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このマニュアルについて

このマニュアルでは、Software AG 製品、具体的には Apama、Terracotta、webMethods のアップグ
レード⽅法について説明します。

メモ: Terracotta および Universal Messaging に関してこの章で説明する情報は、これらの製品を
webMethods 製品とともに使⽤する場合に適⽤されます。それ以外の状況に関する情報については、製品
マニュアルを参照してください。

表記規則

規則 説明

太字 画⾯上の要素を表します。

縮⼩フォント folder.subfolder:service  という規則を使⽤して webMethods Integration
Server 上のサービスの保存場所を表します。

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

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を表します。本⽂
で最初に出現する新しい⽤語を表します。

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から表⽰されるメッセージを表し
ます。

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

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

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

... 同じ種類の情報を複数回⼊⼒できることを⽰します。情報だけを⼊⼒してくだ
さい。実際のコードに繰り返し記号 (...) を⼊⼒しないでください。
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オンライン情報
Software AG マニュアルの Web サイト
マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (「http://documentation.softwareag.com」)
で⼊⼿できます。このサイトでは Empower クレデンシャルが必要です。Empower クレデンシャルがな
い場合は、TECHcommunity Web サイトを使⽤する必要があります。

Software AG Empower 製品のサポート Web サイト
製品情報は、Software AG Empower 製品のサポート Web サイト (「https://
empower.softwareag.com」) で⼊⼿できます。

機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可⽤性に関する情報の取得、「製品」のダウンロー
ドを実⾏するには、Products に移動します。

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

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

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

記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする

Software AG の専⾨家によって承認されたオンライン掲⽰板フォーラムを使⽤して、質問したり、ベ
ストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AG のテクノロジをどのように使⽤している
かを学んだりすることが可能です。

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

http://documentation.softwareag.com
https://empower.softwareag.com
https://empower.softwareag.com
https://empower.softwareag.com/Products/default.asp
https://empower.softwareag.com/KnowledgeCenter/default.asp
https://empower.softwareag.com/KnowledgeCenter/default.asp
http://techcommunity.softwareag.com
http://techcommunity.softwareag.com
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このマニュアルで扱うアップグレード
このマニュアルでは、サイドバイサイド⼿順を使⽤して、Apama 製品、Terracotta 製品および
webMethods 製品をリリース 9.x からリリース 9.12 にアップグレードする⽅法について説明します。

Terracotta および Universal Messaging に関してこの章で説明する情報は、これらの製品を
webMethods 製品とともに使⽤する場合に適⽤されます。それ以外の状況に関する情報については、製品
マニュアルを参照してください。

メモ: Software AG は、同じハードウェアとオペレーティングシステムを持つマシン間での移⾏をテスト
しています。Integration Server では、異なるハードウェアまたは異なるオペレーティングシステムを
持つマシン間での移⾏もテストされています。ただし、その他の製品の場合、異なるハードウェアまたは
オペレーティングシステムを持つマシン間の移⾏では (特に、⼀⽅のマシンが Windows で、もう⼀⽅が
Windows 以外である場合)、予期しない結果になる可能性があります。

Command Central を使⽤して⼀部の製品をアップグレードし、それらの製品のアップグレードパス上の
設定、データ、およびアセットを移⾏することができます (『Software AG Command Central Feature
Support Matrix』を参照)。Command Central は次の移⾏シナリオをサポートします。

同じインストールディレクトリ、ホスト、ポート、稼働中のデータベース。この⽅法は上書きインス
トールと似ています。Command Central は移⾏前に古いインストールディレクトリの名前を変更し
て、新しいインストールに古いディレクトリ名を使⽤します。

新しいインストールディレクトリ、同じホストとポート、稼働中のデータベースまたはデータベースの
コピー。

新しいインストールディレクトリとポート、同じホスト、データベースのコピー。

新しいホスト、稼働中のデータベースまたはデータベースのコピー。

Command Central を使⽤してアップグレードおよび移⾏を段階的に実⾏するか、もしくは、コンポジッ
トテンプレートを使⽤して完全に⾃動化された⽅法で実⾏することができます。Command Central の詳
細については、Software AG Command Central Help を参照してください。

このマニュアルで扱っていないアップグレード
以下のリストにあるアップグレードは、このマニュアルでは扱っていません。⽰されている情報ソースを参
照してください。

アップグレード 情報

9.0 以前のリリースから 『Supported Upgrade Paths 』を参照してくださ
い。

9.9 以前の Apama リリース 9.9 以前のリリースについては、Apama の
『Whatʼs New』を参照してください。
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アップグレード 情報

ApplinX ApplinX のマニュアルを参照してください。

webMethods Broker から Universal
Messaging

Migrating from webMethods Broker to
webMethods Universal Messagingを参照してくだ
さい。

Command Central Software AG Command Central Helpを参照して
ください。

Content Service Platform Software AG Global Consulting Services までご
連絡ください。

MashZone または Process Performance
Manager

MashZone または Process Performance Manager
のマニュアルを参照してください。

仮想マシン上の Mobile Administrator
(このマニュアルでは、物理マシン上の
Mobile Administrator をアップグレード
する⽅法について説明します)

仮想マシンから Mobile Administrator をアンイン
ストールし (古いリリースのインストールガイドを
参照)、新しい Mobile Administrator をインストー
ルします (新しいリリースの『Installing Software
AG Products』を参照)。

3.6 より前の Presto (現在の Business
Analytics) リリース

Software AG Global Consulting Services までご
連絡ください。

Terracotta (webMethods 製品と併⽤しな
い場合)

Terracotta BigMemory Max のマニュアルを参照し
てください。

Universal Messaging (webMethods 製品
と併⽤しない場合)

Universal Messaging のマニュアルを参照してくだ
さい。

リリースの番号付けの例外
以下の製品は、⼀般的なリリースの番号付けに従っていません。

製品 リリースの番号付け

ActiveTransfer webMethods 9.9、9.10 および 9.12 リリースでは、ActiveTransfer のリ
リース番号は 9.8 のままで、webMethods 9.8 リリースで提供されているも
のと同じリリースとなっています。
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製品 リリースの番号付け

webMethods
Broker

9.7 以降の webMethods リリースでは、webMethods Broker のリリース番
号は 9.6 のままで、webMethods 9.6 リリースで提供されているものと同じ
リリースとなっています。

Presto (現在
の Business
Analytics)

webMethods の 9.6、9.7 および 9.8 リリースでは、Presto のリリース番号
はそれぞれ 3.7、3.8 および 3.9 でした。Presto が webMethods の⼀部とな
る前の Presto リリースは 3.6 でした。

Terracotta webMethods の 9.0、9.5、9.6、9.7、9.8、9.9、9.10 およ
び 9.12 リリースでは、Terracotta のリリース番号はそれぞれ
3.7.4、3.7.6、4.1.4、4.3、4.3.1、4.3.2 および 4.3.3 でした。

アップグレードを実⾏するために必要なマニュアル
アップグレードを実⾏するには、下記のマニュアルが常に必要になります。

新機能が記載されている古いリリースの次のリリースから新しいリリースまでのリリースノート。

新しいリリースの製品の Readme。これらには、製品動作の変更、サービス、API、その他の項⽬の廃
⽌、削除、追加、新しい製品リリースに関する重要な情報、既知の問題と解決された問題が記載されて
います。

新しい製品にインストールする修正の Readme。これらには、解決された問題と動作の変更が記載さ
れています。

System Requirements for Software AG Products

Supported Upgrade Paths for Software AG Products

Using the Software AG Installer

Installing Software AG Products

Using the Software AG Update Manager (最新リリース)

このアップグレードを実⾏するには、アップグレードする製品に応じて下記のマニュアルが必要になりま
す。新リリースのマニュアルが必要です。

Managing File Transfers with webMethods ActiveTransfer

webMethods API-Portal Customization Guide

webMethods Application Platform Userʼs Guide

Administering webMethods Broker

webMethods BPM Task Development Help

CentraSite のマニュアル
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webMethods Deployer Userʼs Guide

webMethods Integration Server 管理者ガイド、webMethods Service Development
Help、webMethods Integration Server Clustering Guide

