリを手動で移行
する必要があります。

複数の領域サーバインスタンスを同じマシンにインストールする場合は、イ
ンスタンスごとに異なるデータディレクトリを使用します。

Universal Messaging 領域サーバの初期設定。webMethods スイートの使用
例に合う設定を選択します。

[Configuration]

以下の表は、Universal Messaging 領域サーバをインストールせずに Universal Messaging
Enterprise Manager または Template Applications、もしくは、その両方をインストールする場
合の Universal Messaging Installer パネルのフィールドについて説明しています。
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入力内容フィールド

EnterpriseManagerインスタンスとTemplate Applicationsインスタンスの
いずれかまたは両方の名前。ツールが接続する領域サーバインスタンスの

[Realmname/client
profile]

名前を使用できます。リストに、インストールディレクトリに既に存在す
る領域サーバインスタンスの名前が表示されますが、名前を入力すること
もできます。

注:
異なるタイプのインスタンスに同じ名前を使用できます。ただし、ここで
指定する名前は、同じタイプのインスタンス間(つまり、EnterpriseManager
のインスタンス間および Template Applications のインスタンス間) で一意
である必要があります。

EnterpriseManagerインスタンスとTemplate Applicationsインスタンスの
いずれかまたは両方が接続する領域サーバインスタンスのURL。インストー

[Realm server URL
(RNAME)]

ル済みの領域サーバを指定することも、後でインストールする領域サーバ
を指定することもできます。

Software AG Installer を使用したインストールの後に

Command Central を使用した製品の管理

Software AG Installer によって、Command Central のエージェントである Platform Manager が
製品とともに自動的にインストールされます。これにより、インストール後にCommandCentral
を使用して 1 つの場所からリモートで製品を管理できるようになります。Command Central か
らの製品の管理手順については、『Software AGCommandCentral Help』を参照してください。

最新の修正のインストール

インストールした製品の最新の修正をインストールします。Command Central を使用して、
SoftwareAG Installerでインストールした製品の修正をインストールできます。または、Software
AG Update Manager を使用することもできます。詳細については、『Software AG Command
Central Help』または『Using Software AG Update Manager』を参照してください。各修正に
は、修正のインストール手順が記載された Readme ファイルが含まれています。

製品の起動、設定、およびカスタマイズ

各製品の起動、設定、カスタマイズに関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。

UNIX デーモンへの登録方法については、次のセクションを参照してください。

webMethods製品と併用する場合のBigMemoryMaxの設定手順については、『Using Terracotta
with webMethods Products』を参照してください。

Zementis Standalone Server をインストールした場合は、製品マニュアルは Software
AG_directory\Zementis\adapa-app\documentsにあります。サーバの設定方法についてはZementis
Deployment Guide を参照してください。
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重要:
インストールした製品でデフォルトのパスワードが使用されている場合は、直ちにパスワード
を変更してください。手順については、製品マニュアルを参照してください。

デーモンの登録とファイル権限の設定 (UNIX システム)

Installerパネルでデーモンを登録するように選択しているにもかかわらず、スクリプトを作成し
たり、スクリプトからインストールしたりする場合、または、sudo を使用するかどうかの確認
画面で使用しないことを選択していた場合、Installerはデーモンの登録およびファイル権限の設
定が実行できません。これらのタスクを実行するには、Software AG_directory/bin/
afterInstallAsRoot.sh スクリプトを root 権限で実行してください (つまり、root ユーザアカウン
トまたは sudo ユーティリティを使用してスクリプトを呼び出します)。

注:
afterinstallAsRoot.shスクリプトはInstallerパネルで選択されたデーモンだけを登録します。任
意の製品に対して、後からデーモンの登録を変更または追加する場合は、69ページの「AUNIX
システムで製品を自動的に起動およびシャットダウンするためのデーモンの登録」 を参照して
ください。

Software AG Installer を使用した製品のアンインストール

EntireX のアンインストール

製品をシャットダウンする場合は、EntireXライブラリを使用するすべてのEntireXBroker、RPC
Server、および顧客アプリケーションもシャットダウンします。手順については、製品マニュア
ルを参照してください。

インストール中またはインストール後のデーモンの登録とファイル権限の設定にsudoを使用し
た場合、UNIX システムからアンインストールする際にも、次のように sudo を使用してデーモ
ンの登録解除とファイル権限の削除を行う必要があります。

アンインストールスクリプトを使用せずにアンインストールする場合、このタスクを実行す
るための Uninstaller オプションを選択できます。または Uninstaller を起動する前に、root
権限でスクリプト Software AG_directory /bin/beforeUninstallAsRoot.sh を実行します (つま
り、rootユーザアカウントかsudoユーティリティを使用してスクリプトを呼び出します)。

アンインストールスクリプトを使用する場合、セキュリティ上の理由から sudo パスワード
が保存されないため、Uninstallerでスクリプトを実行できません。Uninstallerを起動する前
に、ユーザ自身がスクリプトを実行する必要があります。

その他の製品をすべてアンインストール

『Using Software AG Installer』、および次の追加ガイドラインの手順に従ってください。

Software AG Designer Eclipse をアンインストールするにあたり、Eclipse のインストール情報を
確認または保持したい場合は、Uninstaller を起動する前に行ってください。Uninstaller はすべ
てのSoftwareAGDesignerインストールディレクトリを削除してしまうためです。ワークスペー
スなど、その他のディレクトリに格納されているユーザが作成したデータは、削除されません。
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Integration ServerまたはMicroservices Runtimeをアンインストールする場合は、CentraSiteに
パブリッシュしたすべてのアセットを取り消します。詳細については、『webMethodsBPMand
CAF CentraSite Metadata Help』を参照してください。

CentraSite をアンインストールする場合:

CentraSite Registry Repository が Application Server Tier と異なるマシンに存在している場
合、まずApplication Server Tier をアンインストールしてから Registry Repository をアンイ
ンストールします。

CentraSite Registry Repository データベースは、アンインストールが完了した後で削除され
ません。CentraSite のアンインストール後にデータベースを保持する必要のある状況は数多
くあります。たとえば、企業にとって重要な情報がデータベースに含まれている場合です。
アンインストールが完了した後で CentraSite データベースを削除する場合、Software AG で
はその内容のバックアップコピーを先に作成することを強くお勧めします。その後、
Software AG_directory /CentraSite/data ディレクトリを削除します。

インストール中またはその後でのデーモンの登録とファイル権限の設定に sudo を使用した場
合、MacOSまたはその他のUNIXシステムからアンインストールする際にも、次のようにsudo
を使用してデーモンの登録解除とファイル権限の削除を行う必要があります。

アンインストールスクリプトを使用せずにアンインストールする場合、このタスクを実行す
るための Uninstaller オプションを選択できます。または Uninstaller を起動する前に、root
権限でスクリプト Software AG_directory /bin/beforeUninstallAsRoot.sh を実行します (つま
り、rootユーザアカウントかsudoユーティリティを使用してスクリプトを呼び出します)。

アンインストールスクリプトを使用する場合、セキュリティ上の理由から sudo パスワード
が保存されないため、Uninstallerでスクリプトを実行できません。Uninstallerを起動する前
に、ユーザ自身がスクリプトを実行する必要があります。

Database Component Configurator を使用したデータベースコン
ポーネントの作成
この節では、Database Component Configuratorを使用してデータベースユーザとデータベース
記憶領域を作成または削除し、データベースコンポーネントを作成または削除する方法について
説明します。

重要:
データベース記憶領域およびテーブルスペースを作成するには、必ず Database Component
Configurator を使用してください。手動では作成しないでください。また、PostgreSQL以外の
すべての RDBMS のデータベースユーザを作成する場合は、必ず Database Component
Configurator を使用してください。PostgreSQL の場合は、PgAdmin ツールを使用してデータ
ベースユーザを作成してください。

Database Component Configurator およびデータベーススクリプトのインストール

1. データベースサーバと同じネットワーク上のマシンに Software AG Installer をダウンロード
します。
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2. Software AG Installerを起動します。製品選択リストで[DatabaseConfiguration]を選択し、
インストールプロセスを最後まで続行します。

3. Database Component Configurator はデフォルトの環境設定を持っています。
Software AG_directory \common\db\bin に移動し、setEnv.{bat|sh} ファイルをテキストエ
ディタで開き、必要に応じて各フィールドを編集します。