MashZone NextGen Business Analytics Installation and Administration Guide および MashZone
NextGen Business Analytics User and Developer Guide

Administering My webMethods Server

Administering webMethods OneData

Administering webMethods Optimize、Configuring BAM

Using Terracotta with webMethods Products および Terracotta BigMemory Max のマニュアル
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準備と計画
Software AG では、このマニュアルに記載された⼿順を実⾏する前に、計画および準備を⾏うことをお勧
めします。計画および準備には以下のタスクが含まれる可能性があります。

このマニュアルの全体を読んで、実⾏する必要があるすべてのタスクについての理解を深めてくださ
い。

製品のリリースノートをお読みください。リリースノートには、新機能に関する情報が記載されていま
す。ご使⽤の古いリリースの次のリリースから新しいリリースまでのすべてのリリースに関する情報を
参照してください。

Software AG インフラストラクチャ向けの Readme を含む、新しいリリースの製品 Readme をお読
みください。すべての Readme は、Software AG Documentation websiteから⼊⼿できます。製品
の Readme には次のような情報が含まれます。

製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、API の変更 (つまり、追加、変更、廃⽌、削
除)。これらの変更に対応するために、移⾏後に製品ファイルまたはアセットの変更が必要になる
ことがあるので、この情報は特に重要です。

製品の Readme には、リリース 9.5 以降の情報が含まれます。ご使⽤の古いリリースの次のリリース
から新しいリリースまでに関する情報を参照してください。たとえば、9.0 から 9.12 にアップグレー
ドする場合は、リリース 9.5 から 9.10 までの情報を参照してください。

アップグレード⼿法とカットオーバー計画を定義します。⼤規模なアップグレードを⾏う場合は、段階
的なアップグレードが必要なことがあります。

組織内のすべての影響を受けるグループを対象とする通常のプロジェクト管理要件に関する運⽤ガイド
ラインを設定します。

ソースコントロールのアプローチを定義し、ターゲットの環境へのデータの移⾏をサポートするリリー
ス管理ツールおよび⼿順を設定します。

Software AG 製品と通信し、エンドポイント URL、ホスト名、IP アドレスの更新を必要とするクラ
イアントなどの Software AG 環境の外部要因について考慮します。

アップグレードの⼀部として、古い環境のベースラインを取得し、そのベースラインを使⽤してアップ
グレード⼿順を実⾏します。Software AG では、ベースラインから新しいライブラリ環境に移⾏する
間はコードフリーズにすることをお勧めします。

環境設定を忘れると、アップグレードに関する多くの問題が発⽣する原因になります。これらを完全に
計画、⽂書化、およびテストします。

広範囲のシステムテストが必要になる複雑なプロジェクトの場合、広範囲のコードフリーズが不可能な
場合があります。この場合は、古い環境で発⽣するコードの変更を追跡するための変更管理戦略を定義
します。ベースラインのテストの完了後、これにより、コードの変更をベースラインにマージして、新
しいベースラインを再テストすることが可能になります。
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計画アプローチの作成⽅法に関するサポートが必要な場合は、Software AG Global Consulting Services
までご連絡ください。「Software AG TECHcommunity」 にアクセスして、アップグレード Wiki でヒン
トや他の情報を⾒つけることもできます ([Wiki] > [webMethods] > [Upgrade])。

テストとトラブルシューティング
テストには以下のタスクが含まれる可能性があります。

Software AG では、実稼動環境に移⾏する前に、制御されたテスト環境でアップグレードを⾏い、シ
ステムが適切に動作するかどうかを検証することを強くお勧めします。

アップグレードをサポートするための新しい環境をプロビジョニングします。テストを実施する環境で
は、実稼動環境を複製する必要があります。

ソース環境からテストデータを取得して、テスト結果のベースラインを確⽴します。

環境設定を忘れると、アップグレードに関する多くの問題が発⽣する原因になります。これらを完全に
計画、⽂書化、およびテストします。

ユニットテスト、機能テスト、⾮機能回帰テストのテストツールを識別します。

許容条件とサインオフ条件を定義します。

アップグレードの回帰テストのコアセットを⾃動化します。Software AG では、最も多くの変更を
加えられた製品領域について最も重点的にテストを⾏うことをお勧めします。Readme とリリース
ノートには、すべての製品変更情報が記載されています (詳細については、18 ページの「準備と計
画」を参照してください)。

新しいマシンにアップグレードする場合は、システムテストを開始する前にバックエンドシステムへの
接続とファイアウォールが開かれていることを確認してください。

問題管理システムを使⽤して⽋陥と問題を追跡します。

テスト中の古い環境のコードフリーズが不可能である場合は、古い環境からのコード変更をベースライ
ンにマージして新しいベースラインを再テストします。

テストアプローチの作成⽅法に関するサポートが必要な場合は、Software AG Global Consulting
Services までご連絡ください。

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

ログファイルを確認します。

ログのタイプ 場所

インストールとアン
インストール

new_Software AG_directory \install\logs ディレクトリ

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

http://techcommunity.softwareag.com/
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ログのタイプ 場所

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

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

Empower Product Support Website で 「Knowledge Center」 に移動し、「アップグレード」な
ど、キーワードを使⽤して検索します。

「Software AG TECHcommunity」 に移動します。

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

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

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

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

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

この章。

「新しい製品のインストールと移⾏の開始」

製品に関するすべての章。

「Software AG Event Routing の移⾏およびすべての製品の最終的なアップグレードタスクの実
⾏」

新しい製品をインストールしたら、最新の修正をインストールします (30 ページの「Software AG
Runtime のシャットダウンおよび Windows サービスの無効化」を参照してください)。ただし、アッ
プグレード⼿順が完了するには数⽇または数週間かかることがあります。⼿順の実⾏中に新しい修正を
継続的にチェックして定期的にインストールします。

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

指定のアップグレードパスのみで必要なタスクであると明記されていない限り、このマニュアルで説明
するタスクはすべてのアップグレードパスについて実⾏してください。

このマニュアルでは、古い環境で使⽤していた RDBMS を新しい環境でも使⽤することを想定してい
ます。新しい環境で異なる RDBMS を使⽤する場合は、製品をアップグレードする前に、特別な要件

https://empower.softwareag.com/KnowledgeCenter/default.asp
http://techcommunity.softwareag.com/
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を満たす必要があります。詳細については、Software AG Global Consulting Services に連絡してく
ださい。

API-Portal の要件
API-Portal をアップグレードするには、以下の機能特権が必要です。

ライセンス、ユーザおよびドキュメントの管理

ユーザ管理設定

データベース管理

API-Portal 管理者に問い合わせて、ユーザ管理コンポーネント (http://host :port /umc) にログオンし、
ユーザ管理ページに移動し、⾃分のユーザ名をクリックします。次に、⾃分を API Administrator グルー
プに追加するか、または [Functional Privileges] タブに移動して前述の特権を⾃分に割り当てます。

webMethods Broker の要件
新しい webMethods Broker を古い webMethods Broker とは異なるマシン上にインストールする場合
は、新しいマシンに対して古いマシンで使⽤していたものと同じホスト名を使⽤します。そうすることで、
テリトリやクラスタの設定、接続エイリアス、または Integration Server メッセージング設定を変更する
必要がなくなります。

9.7 以降の webMethods リリースでは、webMethods Broker のリリース番号は 9.6 のまま
で、webMethods 9.6 リリースで提供されているものと同じリリースとなっています。webMethods
Broker 9.6 がマシンに置かれている場合は、新しい製品で使⽤を継続できます。ただし、新しい
webMethods Broker をインストールするかどうかに関係なく、このガイドの後で webMethods Broker
⽤のタスクを実⾏する必要があります。

CentraSite の要件
CentraSite Application Server Tier および CentraSite Registry Repository を異なるマシンにインス
トールするか、または同じディレクトリに異なるタイミングでインストールする場合は、まず Registry
Repository をインストールする必要があります。

新しい CentraSite を古い CentraSite と同じマシンにインストールする場合は、これら両⽅の製品が異な
るポートを使⽤する場合でも、IPC と共有メモリリソースが競合するため、両⽅を同時に実⾏することは
できません。

Integration Server クラスタリングの要件
Integration Server では、クラスタは、同じ ISInternal データベースコンポーネントをポイントす
る複数のノードとして定義されます。ノードは、異なるマシン上の Integration Server インストール
や、Integration Server インストール内のサーバインスタンスにすることができます。
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このセクションは、このマニュアルの残りの部分と共に使⽤することを意図しています。使⽤する製品を対
象としたこのガイドのすべてのタスクを記載された順番で実⾏する必要があり、追加のタスクまたは例外が
このセクションに記載されています。

以下の⼿順と、27 ページの「新しい製品のインストールと移⾏の開始」の指⽰に従います。

古いクラスタと合致する新しい Integration Server のクラスタをインストールします。⼀連の新
しい Integration Server は並⾏してインストールできます。

新しい Integration Server の修正は並⾏してインストールできます。

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

以下の⼿順と、61 ページの「Integration Server およびホストされている Wm パッケージの移
⾏」の指⽰に従います。

Integration Server 移⾏ユーティリティを実⾏し、サーバインスタンスを古い Integration
Server インストールから新しい Integration Server インストールに移⾏します。

新しいサーバインスタンスがクライアントのリクエストを処理していることを確認します。

119 ページの「Software AG Event Routing の移⾏およびすべての製品の最終的なアップグレード
タスクの実⾏」 には、製品の設定タスクが含まれます。Integration Server クラスタの設定⼿順につ
いては、『webMethods Integration Server Clustering Guide』を参照してください。

Mobile Administrator の要件
Mobile Administrator 9.12 では、以前のリリースとは異なるライセンスが必要です。Software AG から
Mobile Administrator 9.12 ライセンスファイルを⼊⼿してください。

My webMethods Server の要件

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

My webMethods Server クラスタリングの要件
My webMethods Server では、クラスタは、同じ MywebMethodsServer データベースコンポーネント
をポイントする複数のノードとして定義されます。ノードは、異なるマシン上の My webMethods Server
インストールや、My webMethods Server インストール内のサーバインスタンスにすることができます。

このセクションは、このマニュアルの残りの部分と共に使⽤することを意図しています。このセクションで
特に記載されていない限り、使⽤する製品を対象としたこのガイドのすべてのタスクを記載された順番で実
⾏する必要があります。
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以下の⼿順と、27 ページの「新しい製品のインストールと移⾏の開始」の指⽰に従います。

古いクラスタと合致する新しい My webMethods Server インストールのクラスタをインストー
ルします。⼀連の新しい My webMethods Server は並⾏してインストールできます。

新しい My webMethods Server の修正は並⾏してインストールできます。

Software AG インフラストラクチャをアップグレードする必要はありません。

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

以下の⼿順と、55 ページの「My webMethods Server の移⾏」の指⽰に従います。

My webMethods Server 移⾏ユーティリティを実⾏し、サーバインスタンスを古い My
webMethods Server インストールから新しい My webMethods Server インストールに移⾏し
ます。インスタンスは、My webMethods Server インストール間で並⾏してインストールできま
す。

サーバインスタンスは並⾏して初期化できます。

119 ページの「Software AG Event Routing の移⾏およびすべての製品の最終的なアップグレード
タスクの実⾏」 には、製品の設定タスクが含まれます。My webMethods Server を設定する⼿順に
ついては、『Administering My webMethods Server』を参照してください。

OneData の要件
1. old_Software AG_directory \profiles\ODE\configuration

\com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリに移動しま
す。com.softwareag.catalina.connector.http.pid-port .properties ファイルおよび
com.softwareag.catalina.connector.https.pid-port .properties ファイルを開き、ポート番号を書
きとめます。

2. 下記のディレクトリに移動して、指定のファイルを開きます。

9.0、9.5、9.6、9.7、または 9.8 からのアップグレード: old_Software AG_directory \profiles
\ODE\configuration\tomcat\conf ディレクトリに移動し、context.xml ファイルを開きます。

9.9 または 9.10 からのアップグレード: old_Software AG_directory \profiles\ODE
\configuration\com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリに移動
し、com.softwareag.catalina.resource.pid-repository_name schema Db1.properties ファ
イルを開きます。repository_name  は、インストール中に指定したリポジトリ名で、schema
は、md、wa、または ra です。

メタデータ、作業領域、リリース領域スキーマのユーザ名の先頭は、データベース接続プレフィック
スです。たとえば、メタデータスキーマのユーザ名 dev2_md では、接続プレフィックスは dev2 で
す。スキーマに指定される maxIdle、maxActive、maxWait などのデータベースパラメータもありま
す。

3. old_Software AG_directory \profiles\ODE\bin\onedata\config ディレクトリに移動
します。repository.xml ファイルを開き、リポジトリ ID (RepositoryID 要素) と リポジトリ名
(Name 要素) に注⽬します。
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9.0、9.5 または 9.6 からのアップグレード: Terracotta
の要件
Terracotta Server Array 3.x からアップグレードする場合、新しいライセンスファイルを取得する必要が
あります。Software AG Global Support までご連絡ください。

データベースの要件、推奨事項、および準備
使⽤している RDBMS を『System Requirements for Software AG Products』と照らし合わせて確
認します。使⽤している RDBMS のバージョンが新しい製品でサポートされていない場合は、サポー
トされている RDBMS バージョンにアップグレードしてください。

⼀部の製品 (Integration Server、Optimize、Process Engine、Trading Networks など) には、デー
タをデータベースコンポーネントからアーカイブまたは消去するための機能があります。データをアー
カイブまたは消去すれば、後でデータベースコンポーネントを移⾏する際にかかる時間を短縮できま
す。⼿順については、製品マニュアルを参照してください。

製品データベースのバックアップ: バックアップを作成する前にデータベースに接続しているすべて
の ActiveTransfer、Integration Server、My webMethods Server、OneData、および Optimize イ
ンスタンスをシャットダウンします。My webMethods Server をアップグレードする場合は、デー
タベースをバックアップするときに、同時に My webMethods Server インストールディレクトリを
バックアップします。問題が発⽣した場合は、両⽅のタイプのバックアップからデータを復元する必要
があります。

Software AG は、アップグレードをテストする際にクローン化されたデータベースの使⽤をお勧めし
ます。新しい環境で使⽤するデータベースコンポーネントのみをクローン化できます。クローンの操
作は、通常、製品データベースコンポーネントを含むスキーマ (Oracle の場合) またはデータベース
(SQL Server および DB2 の場合) のレベルか、すべてのデータベースコンポーネントを所有するデー
タベースユーザのレベルで⾏われます。データのクローンは、通常、データベースにバンドルされてい
るエクスポートとインポートのツールを使⽤して実⾏します。クローンの⼿順については、データベー
スベンダーのマニュアルを参照してください。

Software AG では、次の⼿順をお勧めします。

『Installing Software AG Products』では、製品データベースコンポーネントの動作に必要な基
本的な権限と特権について説明します。データベースのクローンを作成する前に、クローン化され
たデータベースで作業するデータベースユーザに対して、稼働中のデータベースで作業するデータ
ベースユーザに付与されているものと同じ基本的な権限および特権を付与します。

⼀部のケースでは、1 ⼈のデータベースユーザが 2 ⼈⽬のユーザに許可を付与します (たとえ
ば、プロセス監査データベースユーザが、プロセス監査データをアーカイブするために、2 ⼈⽬
のユーザに許可を付与します)。データベースのクローンを作成する前に、新しいスキーマまたは
データベースで 2 ⼈⽬のユーザを作成します。

別のデータベースユーザ (Oracle の場合) またはデータベース (SQL Server または DB2 の場合)
を使⽤して、クローン化されたデータベースをホストします。
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新しいリリースでは、新しいテーブル、列、キー、インデックスなど、データベースコンポーネント
の変更が必要になる場合があります。新しい製品リリースと互換性を持つように既存のデータベース
スキーマを更新するデータベース移⾏スクリプトを実⾏します。スクリプトは、既存のデータベース
コンポーネントを変更するか、新しい構造を持つ並⾏データベースコンポーネントを作成して、テー
ブル、列、キー、インデックスを INSERT、SELECT、RENAME および DROP します。これらの変更
で、データベースのサイズが増える場合があります。37 ページの「データベースコンポーネントの
移⾏」