以下の表は、Database Component Configurator のデフォルト環境設定を示しています。

デフォルト決定される Configurator の動作設定項目

true実行情報をコンソールに書き込むかどう
か。

-DtermOutOn

true実行情報のログを記録するかどうか。-DspoolOn

INFOログレベルを INFO (概要の情報) と
DEBUG (内部処理と SQL コールを含む詳
細な情報) のどちらに設定するか。

-DlogLevel

Software AG_directory
\common\db\logs

ログファイルを保存するディレクトリの
完全なパスを指定します。このディレク
トリに対する書き込み権限があることを
確認してください。

-Dlog.dir

Database Component Configurator グラフィカルユーザインタフェース

ご使用の製品でサポートされているすべてのオペレーティングシステムでDatabase Component
Configurator GUI を使用できます。UNIX システムの場合、X Window 環境が必要です。
Configurator は、実行するたびに単一のスキーマに対して動作します。

Configurator は、[Results] タブ、および Software AG_directory \common\db\logs ディレクト
リ内のdcc.logという名前のログファイルに実行情報を書き込みます。ファイルの最大サイズは
10MB です。最大サイズを超えると、Configurator は dcc.number.log という名前の新しいファ
イルを作成します。ファイル数が1000を超えると、Configuratorは一番古いファイルから削除
します。

Database Component Configurator GUI の起動

アクションシステム

Software AG_directory に移動し、dbConfiguratorUI.bat コマンドを実行しま
す。

Windows

Software AG_directory に移動し、dbConfigurator.sh コマンドを実行します。UNIX
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最初、[Inputs] タブの一部のフィールドには、製品のインストール中に Software AG Installer の
同じフィールドに入力した値が表示されます。これらの値を変更して、他のフィールド値を指定
することができます。

データベースコンポーネント、データベースユーザ、および記憶領域の作成

実行するアクションの選択

[Action] 領域の [Type] リストで、以下の実行するアクションをクリックします。

アクションオプション

[Action] 領域で選択したデータベースコンポーネントを作成し、データベース
ユーザと記憶領域を作成できるようにします。

create

[Action] 領域で選択したデータベースコンポーネントを削除してから再作成し
ます。

recreate

[Results] タブで既存のデータベースコンポーネントをリストします。catalog

データベースコンポーネント、データベースユーザ、および記憶領域の作成

create を選択した場合は、次を実行します。

1. [Action] 領域で、以下のいずれかを実行します。

個別のデータベースコンポーネントを作成するには、[Component] をクリックしてデー
タベースコンポーネントを選択します。
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複数のデータベースコンポーネントがある製品のすべてのデータベースコンポーネント
を作成するには、[Product]をクリックして製品を選択します。製品のデータベースコン
ポーネントのリストを表示するには、[Product] をクリックして [Action Type] リスト内
の [print] を選択し、[Execute] をクリックしてから [Results] タブをクリックします。

2. バージョンには [Latest] を選択します。

3. データベースユーザと記憶領域も作成する必要がある場合は、以下の手順に従います。

a. 次のようなラベルが付いたチェックボックスをオンにします。

ラベルRDBMS

Create Tablespaces and Grant Permissions to OS UserDB2

Create Database and Database UserMySQL

Create Tablespaces and Database UserOracle

Create Database and Database UserSQL Server

Linux システムの DB2 の場合、各 DB2 データベースにテーブルスペースが作成されます。データベースコンポーネ
ントを 2 つ以上の DB2 データベースで作成する場合は、テーブルスペースディレクトリまたはテーブルスペース名
のいずれかが各 DB2 データベースに対して一意である必要があります。

b. [Admin ID]フィールドで、必要なデータベース管理者のクレデンシャルを持つデータベー
スユーザまたはオペレーティングシステムユーザを指定します。[AdminPassword]フィー
ルドでユーザのパスワードを入力します。

c. 次のフィールドと入力は、RDBMS によって異なります。

フィールドおよび入力RDBMS

[Tablespace Directory] フィールドでテーブルスペースを作成する
ディレクトリを指定します。

DB2 または Oracle

[Database] フィールドで、作成するデータベースを指定します。MySQL または SQL
Server

4. DB2またはOracleの場合は、[Use Custom Tablespace Names]チェックボックスをオンにし
て、フィールドにカスタムテーブルスペース名を指定できます。この製品では、ユーザに
よって展開されるすべてのテーブルスペース設定がサポートされています。

入力および注意RDBMS

カスタムテーブルスペース名は、デフォルトのWEBMDATA、WEBMINDX
および WEBMBLOB に置き換えられます。また、製品のバッファプールに
使用するカスタム名 (デフォルトは WEBMBUFF) も指定できます。

DB2
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入力および注意RDBMS

カスタムテーブルスペース名は、デフォルトの WEBMDATA および
WEBMINDX に置き換えられます。

Oracle

RDBMS への接続の指定

Configurator が RDBMS への接続ために使用する接続を指定します。

1. データベースコンポーネントを作成する RDBMS を選択し、RDBMS の URL を指定します。
以下は URL の追加情報です。

DB2 の場合、指定したデータベースユーザのデフォルトスキーマ以外のスキーマにデー
タベースコンポーネントを作成するときは、次の接続オプションをURLに指定する必要
があります。
;AlternateId=schema;"InitializationString=(SET CURRENT
PATH=current_path,schema)"

AlternateIDは、動的に作成されたSQLステートメントで未修飾のデータベースオブジェ
クトの修飾に使用されるデフォルトスキーマの名前です。

Optimizeデータベースコンポーネントを作成している場合は、schemaをすべて大文字で
指定する必要があります。また、オプション
CreateDefaultPackage=true,ReplacePackage=trueおよび DynamicSections=3000も指定す
る必要があります。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。

指定されたデータベースユーザに対して、デフォルトスキーマ以外のスキーマを使用す
る場合は、URLに showSelectableTables=falseオプションを追加する必要があります。
データベースドライバは接続時に SYSIBM.SYSDBAUTH を検索し、現在のユーザが管理
ユーザかどうかを確認します。この確認作業の結果により、ユーザがSELECT特権を持っ
ているテーブルを返すためのgetTables()クエリーが許可されます。管理ユーザは、すべ
てのテーブルに対して、ほかのタイプのユーザが持っているような明示的な特権の代わ
りに暗黙的なSELECT特権を持っています。このため、ドライバはgetTables() 用にネイ
ティブな SQLを変更する必要があります。showSelectableTables=falseを設定し、ドラ
イバが接続時に SYSIBM.SYSDBAUTH を確認する作業をスキップするようにします。

Oracleの場合、記憶領域とData Purgeデータベースコンポーネントを作成している場合
は、URLにsysLoginRole接続オプションを指定する必要があります(;sysLoginRole=sysdba
など)。

製品で使用する DataDirect Connect JDBC 5.1 ドライバでサポートされるオプション (ク
ラスタリング、データ暗号化(SSL)、およびさまざまな認証方法をサポートするオプショ
ンなど)の詳細については、SoftwareAGDocumentationwebsiteにあるDataDirect Connect
のマニュアルを参照してください。

2. 指定するユーザ ID とパスワードは、以下に説明するように、実行しようとしているタスク
によって異なります。
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注:
これらのフィールドではなく、DataDirect オプションを使用して URL にこの認証情報を指
定することもできます。

指定するユーザ ID とパスワードタスク

権限を付与する OS ユーザとそのユーザのパスワード。DB2でデータベースユーザおよ
び記憶領域を作成する

作成するデータベースユーザとパスワードOracle または SQL Server で
データベースユーザおよび記憶
領域を作成する SQL Server の場合、ユーザが作成され、dbo という名前の

デフォルトスキーマがそのユーザに割り当てられます。

Oracleの場合、SYSTEMユーザを使用して、SYSTEMスキー
マにデータベースコンポーネントを作成しないでください。

既存のデータベースユーザとパスワード他の操作を実行する

3. Configurator を複数回実行する場合は、[Save Settings as Default] をクリックして、現在の
フィールド値を後続の実行のデフォルトとして設定できます。2つの[Password]フィールド
の値は保存されません。

4. [Execute] をクリックします。

データベースコンポーネントの削除

1. 削除するデータベースコンポーネントに接続されているすべての製品をシャットダウンし、
そのデータベースコンポーネントをバックアップします。

2. [Action] 領域で以下を実行します。

a. [Type]リストで[catalog]をクリックして、[Results]タブで既存のデータベースコンポー
ネントをリストします。実行するアクションとして [drop] をクリックします。

b. 削除する個別のデータベースコンポーネント、または削除するデータベースコンポーネ
ントの製品を選択します。

c. バージョンには [Latest] を選択します。

3. [Connection]領域で、データベースコンポーネントを削除するRDBMSをクリックし、RDBMS
の URLを入力して、RDBMSに接続するために使用するデータベースユーザとパスワードを
指定します。