データベースの移⾏は、通常アップグレードの重要なパスであり、データの量によっては数時間かかる
ことがあります。
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これまでの章をすべて読み、完了すること
この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

新しい製品のインストール
『Using the Software AG Installer』と『Installing Software AG Products』の⼿順、およびこの節の下
記のガイドラインに従って、新しいインストールディレクトリに新しい製品をインストールします。

Integration Server、My webMethods Server、または Universal Messaging サーバのクラスタをアップ
グレードしている場合は、17 ページの「アップグレードを成功させるための重要な要素と要件」でこれら
の製品のクラスタ要件を読んでから先に進みます。

ハードウェア要件
Installing Software AG Products には、各製品のハードウェア要件が含まれます。ただし、ターゲットマ
シンに、他にもハードドライブスペースが必要になる場合があります。

Software AG Designer プロジェクトに関連する製品をアップグレードしている場合は、移⾏するプ
ロジェクト⽤の⼗分なスペースがターゲットマシンにあることを確認してください (75 ページの
「Software AG Designer およびビジネスプロセスランタイムの移⾏」参照)。

Integration Server をアップグレードしている場合は、移⾏するカスタムパッケージ⽤の⼗分なス
ペースがターゲットマシンにあることを確認してください。カスタムパッケージは、Software AG
Designer でユーザが作成した Integration Server パッケージおよび Software AG Designer から
ユーザが⽣成したビジネスプロセスランタイムパッケージです。

Software AG Installer を実⾏します。
1. インストールディレクトリには、新しい Software AG インストールディレクトリを指定します。

2. 製品ツリーで、インストールする製品を選択します。また、[Database Configuration] を選択しま
す。

3. 製品パネルについては、『Installing Software AG Products』の⼿順、および下記のガイドラインに
従います。

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

ActiveTransfer
Server

データベース接続を新しい ActiveTransfer Server で使⽤する
ActiveTransfer データベースコンポーネントにポイントします。

Apama 新しい Apama を古い Apama と同じマシンにインストールする場合は、
新しい作業ディレクトリを指定します。Software AG では、作業ディレ
クトリ名には、デフォルトで表⽰されるようにリリース番号を含めること
をお勧めします。

webMethods
Broker

Broker Server設定を作成しないことを選択します。

Integration
Server

新しい Integration Server で使⽤する ISInternal データベースコンポー
ネントで、データベース接続をポイントします。

My webMethods
Server

[アップグレード⽤サイドバイサイドのインストール] を選択します。インスタンス
は作成されません。

OneData あらかじめ記録しておいた、古いインストールのポート、リポジトリ
ID、リポジトリ名、データベース接続プリフィックス、パラメータの値
を⼊⼒します。新しい OneData で使⽤する OneData データベースコン
ポーネントをデータベース接続がポイントしていることを確認します。

メモ: ポート値を再利⽤すると、古い OneData の Web サービスクライアン
トを新しい OneData にアクセスするために URL を変更する必要がなくな
ります。

Trading
Networks

新しい Trading Networks で使⽤する TradingNetworks データベースコ
ンポーネントで、データベース接続をポイントします。

Universal
Messaging

[アップグレード⽤サイドバイサイドのインストール] を選択します。イン
スタンスは作成されません。

インストール後のタスクの完了

新しい製品のインストールの完了
『Installing Software AG Products』の⼿順に従って、新しい製品のインストールを完了します。

My webMethods Server では、古いリリースと同じマシンに新しいリリースをインストールした場合は、
グローバルパスから環境変数 WM_HOME を削除します。新しい My webMethods Server のインストー
ル後に、この環境変数を再定義しないでください。
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新しい製品への最新の修正のインストール
『Installing Software AG Products』の⼿順には、新しい製品の最新の修正のインストールが含まれま
す。

Common Platform および Security Infrastructure という名前のインフラストラクチャコンポーネン
トとデータベーススクリプトを除き、すべての新しい製品に最新の製品修正をインストールします。こ
の⼿順の後半で製品修正を適⽤します。

メモ: My webMethods Server のインストール時に、インスタンスは作成されませんでした。そのた
め、修正は My webMethods Server インストールにコピーされ、このマニュアル内で後に古いサー
バインスタンスを移⾏した後、My webMethods Server を初期化する際に、展開されます。

⼀部の製品では、移⾏に関連する修正は、製品の修正とは分けられています。Common Platform お
よび Security Infrastructure を含むすべての新しい製品に最新の移⾏の修正をインストールします。
通常、これらの製品の修正名には、それぞれ⽂字 OSGI と SIN が含まれます。

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

修正のインストール⼿順については、『Using the Software AG Update Manager』および修正の
Readme ファイルを参照してください。

重要: アップグレードが完了までに数⽇または数週間要する場合、その期間、新しい修正があるかどうか定
期的に確認し、修正をインストールしてください。

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

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

重要: この時点で、つまり、製品アセットのデータベースコンポーネントまたはデータを移⾏する前に、新
しい製品を起動しないでください。このマニュアルで明確な指⽰があるまで、新しい製品を起動してはい
けません。起動すると、データベースコンポーネントが壊れる可能性があります。

アップグレードのための古い環境の準備
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古い製品への修正のインストール
古い ActiveTransfer、API-Portal、webMethods Broker、CentraSite、Infrastructure Data
Collector、My webMethods Server、Optimize、Process Engine に最新の製品修正をインストールし
ます。修正のインストール⼿順については、『Using the Software AG Update Manager』および修正の
Readme ファイルを参照してください。古い製品に修正をインストールしたら、その古い製品を起動しま
す。

古い API-Portal の準備
1. 古い API-Portal Cloud Controller を起動します。

2. 古い API-Portal がクラスタ化された⾼可⽤性設定でインストールされている場合は、すべてのノード
が実⾏中で、ZooKeeper アンサンブルにアクセス可能であることを確認します。

3. 次のコマンドを実⾏して、各ノードを親ノードに登録します。
acc> add node logical_node_name IP_address_or_host_name  [@port ]
user_name password

4. 次のコマンドを実⾏します。

acc> startall

5. 古いマスターテナントをファイルにバックアップします。

外部
実⾏

以下のコマンドを実⾏します。

9.7 acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=com.aris.umcadmin.
y-umcadmin-run-prod
acc> set acc config backup.restore.tenant.app.type.names=umc
acc> backup tenant master to full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

9.8 acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=ECP,ADS,UMC
acc> backup tenant master to full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

9.9、9.10acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=ECP,ADS,UMC
acc> backup tenant master to full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

6. 古い API-Portal のテナントごとに、新しい API-Portal 内にテナントを作成する必要があります。次
のコマンドを実⾏して、古い API-Portal 内のすべてのテナントをリストします。
acc> list tenants

7. 古いテナントごとに API および関連データ、ユーザデータ、API-Portal ドキュメント記憶領域データ
(すべてのアクセス権限を含む)、コラボレーションデータをファイルにバックアップします。各ファイ
ルにはファイル拡張⼦ .acb が⾃動的に追加されます。
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外部
実⾏

以下のコマンドを実⾏します。

9.7 acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types = com.aris.umcadmin.
y-umcadmin-run-prod, com.aris.modeling.components.y-server-run-prod,
com.aris.adsadmin.y-adsadmin-run-prod, com.aris.runnables.ecp-run-prod
acc> set acc config backup.restore.tenant.app.type.names = umc, abs,
ads, ecp
acc> backup tenant tenant_name  to full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

9.8 acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=UMC,ABS,ADS,ECP
acc> backup tenant tenant_name  to full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

9.9、9.10acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=UMC,ABS,ADS,ECP
acc> backup tenant tenant_name  to full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