4. [Execute] をクリックします。
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記憶領域の削除とデータベースユーザ権限の取り消し

スキーマのデータベースコンポーネントをすべて削除した場合、記憶領域を削除して、データ
ベースユーザ権限を取り消すことができます。

1. [Action] 領域の [Type] リストで、[drop] をクリックします。[Component] をクリックして
[All] を選択します。

2. [Connection]領域で、データベースコンポーネントを削除するRDBMSをクリックし、RDBMS
の URLを入力して、RDBMSに接続するために使用するデータベースユーザとパスワードを
指定します。

3. [Drop tablespaces and database user] チェックボックスをオンにします。

a. [Admin ID] フィールドで、データベースユーザと記憶領域を削除するデータベース管理
者のクレデンシャルを持つデータベースユーザまたはオペレーティングシステムユーザ
を指定します。[Admin Password] フィールドでデータベースユーザのパスワードを入力
します。

b. 次のフィールドは、RDBMS によって異なります。

フィールドおよび入力RDBMS

[Tablespace Directory] フィールドで、削除するテーブルスペースを
含むディレクトリを指定します。カスタムテーブルスペースを指定し
た場合は、[Tablespaces] 領域にそれらの名前を入力します。

DB2 または
Oracle

[Database] フィールドで、記憶領域を含むデータベースを指定しま
す。

MySQL または
SQL Server

4. [Execute] をクリックします。

Database Component Configurator コマンド

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ます。

Configurator は、実行するたびに単一のスキーマに対して動作します。

データベースコンポーネントを作成する前に、データベース記憶領域を作成する必要がありま
す。

重要:
データベース記憶領域およびテーブルスペースを作成するには、必ず Database Component
Configurator を使用してください。手動では作成しないでください。

主なパラメータ
dbConfigurator.{bat|sh} {-a|--action} action
{-d|--dbms}{db2luw|mysql|oracle|sqlserver|pgsql}
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{-l|--url} RDBMS_URL
{{-c|--component} db_component_name_or_code[,db_component_name_or_code...]|

{-pr|--product} product_name} {-v|--version} latest
{-u|--user} db_user {-p|--password} password
[{-au|--admin_user} db_admin_user {-ap|--admin_password} password]

追加のパラメータ
[{-tsdata|--tablespacefordata} data_tspace_name]
[{-tsindex|--tablespaceforindex} index_tspace_name]
[{-tsblob|--tablespaceforblob} BLOB_tspace_name]
[{-b|--bufferpool} buffer_pool_name]
[-t|--tablespacedir directory]
[-n|--dbname database_name]
[-r|--runCatalog]
[-h|--help]
[-pa|--printActions] [-pc|--printComponents] [-pp|--printProducts]
[--resume]

主なパラメータ

{-a | --action} action
以下の表は、{-a | --action} パラメータのパラメータを表しています。

アクション値

既存のデータベースコンポーネントを表示します。catalog

データベースユーザおよびデータベース記憶領域、またはデータベースコ
ンポーネントを作成します。

create

データベースユーザおよびデータベース記憶領域、またはデータベースコ
ンポーネントを削除します。

drop

データベースコンポーネントを削除する前に、そのデータベースコンポー
ネントに接続されているすべての製品をシャットダウンします。

スキーマからデータベースコンポーネントをすべて削除した後、記憶領域
を削除して、データベースユーザ権限を取り消すことができます。

削除を実行してから、作成を実行します。recreate

{-d | --dbms} {db2luw|mysql|oracle|sqlserver|pgsql}
action を実行する対象の RDBMS のタイプ。

{-l | --url} RDBMS_URL
RDBMS の URL。対象が UNIX システム上のデータベースコンポーネントの場合、URL を二
重引用符で囲む必要があります。以下の表は、{-l | --url} パラメータのパラメータを示してい
ます。
製品で使用するDataDirect Connect JDBC 5.1 ドライバでサポートされるオプションの詳細に
ついては、Software AG Documentation website にあるDataDirect Connect のマニュアルを参
照してください。
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URL 形式の例RDBMS
jdbc:wm:db2://server:{50000|port};databaseName=database
[;option=value]...DB2

DB2の場合、指定したデータベースユーザのデフォルトスキーマ以外のスキー
マにデータベースコンポーネントを作成するときは、次の接続オプションを
URL に指定する必要があります。
;AlternateId=schema
;"InitializationString=(SET
CURRENT PATH=current_path,schema)"

AlternateIDは、動的に作成されたSQLステートメントで未修飾のデータベー
スオブジェクトの修飾に使用されるデフォルトスキーマの名前です。

Optimizeデータベースコンポーネントを作成している場合は、schemaをすべ
て大文字で指定する必要があります。また、オプション
CreateDefaultPackage=true, ReplacePackage=trueおよび DynamicSections=3000
も指定する必要があります。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。

指定されたデータベースユーザに対して、デフォルトスキーマ以外のスキーマ
を使用する場合は、URL に showSelectableTables=false オプションを追加す
る必要があります。データベースドライバは接続時にSYSIBM.SYSDBAUTHを
検索し、現在のユーザが管理ユーザかどうかを確認します。この確認作業の結
果により、ユーザがSELECT特権を持っているテーブルを返すためのgetTables()
クエリーが許可されます。管理ユーザは、すべてのテーブルに対して、ほかの
タイプのユーザが持っているような明示的な特権の代わりに暗黙的な SELECT
特権を持っています。このため、ドライバはgetTables()用にネイティブなSQL
を変更する必要があります。showSelectableTables=falseを設定し、ドライバ
が接続時に SYSIBM.SYSDBAUTH を確認する作業をスキップするようにしま
す。
jdbc:mysql://server:{3306|port}/databaseNameMySQL

Community
Edition

jdbc:wm:mysql://server:{3306|port};databaseName=database
[;option=value]...MySQL

Enterprise
Edition

jdbc:wm:oracle://server:{1521|port};serviceName=service
[;option=value]...Oracle

記憶領域と Data Purge データベースコンポーネントを作成する場合は、URL
にsysLoginRole接続オプションを指定する必要があります(sysLoginRole=sysdba
など)。
jdbc:wm:postgresql:/server:{5432|port};databaseName=databasePostgreSQL
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URL 形式の例RDBMS
jdbc:wm:sqlserver://server:{1433|port};databaseName=database
[;option=value]...SQL Server

{-c|--component} db_component[,db_component...]| {-pr|--product}
product[,product...]}{-v|--version} latest
以下のいずれかです。

データベース記憶領域を作成するには、{-c|--component} に storage を指定します。

個別のデータベースコンポーネントを作成するには、{-c|--component} にデータベース
コンポーネントのコードまたは名前を指定します。--printComponentsは、データベース
コンポーネントのコードと名前のリストを表示します。

複数のデータベースコンポーネントがある製品のすべてのデータベースコンポーネント
を作成するには、{-pr|--product} で製品名を指定します。--printProducts は、それら
の製品名とコードのリストを表示します。

{-u | --user} db_user {-p | - -password} password
以下の表は、{-u | --user} および {-p | - -password} パラメータのパラメータを示しています。

注:
これらのフィールドではなく、DataDirect オプションを使用して URL にこの認証情報を指
定することもできます。

指定する値アクション

作成するデータベースユーザとパスワードOracle または SQL Server
でデータベースユーザおよ
び記憶領域を作成する SQLServerの場合、ユーザが作成され、dboという名前のデフォル

トスキーマがそのユーザに割り当てられます。

Oracle の場合、SYSTEM ユーザを使用して、SYSTEM スキーマに
データベースコンポーネントを作成しないでください。

権限を付与する OS ユーザとそのユーザのパスワード。DB2でデータベースユーザ
および記憶領域を作成する

既存のデータベースユーザとパスワード他の操作を実行する

[{-au | --admin_user} db_admin_user {-ap | --admin_password} password]
データベースユーザと記憶領域を作成するか、記憶領域を削除してデータベースユーザ権限
を取り消す場合、必要なデータベース管理者クレデンシャルを持つデータベースユーザまた
はオペレーティングシステムユーザとパスワードを指定します。

追加のパラメータ

[{-tsdata | --tablespacefordata} data_tspace_name] [{-tsindex | -- tablespaceforindex}
index_tspace_name] [{-tsblob | -- tablespaceforblob} BLOB_tspace_name] [{-b | --bufferpool}
buffer_pool_name]
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DB2 または Oracle でデータベースコンポーネントを作成する場合は、カスタムテーブルス
ペース名を指定できます。この製品では、ユーザによって展開されるすべてのテーブルスペー
ス設定がサポートされています。Oracle の場合、カスタムテーブルスペース名は、デフォル
トの WEBMDATA および WEBMINDX に置き換えられます。DB2 の場合、カスタムテーブル
スペース名は、デフォルトのWEBMDATA、WEBMINDXおよびWEBMBLOBに置き換えられ
ます。また、バッファプールに使用するカスタム名 (デフォルトは WEBMBUFF) も指定でき
ます。DB2またはOracleで記憶領域を削除してデータベースユーザ権限を取り消す場合は、
そのカスタムテーブルスペース名を指定します。

[{-t | --tablespacedir} directory]
DB2またはOracleでデータベースユーザと記憶領域を作成し、テーブルスペースディレクト
リを作成する場合は、そのディレクトリの完全なパスを指定します。Linux システムの DB2
の場合、各DB2データベースにテーブルスペースが作成されます。データベースコンポーネ
ントを2つ以上のDB2データベースで作成する場合は、テーブルスペースディレクトリまた
はテーブルスペース名のいずれかが各 DB2 データベースに対して一意である必要がありま
す。OracleまたはDB2で記憶領域を削除してデータベースユーザ権限を取り消す場合は、削
除するテーブルスペースを含むディレクトリを指定します。

[{-n | --dbname} database_name]
SQL Server でデータベースユーザと記憶領域を作成する場合は、ターゲットデータベースの
名前を指定します。SQL Server で記憶領域を削除してデータベースユーザ権限を取り消す場
合は、記憶領域を含むデータベースを指定します。

[-r | --runCatalog]
実行のたびに、catalog 操作を実行します。

[-h | --help]
コマンドラインインタフェースのヘルプをリストします。

[-pa | --printActions]
create や drop など、実行可能な操作をリストします。

[-pc | --printComponents]
すべてのデータベースコンポーネントの名前とコードをリストします。

[-pp | --printProducts]
{-pr|--product} product を実行可能な製品名をリストします。

[--resume]
データベーススクリプトはセクションとして実行され、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。作成などのアクションが失敗した場合(たとえば、ネットワーク障害、
接続の期限切れ、無効なクレデンシャルなど)、失敗したセクションはコミットされていない
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て、--resume
オプションを追加します。クレデンシャルパラメータ以外のすべてのパラメータに同じ値を
指定する必要があります。これは必要に応じて異なる場合があります。

例

重要:
UNIX システムでは、コマンド内の RDBMS URL を二重引用符で囲む必要があります。
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データベースユーザと記憶領域の作成

次のコマンドは、Oracle のデータベースユーザと 2 つのテーブルスペース (デフォルト名) を作
成します。
dbConfigurator.bat -a create -d oracle -c storage -v latest
-l jdbc:wm:oracle://DBserver:1521;serviceName=myservicename -au adminuser
-ap adminpass -u webmuser -p w3bmpass -t tablespace_dir

次のコマンドは、Oracle のデータベースユーザと 2 つのテーブルスペース (カスタム名) を作成
します。
dbConfigurator.bat -a create -d oracle -c storage -v latest
-l jdbc:wm:oracle://DBserver:1521;serviceName=myservicename -au adminuser
-ap adminpass -u webmuser -p w3bmpass -t tablespace_dir -tsdata MYDATA
-tsindex MYINDEX

次のコマンドは、SQL Server のデータベースユーザと記憶領域を作成します。
dbConfigurator.bat -a create -d sqlserver -c storage -v latest
-l jdbc:wm:sqlserver://DBserver:1433;databaseName=master -u webmuser -p w3bmpass
-au sa -ap sa_password -n webmdb

次のコマンドは、バッファプールとテーブルスペース (デフォルト名) を作成し、DB2 の権限を
付与します。
dbConfigurator.bat -a create -d db2luw -c storage -v latest
-l jdbc:wm:db2://vmxpdb01:50000;databaseName=amol -u webmuser -au adminuser
-ap admin_password -t tablespace_dir

次のコマンドは、バッファプールとテーブルスペース (カスタム名) を作成し、DB2 の権限を付
与します。
dbConfigurator.bat -a create -d db2luw -c storage -v latest
-l jdbc:wm:db2://vmxpdb01:50000;databaseName=amol -u webmuser -au adminuser
-ap admin_password -t tablespace_dir -tsdata MYDATA -tsindex MYINDEX
-tsblob MYBLOB -b MYBUFF

記憶領域の削除とデータベースユーザ権限の取り消し

スキーマのデータベースコンポーネントをすべて削除する場合、記憶領域を削除して、データ
ベースユーザ権限を取り消すことができます。

次のコマンドは、Oracle から 2 つのテーブルスペース (デフォルト名) を削除します。
dbConfigurator.bat -a drop -d oracle -c storage -v latest
-l jdbc:wm:oracle://DBserver:1521;serviceName=myservicename -au adminuser
-ap adminpass -u webmuser -p w3bmpass -t tablespace_dir

次のコマンドは、Oracle から 2 つのテーブルスペース (カスタム名) を削除します。
dbConfigurator.bat -a drop -d oracle -c storage -v latest
-l jdbc:wm:oracle://DBserver:1521;serviceName=myservicename -au adminuser
-ap adminpass -u webmuser -p w3bmpass -t tablespace_dir -tsdata MYDATA
-tsindex MYINDEX

オンプレミスでの Software AG 製品のインストール 10.5 65

5 製品のインストール、データベースコンポーネントの作成、およびデータベースコンポーネントへの製
品の接続



次のコマンドは、SQL Server からデータベースを削除します。
dbConfigurator.bat -a drop -d sqlserver -c storage -v latest
-l jdbc:wm:sqlserver://DBserver:1433;databaseName=master -u webmuser
-p w3bmpass -au sa -ap sa_password -n webmdb

次のコマンドは、バッファプールとテーブルスペース (デフォルト名) を削除し、DB2 の権限を
取り消します。
dbConfigurator.bat -a drop -d db2luw -c storage -v latest
-l jdbc:wm:db2://vmxpdb01:50000;databaseName=amol -u webmuser -au adminuser
-ap admin_password -t tablespace_dir

次のコマンドは、バッファプールとテーブルスペース (カスタム名) を削除し、DB2 の権限を取
り消します。
dbConfigurator.bat -a drop -d db2luw -c storage -v latest
-l jdbc:wm:db2://vmxpdb01:50000;databaseName=amol -u webmuser -au adminuser
-ap admin_password -t tablespace_dir -tsdata MYDATA -tsindex MYINDEX
-tsblob MYBLOB -b MYBUFF

データベースコンポーネントの作成

次のコマンドは、Oracle に最新バージョンの ProcessAudit および ProcessEngine データベース
コンポーネントを作成します。
dbConfigurator.bat -a create -d oracle -c processaudit,processengine -v latest
-l jdbc:wm:oracle://DBserver:1521;serviceName=myservicename
-u webmuser -p w3bmpass

次のコマンドは、SQL Server に最新バージョンの ProcessAudit および ProcessEngine データ
ベースコンポーネントを再作成 (削除してから作成) します。
dbConfigurator.bat -a recreate -d sqlserver -c processaudit,processengine -v latest
-l jdbc:wm:sqlserver://DBserver:1433;databaseName=webmdb -u webmuser -p w3bmpass

次のコマンドは、現在 DB2 に存在している データベースコンポーネントを表示します。
dbConfigurator.bat -a catalog -d db2luw
-l jdbc:wm:db2://DBserver:50000;databaseName=webmdb -u webmuser -p w3bmpass

次のコマンドは、DB2 に最新の ProcessAudit および ProcessEngine データベースコンポーネン
トを作成します。作成先は、指定したデータベースユーザのデフォルトスキーマではなく、
ALTSCHEMA です。
dbConfigurator.bat -a create -d db2luw -c processaudit,processengine -v latest
-l "jdbc:wm:db2://DBserver:50000;databaseName=webmdb
;AlternateId=ALTSCHEMA;InitializationString=\SET CURRENT
PATH=current_path,ALTSCHEMA\" -u webmuser -p w3bmpass

次のコマンドは、PostgreSQL に最新の Trading Networks データベースコンポーネントを作成
します。
dbConfigurator.bat -a create -d pgsql -pr TN -v latest
-l jdbc:wm:postgresql://vmblrdb-4:5432;databaseName=dccpgdb
-u postgres –p manage
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データベースコンポーネントの削除

削除する前に、データベースコンポーネントに接続されているすべての製品をシャットダウン
し、そのデータベースコンポーネントをバックアップします。

次のコマンドは、Oracle から最新の ProcessAudit および ProcessEngine データベースコンポー
ネントを削除します。
dbConfigurator -a drop -d oracle -c processaudit,processengine -v latest
-l jdbc:wm:oracle://myserver:1521;serviceName=myservicename -u webmuser
-p w3bmpass