8. 古い API-Portal のカスタマイズされた表⽰を作成していた場合は、次のように表⽰をバックアップし
ます。

a. ブラウザで API-Portal を開き、Administrator のクレデンシャルでログオンします。

b. [Administration] ページに移動します。[Customization] セクションの [Views] ページで、
カスタム表⽰の名前にマウスカーソルを重ね、[Backup] をクリックします。API-Portal によっ
て、カスタマイズされた表⽰を含む圧縮ファイルが作成されます。

c. 圧縮ファイルを保存します。

古い CentraSite の準備
1. CentraSite Control の設定をデフォルトから変更した場合は、設定をメモに書きとめ、新しい

CentraSite インストールで同様の変更を加えることができるようにします。

2. 新旧の CentraSite が同じマシン上にある場合、古い CentraSite がシャットダウンされていることを
確認してください。

3. 古い CentraSite の設定データと、古いレジストリリポジトリのアセットを、圧縮ファイルにエ
クスポートします。古いマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、old_Software
AG_directory \CentraSite\utilities ディレクトリに移動し、適切なコマンドを実⾏します。

システム コマンド

Windows sbsExport.cmd full_path_to_ZIP_file

UNIX sbsExport.sh full_path_to_ZIP_file

UNIX コマンドの例:
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.\sbsExport.sh \tmp\sbs_cs82_data.zip

4. 新旧の CentraSite インストールが異なるマシン上にある場合は、圧縮ファイルを新しい CentraSite
をホストするマシン上の任意のディレクトリにコピーします。

古い Software AG Designer の準備

Integration Server 定義のエクスポート
1. 古い Software AG Designer で、[Window] > [Preferences] を選択します。[Preferences] ダ

イアログボックスにある左側のナビゲーションバーで、[Software AG] > [Integration Server]
を選択します。

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

CloudStreams のサーバ定義とプロジェクトのエクスポート
1. CloudStreams のサーバ定義をエクスポートするには、[Window] > [Preferences] に移動しま

す。[Preferences] ダイアログボックスにある左側のナビゲーションバーで、[Software AG] >
[CloudStreamsサーバ] を選択します。[エクスポート] をクリックして、ダイアログボックスを完了し
ます。Software AG Designer により、拡張⼦ .properties でファイルが保存されます。

2. [CloudStreams 開発] パースペクティブを開きます。CloudStreams Governance リストでエクスポー
トする CloudStreams Governance プロジェクトを右クリックし、[Export] をクリックして、ダイア
ログボックスを完了します。

3. 前の⼿順を繰り返して CloudStreams プロバイダプロジェクトをエクスポートします。

Event Bus Console 設定のエクスポート
1. 古い Software AG Designer で、[File] > [Export] ウィザードを開きます。[Select] パネルで、

[Run/Debug] > [Launch Configurations] を選択して、[Next] をクリックします。

2. ツリーで [Event Bus Console] 設定を選択します。[Location] フィールドで、エクスポート先の
ディレクトリを指定します。Software AG Designer により、拡張⼦ .launch で各ファイルが保存さ
れます。

設定のエクスポート
設定を新しい Software AG Designer に移⾏する場合は、古い Software AG Designer からエクスポート
して新しい Software AG Designer にインポートします。設定をエクスポートするには、以下の⼿順に従
います。

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

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

製品の起動と接続
1. webMethods Broker を使⽤しており、新しい Broker Monitor が実⾏中になっている場合、これを

シャットダウンします。古い Broker Monitor を再起動し、次に古い Broker Server を起動します。

2. 古い Integration Server を起動し、古い Integration Server Administrator を開きます。

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

4. 別の JMS プロバイダを使⽤している場合は、Integration Server が JMS プロバイダ に接続されてい
ることを確認します。

9.0 からのアップグレード: ドキュメント抽出を⼀時停⽌してすべてのメッセー
ジが送信されたことを確認する
1. [パッケージ] > [管理] に移動します。[ロックされているエレメントの表⽰]、[エレメントのアンロック] の順に

クリックし、トリガーのすべてのエレメントを選択して、[選択したエレメントをアンロック] をクリックし
ます。

2. [設定] > [メッセージング] > [Broker/ローカルトリガーの管理] ページに移動します。[個別トリガーコント
ロール] 領域で、[ドキュメント抽出] にある [アクティブ] 列の [⼀括編集] をクリックし、[抽出の状態] を
[⼀時停⽌中] に設定します。すべてのトリガーの [パーシストされたキューカウント] フィールドに 0 が表
⽰されるまで、ページを更新します。

3. [設定] > [リソース] > [ストアの設定] ページに移動します。[送信ドキュメントストア] 領域の [送信ストア
にある現在のドキュメント] フィールドに 0 が表⽰されていることを確認します。

9.5 からのアップグレード: トリガーを⼀時停⽌して、キューが空になることを
確認する
1. Integration Server を休⽌します。Integration Server が新しい受信要求の実⾏を停⽌して、作

業中のサービスの実⾏を完了できるように、休⽌発⽣まで 1 分間以上を指定します。Integration
Server が休⽌された場合に発⽣する特定のアクションの詳細については、『webMethods
Integration Server 管理者ガイド』を参照してください。

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

3. [設定] > [リソース] > [ストアの設定] ページに移動します。[送信ドキュメントストア] 領域の [送信ストア
にある現在のドキュメント] フィールドに 0 が表⽰されていることを確認します。
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9.6、9.7、9.8、9.9、または 9.10 からのアップグレード: トリガーを⼀時停
⽌して、キューが空になることを確認する
1. Integration Server を休⽌します。Integration Server が新しい受信要求の実⾏を停⽌して、作

業中のサービスの実⾏を完了できるように、休⽌発⽣まで 1 分間以上を指定します。Integration
Server が休⽌された場合に発⽣する特定のアクションの詳細については、『webMethods
Integration Server 管理者ガイド』を参照してください。

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

3. [設定] > [メッセージング] > [webMethods メッセージングの設定] ページに移動します。Broker または
Universal Messaging 接続エイリアス (使⽤している製品によって異なる) の [CSQ カウント] フィー
ルドに 0 が表⽰されていることを確認します。

キューが空になったことを確認してビジネスプロセスを⼀時停⽌する
1. [設定] > [メッセージング] > [JMS 設定] ページに移動します。[JMS 接続エイリアスの定義] 領域で、

すべての JMS 接続エイリアスに対して、[CSQ カウント] フィールドが 0 になっていることを確認しま
す。

2. ビジネスプロセスをアップグレードする際に、⼀時的な移⾏ドキュメントを使⽤するビジネスプロセス
モデルがあり、これらのモデルのプロセスインスタンスが [開始] の状態になっている場合、アップグ
レード前に、この [開始] 状態のプロセスのインスタンスを完了するか、⼀時停⽌にします。

重要: アップグレード前に [開始] 状態のプロセスインスタンスを完了または⼀時停⽌できないと、
データが失われることがあります。

メモ: 保証付きの移⾏ドキュメントを使⽤しているモデルの場合は、そのモデルのプロセスインスタン
スが [開始] 状態になっていても、アップグレードの前に完了または⼀時停⽌を⾏う必要はありませ
ん。

古い My webMethods Server の準備
My webMethods Server の設定を編集する場合は、MywebMethodsServer データベースコンポーネント
から My webMethods Server インストールに適切な設定ファイルをダウンロードしてから、ファイルを
変更します。次に、ファイルをデータベースコンポーネントにアップロードしてファイルシステムから削除
するか、ファイルシステムに保存してその設定がデータベースの同等の設定よりも優先して使⽤されるよう
にします。old_Software AG_directory \MWS\server\instance_name \config ディレクトリに移動し
て、そのようなファイルがあるかどうかを確認します。新しいインストールに移⾏する必要がないファイル
は、古いインストールから削除します。

古い OneData の準備
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1. 古い OneData で、[ホーム] > [管理者] > [ジョブセンター] ページに移動します。[Filter] ページで、
各ジョブタイプに対して [Active] または [Pending Active] でフィルタします。ジョブがこれらの
いずれかの状態である場合は、ジョブを終了するか、完了するまで待機します。