次のコマンドは、SQL Server から最新バージョンのすべてのデータベースコンポーネントを削
除します。
dbConfigurator.bat -a drop -d sqlserver -c core -v latest
-l jdbc:wm:sqlserver://myserver:1433;databaseName=webmdb -u webmuser -p w3bmpass

次のコマンドは、DB2 から最新バージョンの Analysis データベースコンポーネントを削除しま
す。
dbConfigurator.bat -a drop -d db2luw -c analysis -v latest
-l jdbc:wm:db2://DBserver:50000;databaseName=webmdb -u webmuser -p w3bmpass

次のコマンドは、DB2 から最新バージョンの Analysis データベースコンポーネントを削除しま
す。削除元は、指定したデータベースユーザのデフォルトスキーマではなく、ALTSCHEMA で
す。
dbConfigurator.bat -a drop -d db2luw -c analysis -v latest
-l jdbc:wm:db2://DBserver:50000;databaseName=webmdb;AlternateId=ALTSCHEMA
;"InitializationString=(SET CURRENT PATH=current_path,ALTSCHEMA)"
-u webmuser -p w3bmpass

シェルスクリプトまたはバッチファイルを使用してパラメータを Database Component
Configurator に渡す

パスワードなどのパラメータを Database Component Configurator に渡すシェルスクリプトや
バッチファイルを作成できます。

Linuxシェルスクリプトでは、次のようにDatabase Component Configurator にパラメータを渡
します。
% echo './bin/dbConfigurator.sh
--component "ISI" --action "drop" --version latest
--url "jdbc:wm:oracle://host:port;serviceName=name"
--user "user" --password "password"
--admin_user "admin_user" --admin_password "admin_password"
--dbms Oracle --dbname "name" --tablespacedir "c:\\app\\test"' > run-isi-drop.sh
% sh ./run-isi-drop.sh

Windows のバッチファイルでは、次のように Database Component Configurator にパラメータ
を渡します。
c:\dir\>echo bin\dbConfigurator.bat
--component "ISI" --action "drop" --version latest
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--url "jdbc:wm:oracle://host:port;serviceName=name"
--user "user" --password "password"
--admin_user "admin_user" --admin_password "admin_password"
--dbms Oracle --dbname "name" --tablespacedir "c:\\app\\test" > run-isi-drop.bat
c:\dir\>.\run-isi-drop.bat

データベースコンポーネントへの製品の接続
この節では、Integration Server および、ホストされた製品をそのデータベースコンポーネント
に接続する方法について説明します。Optimize など、他の製品をそのデータベースコンポーネ
ントに接続する方法の詳細については、製品のマニュアルを参照してください。

Integration Server を次のようにデータベースコンポーネントに接続します。

データベースコンポーネントをホストするデータベースサーバへの接続を指定するJDBCデー
タベース接続プールを定義します。

定義済みの各機能を適切な接続プールにポイントし、機能がそれぞれそのデータベースコン
ポーネントに書き込むよう設定します。たとえば、ISCoreAudit Log機能をISCoreAuditデー
タベースコンポーネントの接続プールにポイントし、Xref機能をCrossReferenceデータベー
スコンポーネントの接続プールにポイントするなどです。Integration Serverは、実行時に、
各データベースコンポーネントの接続プールのインスタンスを個別に作成します。

Integration Server は、ActiveTransfer および ActiveTransferArchive、APIGatewayEvents、
Archive、BusinessRules、CloudStreamsEvents、CrossReference、DocumentHistory、ISInternal、
ISCoreAudit、MywebMethodsServer、MobileSupport、ProcessAudit、ProcessEngine、Staging
および Reporting、TradingNetworks および TradingNetworksArchive データベースコンポーネ
ントに接続できます。

接続プールを作成し機能をポイントする手順については、『webMethods Integration Server
Administrator’s Guide』および以下の記述を参照してください。

BusinessRules データベースコンポーネントを作成した場合は、ProcessAudit データベース
コンポーネントと同じスキーマまたはデータベース内に作成されます。したがって、Integration
ServerはProcessAudit機能を使用してBusinessRulesデータベースコンポーネントに書き込
みます。BusinessRules データベースコンポーネント用に別の機能はありません。

Integration Server データベースコンポーネントと Optimize データベースコンポーネントを
異なる 2 つのスキーマにインストールした場合、Process Audit Log データベースコンポー
ネントのインスタンスが 2つ生成されます。Integration Server と Optimize が同じインスタ
ンスをポイントするように設定します。その後、一方の冗長なインスタンスを削除できま
す。
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概要
それぞれのSoftware AGデーモンには、デーモンを開始および停止できるrc-scriptがあります。
多くの製品ではインストール時にデーモンを登録できます。インストール後は、コマンドライン
ツール daemon.sh を使用して、その他の Software AG 製品のデーモンを登録できます。

デーモンが正常に登録されると、オペレーティングシステムは起動時に「start」オプション、
シャットダウン時に「stop」オプションを使用して、rc-scriptを呼び出します。daemon.shツー
ルを使用して、デーモン関連のファイルをリストしたり、SoftwareAG製品のデーモンの登録を
解除したりすることもできます。

daemon.sh ツールは、initd (Solaris)、inittab (AIX)、launchd (macOS)、および systemd (RHEL
7+、SLES 12+)のUNIXデーモンをサポートしています。これらのすべてのデーモンの種類は、
デーモンの登録や登録解除にそれぞれ異なるシステムコマンドを必要としますが、daemon.sh
はラッパーとして機能します。daemon.sh ツールを使用すると、サポートされているすべての
UNIXオペレーティングシステムで同一の単純なコマンドラインを使って、デーモンを登録また
は登録解除できます。次の種類のファイルが使用されます。

システムファイル

daemon.sh スクリプトは、デーモンの登録ごとに init-script (initd、inittab)、サービスファ
イル (systemd)、または plist ファイル (launchd) を生成し、それぞれのシステムコマンドを
呼び出してその登録を完了します。生成されるシステムファイルの命名規則は
sag[number]instanceです。この sagは固定のプリフィックス文字列であり、instanceはデー
モンインスタンスの一意の識別子です。デーモンの登録時に誤って一意でないinstanceを指
定した場合、daemon.sh スクリプトは自動的に number を追加して init-script 名を一意にし
ます。システムファイルの所有者は root ユーザーであり、デーモンの登録や登録解除には
root 権限が必要です。

以下の表は、daemon.shスクリプトによって生成されたシステムファイルの場所を示してい
ます。

場所システム

/etc/init.dSolaris

/usr/lib/systemd/systemSLES 12、RHEL 7

/Library/LaunchDaemonsMac OS

/etcAIX

起動/停止シェルスクリプト (rc-script)

各製品デーモンには次の特徴を持つ rc-script があります。

対応する製品とともにインストールされる。

インストールユーザ (インストールを実行した非 root UNIX ユーザ) によって所有され、
呼び出される。

start 引数と stop 引数を使用して対応する製品の起動や停止を実行する。
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これらのファイルの一部はサードパーティによって所有されており、サポートされてい
ない「install」または「uninstall」オプションを提供している場合がある。

rc-script の名前と場所については、76 ページの「製品デーモンと rc-script」を参照してく
ださい。

注:
この付録に一覧されていない製品には登録するデーモンがないか、または、製品マニュアルに
記載されている独自のデーモン登録方法があります。

daemon.sh コマンドラインツールの実行
daemon.sh コマンドラインツールは、Software AG_directory/common/bin ディレクトリにあり
ます。root ユーザとしてシステムにログインし、現在の作業ディレクトリから呼び出します。

rc-script の名前と場所については、76 ページの「製品デーモンと rc-script」を参照してくださ
い。

重要:
ここに一覧されているrc-scriptsはインストールまたはアンインストールするオプションを持っ
ている可能性がありますが、それらはTanuki Software, Ltdにより実装されたデーモンの登録方
法であり、Software AG はサポートしていません。.rc-scripts では start または stop オプション
だけを使用し、デーモンの登録または登録解除には daemon.sh のみを使用してください。

次の表に、daemon.shコマンドラインツールで最も一般的に使用されるコマンドラインオプショ
ンを一覧します。これは、サポートされるすべての UNIX プラットフォームで共通です。