2. OneData で JMS を使⽤している場合は、old_Software AG_directory \profiles\ODE\webapp
\onedata\WEB-INF\lib ディレクトリに移動して、JMS プロバイダに必要なすべてのクライアント
jar ファイルをバックアップします。

3. OneData でケルベロス認証を使⽤している場合は、ケルベロスベースの SSO 設定およびファイルを
バックアップします。

old_Software AG_directory \... に移動します。 バックアップするファイル

profiles\ODE\configuration\tomcat\conf server.xml

profiles\ODE\configuration custom_wrapper.conf および
jaas.config

profiles\ODE\workspace\webapps\onedata\WEB-
INF

web.xml

profiles\ODE\configuration
\com.softwareag.platform.config.propsloader

すべての com.softwareag.jaas.
realm.pid-SSO_realm_name

古い Optimize の準備
1. CCS (Central Configuration System) 環境定義を再利⽤したい場合は、環境を XML ファイルにエク

スポートします。My webMethods で、[管理] > [システム全体] > [環境] > [環境の定義] ページに
移動します。環境の隣にあるチェックボックスを選択し、[環境のエクスポート] をクリックし、エクス
ポートする環境のファイル名と場所を指定します。

2. 新しいインストールで Analytic Engine をクラスタ化する場合は、Terracotta Server Array が必
要です。計画については、『 Using Terracotta with webMethods Products』、
『Configuring BAM』および Terracotta BigMemory Max のマニュアルを参照してください。

古い製品のシャットダウン
ほとんどの製品について、Windows システムでシャットダウンする⼿順は、以下の表を参照してくださ
い。UNIX システムの場合は、古いリリース⽤の製品マニュアルの⼿順を使⽤します。

稼動形態 シャットダウンを実⾏する場所

サービス Windows の [サービス] ウィンドウ。サービスは Software AG product
release として表⽰されます。
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稼動形態 シャットダウンを実⾏する場所

アプリケーショ
ン

Windows の [スタート] メニュー。アプリケーションは、[Software AG] >
[サーバの停⽌] > product として表⽰されます。

以下の製品については、指⽰された⼿順に従います。

製品 シャットダウンの⼿順

API-Portal 新旧の API-Portal が同じマシン上にある場合は、以下のコマンドを古い API-
Portal Cloud Controller で実⾏します。

acc> stopall

CentraSite 新旧の CentraSite が同じマシン上にある場合は、Software AG Runtime
サービスを停⽌して、すべての古い Application Server Tier をシャットダウ
ンし、古いレジストリリポジトリのサービスを停⽌して、シャットダウンしま
す。

EntireX 上記の表の説明どおりに EntireX をシャットダウンしてから、EntireX ライ
ブラリを使⽤するすべての Broker、RPC サーバ、顧客アプリケーションを
シャットダウンします。⼿順については、古いリリース⽤の製品マニュアルを
参照してください。

Mobile
Administrator

次のコマンドを実⾏します。

\etc\init.d\appfresh-mobile stop

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

データベースコンポーネントの移⾏
新しいリリースでは、新しいテーブル、列、キー、インデックスなど、データベースコンポーネントの変
更が必要になる場合があります。この節では、新しい製品リリースと互換性を持つように既存のデータベー
ススキーマを更新するデータベース移⾏スクリプトを実⾏します。スクリプトは、既存のデータベースコン
ポーネントを変更するか、新しい構造を持つ並⾏データベースコンポーネントを作成して、テーブル、列、
キー、インデックスを INSERT、SELECT、RENAME および DROP します。これらの変更で、データベー
スのサイズが増える場合があります。new_Software AG_directory RDBMS product

データベースコンポーネントに接続されている製品のシャットダウン
データベースコンポーネントに接続するすべての古い ActiveTransfer、Integration Server、 My
webMethods Server、OneData および Optimize インスタンスをシャットダウンしていない場合は、
シャットダウンします。
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Trading Networks データベースコンポーネントを移⾏する前に
1. Trading Networks データベースコンポーネントに対してカスタムインデックスを作成した場合は、

これらのカスタムインデックスが、次の⼿順で Trading Networks データベース移⾏スクリプト
を実⾏するときに作成されるインデックスと競合するかどうかを確認します。競合する場合は、カ
スタムインデックスを破棄してください。データベース移⾏スクリプトは、new_Software
AG_directory \common\db\scripts\RDBMS \tradingnetworks\migrate ディレクトリ内の
以下のディレクトリにあります。

古いリリース ディレクトリ

9.0 \40_to_45 および 45_to_50

9.5 または
9.6

\45_to_50

9.7 \50_to_55

9.8 \55_to_56 および 56_to_65

9.9 \65_to_70

その他のデータベースコンポーネントの移⾏に関する特別な考慮事
項

ビジネスプロセスを使⽤している場合は、処理中、完了、失敗などのビジネスプロセスインスタンスに
関する情報が保存されます。この保存された情報は、ビジネスプロセスのランタイムデータと呼ばれま
す。新しいインストールで、古いインストールからの処理中のプロセスインスタンスの実⾏を完了しな
い場合、または完了または失敗したプロセスインスタンスを再サブミットしない場合は、ビジネスプロ
セスのランタイムデータを移⾏しないでください (以下の表を参照してください)。

Optimize で DB2 RDBMS を使⽤している場合、データベースコンポーネント移⾏コマンドで指定す
る URL には特別な考慮事項があります。以下の点に従う必要があります。

URL のスキーマ名はすべて⼤⽂字で指定します。

オプション CreateDefaultPackage=true,ReplacePackage=true および DynamicSections=3000 を指
定します。この設定は、同じスキーマまたはデータベースにあるすべてのデータベースコンポーネ
ントに影響します。

データベース移⾏スクリプトへの修正のインストール
データベース移⾏スクリプトに最新の修正をインストールします。修正名
は、DC_old_release_number _DBS_Fixlatest_fix_number  の規則に従っています。修正のインストー
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ル⼿順については、『Using the Software AG Update Manager』および修正の Readme ファイルを参
照してください。

データベースコンポーネントの移⾏
重要: データベースコンポーネントを新しいリリースに移⾏すると、これらのコンポーネントは古い環境で
使⽤できなくなります。

新しい Database Configuration をインストールしたマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを
開き、new_Software AG_directory \common\db\bin ディレクトリに移動して、以下のコマンド
を実⾏してデータベースコンポーネントを移⾏します。各コマンドを実⾏した後に、new_Software
AG_directory \common\db\logs ディレクトリにあるログファイル dcc_yyyymmddhhmmss  を確認し
ます。

Oracle または DB2 RDBMS を使⽤しており、デフォルトのテーブルスペースを使⽤していない場合は、-

tsdata data_tspace_nameおよび -tsindex index_tspace_nameパラメータも指定します。

AIX システムでは、値 “db_server_URL”、”existing_db_user” および “password” を引⽤符で囲みます。

アップグレードしている場
合

実⾏するコマンド

Integration Server dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver|db2luw} -pr IS -v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

メモ: Integration Server データベースコンポーネントを移⾏してから、他
のデータベースコンポーネントを移⾏します。

ActiveTransfer
Server

dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver|db2luw} -c ActiveTransfer -v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

ビジネスプロセスラ
ンタイムとビジネス
ルール

dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver|db2luw} -pr BPM -v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

Archive、Staging、
または Reporting
データベースコン
ポーネント

dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver|db2luw}
-c {Archive|Staging|Reporting} -v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

My webMethods
Server

dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver|db2luw} -pr MWS -v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

OneData dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver}
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アップグレードしている場
合

実⾏するコマンド

-c {OneDataMetadata|OneDataReleaseArea|OneDataWorkArea}
-v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

Optimize dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver|db2luw} -pr OPTIMIZE -v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

Trading Networks dbConfigurator.{bat|sh} -a migrate
-d {oracle|sqlserver|db2luw} -pr TN -v latest
-l db_server_URL  -u existing_db_user  -p password

製品アセット移⾏の準備

移⾏ユーティリティ
多くの製品で、古いインストールから新しいインストールにアセットを⾃動的に移⾏する移⾏ユーティリ
ティが提供されています。この節では、移⾏ユーティリティの⼀般的な動作について説明します。例外的な
動作があれば、製品固有の章に記述があります。

製品によっては、何も情報を⼊⼒せずに移⾏ユーティリティが実⾏されます。他の製品向けの移⾏ユーティ
リティは、ユーザに移⾏するアセットの選択を求め、次のようなオプションを提⽰します。

カスタム移⾏では、移⾏するアセットを選択できます。ユーティリティに表⽰される⼀連のプロンプト
で設定を⼊⼒し、選択したアセットが移⾏されます。設定を migrate.dat という名前のファイルにエ
クスポートして、他のアップグレードで使⽤することができます。

インポートした設定を使⽤して、移⾏を実⾏できます。インポートする設定は、カスタムの移⾏から、
または Software AGで提供されるold_release sbs.dat という名前のファイルに製品インストールで
指定したデフォルトの移⾏からエクスポートした設定から取得できます。デフォルトの移⾏の設定につ
いては、製品固有の章で説明されています。

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

移⾏ユーティリティで⼀部のアセットの移⾏が失敗した場合、次のアセットの移⾏を続けるか、移⾏を中
断するかを尋ねられます。中断を選択すると、ユーティリティは終了します。この場合、新しい製品インス
トールは元の状態に戻りません。問題を解決して、ユーティリティを再実⾏できます。

移⾏ユーティリティにより、移⾏の詳細情報がコマンドウィンドウと new_Software
AG_directory \install\logs ディレクトリの migrationLog.txt ファイルに書き込まれます。デフォルト
では、このユーティリティにより、INFO、ERROR、および FATAL メッセージがログに書き込まれます。
製品の移⾏のログレベルを DEBUG に引き上げる場合は、log4j.properties ファイルが含まれる製品ディ
レクトリ (たとえば new_Software AG_directory \product \bin\migrate または \migrate\bin ディ



M
Odd Header

新しい製品のインストールと移⾏の開始

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 41

レクトリ) に移動して、テキストエディタでファイルを開きます。log4j.logger.Migration プロパティを
DEBUG, MigrationFile に設定してから、ファイルを保存して閉じます。

移⾏するアセットのソースにする圧縮ファイルの作成
新旧の製品インストールが異なるマシン上にある場合、古い製品インストールの圧縮ファイルを作成して、
移⾏ソースとして使⽤できます。

My webMethods Server ⽤の圧縮ファイルの作成
1. 古いマシンで、コマンドウィンドウまたはシェルを開き、old_Software

AG_directory \MWS\bin\migrate または old_Software AG_directory \MWS\bin
ディレクトリ (所有している現在のリリースによって異なる) に移動し、コマンド zip-mws.{bat|sh}
を実⾏します。mws.zip という名前の圧縮ファイルが old_Software AG_directory \MWS
\migrate-zip ディレクトリに作成されます。

2. mws.zip ファイルを、新しい My webMethods Server をホストするマシンの任意のディレクトリに
コピーします。

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

その他すべての製品⽤の圧縮ファイルの作成
以降の⼿順では、Java Archive ツールを使⽤して圧縮ファイルを作成します。古い製品インストールをホ
ストするマシンで JAVA_HOME および PATH システム変数に Java Archive ツールの場所を指定します。
ツールは Software AG_directory \jvm\jvm\bin ディレクトリにあります。

メモ: ⼀部のシステムでは、下位レベルの jvm ディレクトリ名に、\jvm\jvm160_32、\jvm
\jvm170、\jvm\jvm_64 など、追加的な情報が含まれます。

1. 製品の古いマシンに移動し、コマンドウィンドウまたはシェルを開きます。

2. 古い製品を含む Software AG ディレクトリに移動し、以下の表に⽰されたコマンドを⼊⼒します。複
数のコマンドが記載されている場合は、各コマンドで同じ圧縮ファイル名を使⽤します。

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

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

製品 実⾏するコマンド

Application
Platform

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

jar cfM ZIP_file_name .zip install\products profiles
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製品 実⾏するコマンド

イベントルー
ティング

common\nerv\bundles ディレクトリは、古いリリースで NERV バンドルを展開した場
合にのみ存在します。

jar cfM ZIP_file_name .zip install\products
jar ufM ZIP_file_name.zip common\conf
common\EventTypeStore common\nerv\bundles

NERV バンドルまたは Event Type Store をデフォルト以外の場所に展開した場合は、バ
ンドルを圧縮ファイルに追加して、上記のコマンドに⽰されたファイル構造を保持してく
ださい。

Software AG
Infrastructure
(特に
Software AG
Runtime)

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

jar cfM ZIP_file_name .zip common\conf install\products
profiles\CTP

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

Infrastructure
Data Collector

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

jar cfM ZIP_file_name .zip common\conf install\products
profiles\InfraDC

Integration
Server

9.0 および 9.5 からのアップグレード: 最初にログファイルを old_Software
AG_directory \profiles\IS\logs および \IntegrationServer\logs ディレクトリから移
動することで、圧縮ファイルのサイズを⼩さくできます。

9.6、9.7、9.8、9.9 または 9.10 からのアップグレード: 最初にログファイルを
old_Software AG_directory \profiles\instance_name \logs、\IntegrationServer
\instances\logs、および \IntegrationServer\instances\instance_name \logs ディ
レクトリから移動することで、圧縮ファイルのサイズを⼩さくできます。

IntegrationServer ディレクトリに移動し、次のコマンドを実⾏します。

jar cfM ZIP_file_name .zip *

OneData jar cfM ZIP_file_name .zip install\products
profiles\ODE\bin\onedata\config\*

Universal
Messaging

9.0、9.5 または 9.6 からのアップグレード:

jar cfM ZIP_file_name .zip install\products nirvana\server

9.7、9.8、9.9、または 9.10 からのアップグレード:

jar cfM ZIP_file_name .zip install\products
UniversalMessaging\server
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Software AG インフラストラクチャの移⾏
インフラストラクチャコンポーネントは、製品と共に⾃動的にインストールされます。インフラストラ
クチャコンポーネントは、Software AG Common Platform、Software AG Runtime、Software AG
Security Infrastructure および Software AG Web Services Stack です。

移⾏の前に
実⾏されている新しい製品がないことを確認します。新旧の製品が同じマシン上にある場合は、古い製品が
シャットダウンされていることを確認します。

Software AG インフラクトラクチャ移⾏ユーティリティの実⾏
Software AG インフラストラクチャユーティリティは、以下の内容を移⾏します。

Software AG Runtime デバッグ、JAAS、JMX、ポート、セキュリティ、シングルサインオン、
ウォッチドッグ、Web Services Stack 設定。

ジャーナルログ設定、ユーザリポジトリ、およびパスワードストア。

古い custom_wrapper.conf ファイルに加えた Java サービスラッパーのカスタマイズ内容はすべて新
しい custom_wrapper.conf ファイルに移⾏されます。

9.5、9.6、9.7、9.8、9.9 または 9.10 からのアップグレード: ユーザ、グループおよび役割。

重要: Software AG インフラストラクチャ移⾏ユーティリティは Windows システムから別の Windows
システムへの移⾏をサポートします。同ユーティリティは UNIX システムから別の UNIX システムへの
移⾏もサポートします (両システムが同じベンダーの JVM を使⽤している場合)。移⾏ユーティリティ
は、あるオペレーティングシステムから異なるオペレーティングシステムへの移⾏をサポートしません
(たとえば、Windows システムから UNIX システムへの移⾏、またはこの逆⽅向の移⾏をサポートし
ません)。新しいリリースでサポートされているオペレーティングシステム⼀覧については、『System
Requirements for Software AG Products』を参照してください。

Software AG インフラクトラクチャ移⾏ユーティリティは、何も情報を⼊⼒せずに実⾏されます。エラー
が発⽣すると、ユーティリティは終了します。

移⾏ユーティリティの動作の概要については、40 ページの「移⾏ユーティリティ」を参照してくださ
い。

1. 新しい選択をホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory \common\migrate\osgi\bin ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実⾏しま
す。migrateold_release sbs.dat ファイルに対して、ピリオドなしで old_release  を指定し
ます (980、9100 など)。
migrate.{bat|sh} 
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_release sbs.dat
-silent true
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2. 古いインストールディレクトリと新しいインストールディレクトリの両⽅で、Software
AG_directory \profiles\CTP ディレクトリが表⽰される場合、new_Software
AG_directory \profiles\CTP\bin\migrate ディレクトリに移動して、同じコマンドを再度実⾏
します。