コマンドラインとオプションアクション

daemon.sh -f absolute_path_to_rc-scriptデフォルトのシステムファイル名でデーモンを
登録する

daemon.sh -f absolute_path_to_rc-script -n
instance

デーモンを登録し、インスタンス名を指定する

daemon.sh -Lプリフィックスが sagのすべての登録済みデー
モンをリストする

daemon.sh -r -f absolute_path_to_rc-scriptデーモンを登録解除する

daemon.sh -Crc-scriptがなくなったデーモンの登録を削除す
る (クリーンアップ)

daemon.sh -h実装とその他のコマンドラインオプションに関
する情報を出力する

daemon.sh -f absolute_path_to_rc_script -B
dependent_service_file_basename

RHEL 7+ および SLES12+ (systemd) で、依存
デーモンの前に起動するようにデーモンを登録
する
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コマンドラインとオプションアクション

daemon.sh -f absolute_path_to_rc_script -A
dependent_service_file_basename

RHEL 7+ および SLES12+ (systemd) で、依存
デーモンの後に起動するようにデーモンを登録
する

daemon.sh -f absolute_path_to_rc_script -E
comma_separated_list_of_environment_files

RHEL 7+およびSLES12+ (systemd)で、デフォ
ルト以外のログインシェル環境をロードする

daemon.sh -f absolute_path_to_rcscript -E-RHEL 7+ および SLES 12+ (systemd) で、ログ
インシェル環境を無視する

注:
SLES12+、RHEL7+ では、daemon.sh の「-f」オプションによって systemd サービスが作成さ
れ、有効になります。対応する systemd サービスがアクティブ状態の場合にのみ、デーモンが
正しく起動/停止されることに注意してください。サービスをアクティブ状態にするには、シス
テムを再起動するか、「systemctl start SERVICE」コマンドでサービスを起動する必要がありま
す。SERVICEは systemdサービスファイルのベース名です。すべての systemdサービスファイ
ルを表示するには、「daemon.sh -L」コマンド (左の列) を使用します。

SLES 12+ および RHEL 7+ (systemd) のデーモン登録例

例 #1: Universal Messaging のデーモンを登録する (SLES 12+、RHEL 7+、systemd)

たとえば、Integration Server および Universal Messaging をインストールし、インストール中
に Integration Serverの [RegisterWindows service/UNIX daemon for automatic startup]オプショ
ンとその依存コンポーネント Platform Manager を有効化したとします。その場合、Universal
Messagingのデーモン登録も必要になるため、インストール後に手動で手順を実行する必要があ
ります。

1. PATH 変数を設定すると、daemon.sh をより便利に使用できます。
# PATH=/opt/softwareag/common/bin:$PATH

2. PATH 変数を確認します。
# which daemon.sh

/opt/softwareag/common/bin/daemon.sh

3. Universal Messaging のデーモンを登録します。
# daemon.sh -f /opt/softwareag/UniversalMessaging/server/umserver/

bin/nserverdaemon
[daemon.sh] Created /usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service(ok)
[daemon.sh] chmod 644 /usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service(ok)
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/

sagnserverdaemon.service to
/usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service.
[daemon.sh] systemctl enable sagnserverdaemon.service (ok)

4. 左の列から systemd サービスファイル名を特定します。
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# daemon.sh -L
/usr/lib/systemd/system/sag2is1101.service /opt/softwareag/profiles/

IS_default/bin/sagis105
/usr/lib/systemd/system/sag2spm101.service /opt/softwareag/profiles/SPM/

bin/sagspm105
/usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service /opt/softwareag/

UniversalMessaging/server/umserver/bin/nserverdaemon

5. Universal Messaging デーモンの状態が [inactive (dead)] になっているかどうかを確認しま
す。
# systemctl status sagnserverdaemon

● sagnserverdaemon.service - sagnserverdaemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service;

enabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead)

6. システムを再起動するか、すべての新しい systemd サービスをアクティブにします。
# systemctl start sag2spm105
# systemctl start sag2is1105
# systemctl start sagnserverdaemon

7. Universal Messaging デーモンの状態が [active] になっているかどうかを確認します。
# systemctl status sagnserverdaemon

● sagnserverdaemon.service - sagnserverdaemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service;

enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Fri 2019-03-08 13:22:18 CET; 12s ago

Process: 11439 ExecStart=/bin/su - sag -c /opt/softwareag/
UniversalMessaging/server/umserver/bin/nserverdaemon start

(code=exited, status=0/SUCCESS)
Mar 08 13:22:06 sles12 systemd[1]: Starting sagnserverdaemon...
Mar 08 13:22:06 sles12 su[11439]: (to sag) root on none
Mar 08 13:22:06 sles12 su[11439]: pam_unix(su-l:session): session opened

for user sag by (uid=0)
Mar 08 13:22:18 sles12 systemd[1]: Started sagnserverdaemon.

例#2: IntegrationServerの前にUniversalMessagingが起動するようにする(SLES12+、
RHEL 7+、systemd)

例 #1 に従ってデーモンをインストールした後、システム起動時に Universal Messaging が
IntegrationServerの前に起動するのか、後に起動するのかがまだ定義されていません。Integration
Server の前に起動するように Universal Messaging を設定するには、次の手順に従います。

1. Integration Server および Universal Messaging のサービスファイルと rc-scripts を特定しま
す。
# daemon.sh -L

/usr/lib/systemd/system/sag2is1105.service /opt/softwareag/profiles/
IS_default/bin/sagis105

/usr/lib/systemd/system/sag2spm105.service /opt/softwareag/profiles/SPM/
bin/sagspm105

/usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service /opt/softwareag/
UniversalMessaging/server/umserver/bin/nserverdaemon
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2. Integration Serverのデーモンを登録し、After=sagnserverdaemon.serviceプロパティをサー
ビス定義に追加します。
# daemon.sh -f /opt/softwareag/profiles/IS_default/bin/sagis105

-A sagnserverdaemon.service

3. Universal Messaging のデーモンを再び登録し、Before=sag2is1105.service プロパティを
サービス定義に追加します。
# daemon.sh -f /opt/softwareag/UniversalMessaging/server/umserver/bin/

nserverdaemon -B sag2is1105.service

4. 両方の systemd サービスをアクティブにします。
# systemctl start sag2is1105
# systemctl start sagnserverdaemon

例 #3: Universal Messaging のデーモンを登録する (Solaris、initd)

たとえば、Integration Server および Universal Messaging をインストールし、インストール中
に Integration Serverの [RegisterWindows service/UNIX daemon for automatic startup]オプショ
ンとその依存コンポーネント Platform Manager を有効化したとします。その場合、Universal
Messagingのデーモン登録も必要になるため、インストール後に手動で手順を実行する必要があ
ります。

1. PATH 変数を設定すると、daemon.sh をより迅速に使用できます。
# PATH=/opt/softwareag/common/bin:$PATH

2. PATH 変数を確認します。
# which daemon.sh

/opt/softwareag/common/bin/daemon.sh

3. Universal Messaging のデーモンを登録します。
# daemon.sh -f /opt/softwareag/UniversalMessaging/server/umserver/bin/

nserverdaemon
[daemon.sh] Created /etc/init.d/sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] chmod 775 /etc/init.d/sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] ln -s /etc/init.d/sagnserverdaemon /etc/rc3.d/

S20sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] chmod 775 /etc/rc3.d/S20sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] ln -s /etc/init.d/sagnserverdaemon /etc/rc2.d/

K20sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] chmod 775 /etc/rc2.d/K20sagnserverdaemon (ok)

4. 登録したすべてのデーモンをリストします。
# daemon.sh -L
/etc/init.d/sag4is1105 /opt/softwareag/profiles/IS_default/bin/sagis105
/etc/init.d/sag4spm105 /opt/softwareag/profiles/SPM/bin/sagspm105
/etc/init.d/sagnserverdaemon /opt/softwareag/UniversalMessaging/server/

umserver/bin/nserverdaemon
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例 #4: Integration Server の前に Universal Messaging が起動するようにする (Solaris、
initd)

例 #3 に従ってデーモンをインストールした後、システム起動時に Universal Messaging が
Integration Server の前に起動するのか、後に起動するのかがまだ定義されていません。

デーモンの起動シーケンスは、順序番号に依存します。各デーモンには特定の起動番号が割り当
てられています。2つのデーモンがある場合、番号が小さい方のデーモンが最初に起動します。
デーモンの起動番号は、daemon.shの「-S」オプションで指定できます。daemon.shでのデフォ
ルトは「-S 20」です。番号を指定していない場合はすべてが同じデフォルトになり、シーケン
スは定義されません。Universal Messaging が Integration Server の前に起動するようにするに
は、「-S 10」のように小さい起動番号を指定します。

同様の処理はシャットダウンシーケンスにも適用され、daemon.shの「-K」オプションを使用し
て停止 (強制終了)番号を指定できます。以下の例は、Universal Messaging デーモンの起動番号
と停止番号をデフォルト(20)から10に変更して、Integration Serverの前に開始し、Integration
Server の後に停止する方法を示しています。
# daemon.sh -f /opt/softwareag/UniversalMessaging/server/umserver/bin/

nserverdaemon -S 10 -K 10
[daemon.sh] /etc/rc2.d/K20sagnserverdaemon removed (ok)
[daemon.sh] /etc/rc3.d/S20sagnserverdaemon removed (ok)
[daemon.sh] /etc/init.d/sagnserverdaemon removed (ok)
[daemon.sh] Created /etc/init.d/sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] chmod 775 /etc/init.d/sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] ln -s /etc/init.d/sagnserverdaemon /etc/rc3.d/S10sagnserverdaemon(ok)
[daemon.sh] chmod 775 /etc/rc3.d/S10sagnserverdaemon (ok)
[daemon.sh] ln -s /etc/init.d/sagnserverdaemon /etc/rc2.d/K10sagnserverdaemon(ok)
[daemon.sh] chmod 775 /etc/rc2.d/K20sagnserverdaemon (ok)

注:
コマンド出力では、initd のデーモン登録の手順に沿って、すべてのファイル操作が表示されま
す。前の仕様は自動的に上書き (削除) されることに注意してください。S10sagnserverdamon
の「S10」や K10sagnserverdaemonの「K10」のように、新しい起動番号と停止番号がシンボ
リックリンク名の一部になることがわかります。

例 #5: systemd および Tanuki Service Wrapper で Integration Server シャットダウンタ
イムアウトを設定する (RHEL 7+、SLES12+、systemd)

Integration Server の通常のシャットダウン時間がTanuki Service Wrapper または systemdに設
定されているタイムアウト値を超えると、そのデーモンは中断されます (SIGKILL、kill -9)。他
のSoftwareAGデーモンでも同じことが起こります。このような問題が起こった場合、Integration
Server の以下の例のように、デーモンを停止し、Tanuki と systemdのタイムアウト値を手動で
より大きい値に設定する必要があります。

Tanuki の場合は、Integration Server インスタンスの custom_wrapper.conf ファイルを編集
し、シャットダウンタイムアウトのプロパティを 500 秒に変更します。
$ vi /opt/softwareag/profiles/IS*/configuration/custom_wrapper.conf

wrapper.shutdown.timeout=500
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systemdの場合は、サービスを停止し、サービスファイルを特定して編集し、500秒のシャッ
トダウンタイムアウトを追加し、デーモンを起動してサービスをアクティブにします。
# systemctl stop sagis1105
# daemon.sh -L

/usr/lib/systemd/system/sag2is1105.service /opt/softwareag/profiles/
IS_default/bin/sagis105

/usr/lib/systemd/system/sag2spm105.service /opt/softwareag/profiles/SPM/
bin/sagspm105

/usr/lib/systemd/system/sagnserverdaemon.service /opt/softwareag/
UniversalMessaging/server/umserver/bin/nserverdaemon

# vi /usr/lib/systemd/system/sag2is1105.service
TimeoutStopSec=500 <<< add/change this property in the [Service] section.

# systemctl daemon-reload
# systemctl start sagis1105

注:
後でdaemon.shでデーモンを再登録すると、この手動の変更はデフォルトにリセットされます。

製品デーモンと rc-script
daemon.sh -f オプションを使用してデーモンを登録または登録解除するときは、必ず rc-script
の絶対パス名を使用してください。以下は、ほとんどの製品に適用される例です。
daemon.sh -f /opt/softwareag/API_Portal/server/sagyaprelease.sh

Universal Messaging、Integration Server、Integration Agent および My webMethods Server の
ような複数のインスタンスを持つことができる製品の場合、コマンドは追加オプション -n
instanceを持っています。例えば、Universal Messagingに使用されるコマンドは、以下の通り
です。
daemon.sh -n umserver -f /opt/softwareag/UniversalMessasging/server/
umserver/bin/nserverdaemon

次の表に、各製品デーモンの rc-script を示します。

rc-script (Software AG_directory の下)デーモン製品

profiles/MAG/bin/sagmagreleaseSoftware AG ActiveTransfer
Agent

ActiveTransfer
Agent

API_Portal/server/bin/CloudAgentApp.shAPICloudAgentreleaseAPI Portal

CentraSite/bin/saginmCentraSite Registry/RepositoryCentraSite
Registry
Repository

EntireX/bin/sagexxEntireX Administration ServiceEntireX Broker

profiles/instance/bin/sagintagentreleaseSoftware AG Integration AgentIntegration Agent

profiles/instance/bin/sagisreleaseSoftware AG Integration ServerIntegration Server
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rc-script (Software AG_directory の下)デーモン製品

profiles/instance/bin/sagmwsrelease_
instance_name_instance_number

Software AG My webMethods
Server

My webMethods
Server

profiles/ODE/bin/sagodereleaseSoftware AG OneData ServerOneData

profiles/InfraDC/bin/sagwidreleaseSoftware AG Optimize
Infrastructure Data Collector

Optimize
Infrastructure
Data Collector

optimize/dataCollector/bin/sagoptiDC.shSoftware AG OptimizeWS Data
Collector

Optimize Web
Service Data
Collector

optimize/analysis/bin/sagoptiAE.shwebMethods Optimize Analysis
Engine

Optimize Analytic
Engine

profiles/SPM/bin/sagspmreleaseSoftware AG PlatformManagerPlatform Manager

profiles/CTP/bin/sagctpreleaseSoftware AG RuntimeSoftware AG
Runtime

UniversalMessaging/server/instance/bin/nserverdaemonnserverdaemonUniversal
Messaging

トラブルシューティング
AIX では、init-script 名の最大長は 14 文字です (mkitab コマンドの man-page を参照してくだ
さい）。daemon.shがmkitabコマンドでエラーをレポートした場合、daemon.shの -nオプショ
ンを使って短い init-script 名を指定できます。-n instance を使用して、任意の短い名前を使用
することが推奨されています。

SLES および RHEL では、次のコマンドを使用して systemd サービスの状態を表示できます。

# systemctl status SERVICE (SERVICE は systemd サービスファイルのベース名)

# journalctl -u SERVICE

オンプレミスでの Software AG 製品のインストール 10.5 77

A UNIX システムで製品を自動的に起動およびシャットダウンするためのデーモンの登録



78 オンプレミスでの Software AG 製品のインストール 10.5

A UNIX システムで製品を自動的に起動およびシャットダウンするためのデーモンの登録



B 国際化オペレーティング環境における運用

■ 概要 .................................................................................................................................................... 80
■ Language Pack ................................................................................................................................ 80
■ 拡張文字セット ................................................................................................................................ 81
■ ブラウザと JRE フォントの設定 ................................................................................................... 81
■ 適切なロケール設定 ........................................................................................................................ 82

オンプレミスでの Software AG 製品のインストール 10.5 79



概要
SoftwareAG製品は世界中のどこでも使用できるように設計されており、異なる言語を使用する
システムおよびユーザともデータを交換できます。

製品は、文字セットとして Universal Character Set (ISO/IEC 10646-2、Unicode) を使用してす
べての内部処理を行います。各製品は少なくとも Unicode バージョン 3.0 の要件をサポートし
ています。管理ツールを含む HTML コンテンツでは、Unicode UTF-8 のエンコーディングが使
用されます。

製品のテスト、設定、機能および制限についての具体的な情報は、各製品のreadmeファイルを
参照してください。

Language Pack
製品の実行に必要な米国英語ファイルは常に製品とともにインストールされます。ただし、多数
の製品に対して、翻訳されたユーザインタフェース、メッセージ、ヘルプ、マニュアルを提供す
る Language Pack もインストールできます。

ほとんどの製品は同時に複数の言語をサポートしており、必要に応じていくつでも Language
Pack をインストールできます。複数の言語をサポートしている製品の場合、表示に使用する言
語はクライアントのセットアップ (ブラウザの言語設定、製品を起動するデフォルトのロケール
またはユーザプロファイルで選択したロケール)により決定されます。Language Pack が利用で
きない、またはインストールされていないロケールで製品を使用すると、米国英語で表示されま
す。

MacOSXを除き、サポートされているすべてのオペレーティングシステムでは、LanguagePack
を利用できます。

Software AG Designer の Language Pack
デフォルトでは、Software AG Designer で使用される言語は各自の JRE デフォルトロケールで
決まり、これはさらに各自のオペレーティングシステムのロケール設定で決まります。オペレー
ティングシステムのロケールが使用言語に設定されていない場合は、-nl オプションを指定して
Software AG Designerを開始することで、Software AG Designerの設定を上書きできます。たと
えば、コマンドウィンドウを開いて、「eclipse.exe -nl ja_JP」と入力します。

Software AG Designer は、Eclipse プラットフォームとそのプロジェクトに基づいています。
SoftwareAGのLanguagePackには、Eclipseプロジェクトで提供されるプラグイン用のLanguage
Pack は含まれていません。これらのプラグインのLanguage Pack が必要な場合は、以下の手順
に従います。使用可能な翻訳の背景情報や完全性などについては、EclipseのWebサイトを参照
してください。

1. Software AG Designer を起動します。

2. [Help] > [Install New Software]に進み、[Available Software]タブをクリックしてから、[Add..]
をクリックします。
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3. [Location] フィールドに、Eclipse 4.11 と互換性のある Language Pack の URLを入力して、
[OK] をクリックします。

4. [Refresh] をクリックして必要な言語の Language Pack を選択し、[Install] をクリックしま
す。インストールする Language Pack を確認し、[Next] をクリックします。

5. ライセンス許諾書をお読みください。記載事項を承諾する場合は、チェックボックスをオン
にして [Finish] をクリックします。

6. Software AG Designer を再起動します。

拡張文字セット
Software AG では、Java の java.nio.Charset クラスを拡張してインストール可能な追加の文字エ
ンコーディングをサポートし、870 以上のカスタム文字エンコーディングを追加する拡張文字
セットが提供されます。拡張文字セットによって、Integration Server、アダプタおよびサービ
スで EBCDIC や OEM文字エンコーディングのようなカスタム文字エンコーディングを使用でき
るようになります。

ブラウザと JRE フォントの設定
サポートされているブラウザのリリースについては、『System Requirements for Software AG
Products』を参照してください。

Software AG 製品の一部の HTML インタフェースはブラウザの言語設定を検出します。製品に
LanguagePackがインストールされている場合、これらのインタフェースはその言語でユーザイ
ンタフェース、メッセージおよびデータを表示しようとします。

以下の表は、Software AG 製品をブラウザに表示する言語を指定する方法を説明しています。

アクションブラウザ

[ツール] > [オプション] > [コンテンツ] に進み、[選択] をクリックして、
使用する言語をリストの先頭に追加します。

Firefox

[設定] > [詳細設定を表示]> [言語]に進み、スペルチェックの設定をクリッ
クして、使用する言語をリストの先頭に追加します。

Google Chrome

[ツール] > [インターネットオプション]に進み、[言語]をクリックして、
使用する言語をリストの先頭に追加します。

Internet Explorer

[システム環境設定] > [言語とテキスト] > [言語] に進み、使用する言語を
リストの先頭に追加します。

Safari

使用する JRE では、非 ASCII データを表示するための修正が必要なこともあります。非 ASCII
文字が表示されるはずの部分に中空の四角または黒い四角が表示される場合は、JREのフォント
設定ファイルを変更して、このような文字を表示する適切なフォントを指定してください。たと
えば、Arial Unicode MS などのフル Unicode フォントをインストールするか、特定言語に必要
なフォントをインストールします。
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適切なロケール設定
以下の表は、製品を米国英語以外での言語でインストールまたは実行する場合のロケールの設定
方法を説明しています。

アクションシステム

以下の手順は Windows 7 向けです。その他の Windows システム向けの手順は
多少異なります。

Windows

1. [スタート] メニューで [コントロール パネル] > [地域と言語] に進みます。

2. [キーボードと言語]タブをクリックします。使用する言語がまだインストー
ルされていない場合は、[言語のインストールまたはアンインストール]をク
リックし、言語をインストールします。[表示言語]領域で、その言語を選択
し、[OK] をクリックします。

3. Windows をログオフしてから再度ログインして、表示ロケール設定を有効
にします。

LANG環境変数を設定して、シェルを適切なロケールに設定します。以下の適切
なコマンドを実行します。

UNIX

sh シェル: LANG=locale; export LANG

csh シェル: setenv LANG locale
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概要
この付録では、Software AG ワークロードがクラウド IaaS 環境で動作するよう設定するために
必要な参考資料の一覧を示します。以下に示したテキストを使用してインターネットを検索し、
表示されたリンクをクリックして、Amazon または Microsoft の Web サイトへ移動します。

Amazon Web サービス
以下の表は、Amazon Web サービスの参考情報と、それをインターネット上で見つける方法を
一覧しています。

検索するテキスト参考情報

最小限のサービス AWS Elastic Compute Cloud (EC2)

AWS Virtual Private Cloud (VPC)

ネットワークサービス AWS Direct Connect

AWS クラウド DNS - ドメインネームシステム - Amazon Route
53

AWS クラウドセキュリティのリソース

新機能 AWS の新機能

AWS サービス提供 AWS クラウド製品・クラウドサービス

ベストプラクティスのホワ
イトペーパー

AWS クラウド向けのアーキテクチャ

AWS セキュリティのベストプラクティス - クラウドコンピュー
ティングサービス

AWS Trusted Advisor のベストプラクティス (チェック)

AWS 責任共有モデル

トレーニングと認定 AWS トレーニング

AWS 認定

セキュリティ AWS コンプライアンス

Microsoft Azure
以下の表は、Microsoft Azure の参考情報と、それをインターネット上で見つける方法を一覧し
ています。

検索するテキスト参考情報

最小限のサービス Azure Virtual Machines
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検索するテキスト参考情報

Azure Virtual Network – 仮想プライベートクラウド

ネットワークサービス Azure ExpressRoute

Azure Active Directory - アクセス & ID - IDaaS

Microsoft サービス提供 Azure サービスのディレクトリ (Azure 製品)

ベストプラクティスのホ
ワイトペーパー

Azureのネットワークセキュリティに関するベストプラクティス

Azure の参照アーキテクチャ

トレーニングと認定 Microsoft Azure Administration for AWS Administrators

Azure 認定とトレーニング

セキュリティ Microsoft Azure Trust Center

オンプレミスでの Software AG 製品のインストール 10.5 85

C クラウドインフラストラクチャ内でサービス (IaaS) 環境として実行する



86 オンプレミスでの Software AG 製品のインストール 10.5

C クラウドインフラストラクチャ内でサービス (IaaS) 環境として実行する


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

	1 Command Central または Software AG Installer を使用した製品のインストール
	Command Central を使用した製品のインストール
	Software AG Installer を使用した製品のインストール

	2 ハードウェア要件、およびオペレーティングシステム、ブラウザ、RDBMS のサポート
	ハードウェア要件
	オペレーティングシステムのサポート
	ブラウザのサポート
	RDBMS のサポート

	3 製品のインストールの準備
	製品のシャットダウン
	すべての製品のインストールの準備 (Windows システム)
	Apama のインストールの準備 (UNIX システム)
	API Gateway の準備 (Linux システム)
	API Portal のインストールの準備 (UNIX システム)
	ApplinX のインストールの準備
	CentraSite のインストールの準備 (UNIX システム)
	EntireX のインストールの準備
	MashZone NextGen のインストールの準備 (UNIX システム)
	Mobile Designer のインストールの準備
	My webMethods Server のインストールの準備 (UNIX システム)
	OneData のインストールの準備 (Windows システム)
	Optimize Analytic Engine のインストールの準備 (UNIX システム)
	Zementis Predictive Analytics のインストールの準備
	データベース接続情報の準備

	4 データベースコンポーネント作成の準備
	データベースコンポーネントの説明とインストール要件
	DB2、MySQL Enterprise Edition、Oracle、PostgreSQL、および SQL Server 用のデータベースドライバ
	MySQL のデータベースコンポーネント作成の準備
	データベースユーザ、データベース記憶領域、データベース設定

	5 製品のインストール、データベースコンポーネントの作成、およびデータベースコンポーネントへの製品の接続
	Command Central を使用した製品のインストールとデータベースコンポーネントの作成
	Software AG Installer を使用した製品のインストールと Database Component Configurator を使用したデータベースコンポーネントの作成
	データベースコンポーネントへの製品の接続

	A UNIX システムで製品を自動的に起動およびシャットダウンするためのデーモンの登録
	概要
	daemon.sh コマンドラインツールの実行
	SLES 12+ および RHEL 7+ (systemd) のデーモン登録例
	製品デーモンと rc-script
	トラブルシューティング

	B 国際化オペレーティング環境における運用
	概要
	Language Pack
	拡張文字セット
	ブラウザと JRE フォントの設定
	適切なロケール設定

	C クラウドインフラストラクチャ内でサービス (IaaS) 環境として実行する
	概要
	Amazon Web サービス
	Microsoft Azure