3. 新しい Common Platform と新しい Security Infrastructure に最新の製品修正をインストールし
ます。通常、これらの製品の修正名には、それぞれ⽂字 OSGI と SIN が含まれます。修正のインス
トール⼿順については、『Using the Software AG Update Manager』および修正の
Readme ファイルを参照してください。

LDAP サーバ構成の移⾏
old_Software AG_directory \profiles\CTP\configuration
\com.softwareag.platform.config.propsloader\com.softwareag.security.ldap.server.pid-
XXX.properties ディレクトリに移動し、すべてのファイルを new_Software AG_directory \profiles
\CTP\configuration\com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリにコピーします。

Software AG Runtime NERV 設定の更新
new_Software AG_directory \profiles\CTP\configuration\
com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリに移動し
て、com.softwareag.platform.eda.nerv.properties ファイルを開きます。JMS プロバイダの参照が新し
い JMS プロバイダをポイントしていることと、ファイルシステムのパスが新しいインストールをポイント
していることを確認します。そうでない場合は、それらを更新します。

古いインストール内の同じファイルを開きます。前述のパス値を除き、2 つのファイルで値が異なる場合
は、古いほうの値を新しい値に上書きコピーします。

Java サービスラッパーコメントと #include ディレクティブの移⾏
古い My webMethods サーバ Java サービスラッパーにコメントまたは #include ディレクティブ
を追加している場合は、古いインストールの wrapper.conf および custom_wrapper.conf ファイル
から新しいインストールの custom_wrapper.conf ファイルにコピーします。ファイルは Software
AG_directory \profiles\CTP\configuration ディレクトリにあります。

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

この章の後
この章の後で製品固有の章を参照する場合は、それらの章で説明するタスクを、このマニュアルで
⽰すとおりの章およびタスクの順序で実⾏してください。ご使⽤の製品には、共有されているイン
フラストラクチャを含め多くの相互依存性があるため、実⾏の順序は重要です。次に 119 ページ
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の「Software AG Event Routing の移⾏およびすべての製品の最終的なアップグレードタスクの実
⾏」に移動して、その章のタスクを完了します。

この章の後で製品固有の章を参照しない場合は、119 ページの「Software AG Event Routing の移
⾏およびすべての製品の最終的なアップグレードタスクの実⾏」に移動して、その章のタスクを完了し
ます。
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

Terracotta の移⾏
この節では、webMethods 製品のサポートが展開されている Terracotta Server Array を移⾏する⽅法に
ついて説明します。その他のすべての設定については、Terracotta BigMemory Max のマニュアルを参照
してください。

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

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

サーバが 1 台の場合

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

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

アクティブサーバおよびミラーサーバで構成されるミラーグループがある場合

1. 古いミラーサーバをシャットダウンします。

2. 古いアクティブサーバをシャットダウンします。

3. 新しいアクティブサーバを起動します。

4. 新しいミラーサーバを起動します。

Universal Messaging の移⾏

移⾏の前に
新旧の Universal Messaging が同じマシン上にある場合、古い Universal Messaging がシャットダウン
されていることを確認してください。

Universal Messaging 移⾏ユーティリティの実⾏
Universal Messaging 移⾏ユーティリティは、古いインストール内のサーバインスタンスを新しいインス
トールに移⾏します。これには、それぞれの古いインスタンスのデータディレクトリの対応する新しいイン
スタンスへの移⾏が含まれます。Template Application および Enterprise Manager が新しいインストー
ルに含まれている場合には、移⾏ユーティリティは、それらのインスタンスも作成します。
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移⾏ユーティリティの動作の概要については、40 ページの「移⾏ユーティリティ」を参照してくださ
い。Universal Messaging 移⾏ユーティリティでは、デフォルトの移⾏を提供しません。

カスタムの移⾏の実⾏
1. 新しい Universal Messaging をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い

て、new_Software AG_directory \UniversalMessaging\tools\migrate ディレクトリに
移動し、コマンド migrate.{bat|sh} を実⾏します。

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

3. 移⾏設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と⼊⼒します。

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

9.8、9.9、または 9.10 からのアップグレード: すべてのインスタンスを移⾏するには、インスタンス
を指定せずに Enter キーを押します。

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

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

インポートした設定を使⽤した移⾏
インポートした設定は、以下から取得できます。

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

Universal Messaging で提供されるデフォルトの移⾏の設定。古いリリースごとに、設定
が new_Software AG_directory \UniversalMessaging\tools\migrate ディレクトリ内の
Software AG によって提供される migrateold_release sbs.dat というファイルに保存されます。こ
の設定は、48 ページの「Universal Messaging 移⾏ユーティリティの実⾏」にリストされたデー
タを移⾏するように移⾏ユーティリティに通知します。

プロンプトを表⽰して、カスタムのインポートされた設定を使⽤して移⾏する
1. 新しい Universal Messaging をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い

て、new_Software AG_directory \UniversalMessaging\tools\migrate ディレクトリに
移動し、コマンド migrate.{bat|sh} を実⾏します。

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

3. 移⾏設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「Y」と⼊⼒し、プロンプトが表⽰された
ら、migrate.dat ファイルの完全パスを指定します。
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9.0、9.5、9.6、または 9.7 からのアップグレード: プロンプトを表⽰せず
に、カスタムのインポートされた設定を使⽤して移⾏する (サイレント)
新しい Universal Messaging をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Software AG_directory \UniversalMessaging\tools\migrate ディレクトリに移動し、下のコ
マンドを実⾏します。エラーが発⽣すると、ユーティリティは終了します。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory |ZIP file}
-importFile migrate.dat
-silent true

9.8、9.9、または 9.10 からのアップグレード: プロンプトを表⽰せずに、デ
フォルトのインポートされた設定を使⽤して移⾏する (サイレント)

新しい Universal Messaging をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Software AG_directory \UniversalMessaging\tools\migrate ディレクトリに移動し、下のコ
マンドを実⾏します。migrateold_release sbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしで old_release  を指
定します (980、9100 など)。

すべてのインスタンスを移⾏する場合は、-instanceName を指定しないでください。

エラーが発⽣すると、ユーティリティは終了します。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory |ZIP file}
[-instanceName name [,name ,name ...]]
-importFile migrateold_release sbs.dat
-silent true

カスタムの変更およびデータディレクトリを移⾏する
1. リリース 9.8 では、nserver.conf および nserverdaemon.conf ファイルが Server_Common.conf

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

9.0 のアップグレード: 古いインスタンスの nserver.conf または nserverdaemon.conf ファ
イルをカスタマイズした場合、対応する新しいインスタンスの Server_Common.conf ファイ
ルにも同じ変更を⾏ってください。nserver.conf ファイルと nserverdaemon.conf ファイル
は、old_Software AG_directory \nirvana\server\nirvana\bin ディレクトリに保存されていま
す。

9.5、9.6、または 9.7 のアップグレード: 古いインスタンスの nserver.conf または
nserverdaemon.conf ファイルをカスタマイズした場合、対応する新しいインスタンスの
Server_Common.conf ファイルにも同じ変更を⾏ってください。nserver.conf ファイルと
nserverdaemon.conf ファイルは、old_Software AG_directory nirvana\server\umserver
\bin ディレクトリに保存されています。
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9.8、9.9、または 9.10 からのアップグレード: 古いインスタンスの Server_Common.conf
ファイルをカスタマイズした場合、対応する新しいインスタンスの Server_Common.conf ファ
イルにも同じ変更を⾏ってください。

2. 古いインスタンスのデータディレクトリが Software AG Installer で指定されたデフォルトの場所
にない場合、移⾏ユーティリティはデータディレクトリを移⾏していません。データディレクトリ
のデフォルトの場所は、new_Software AG_directory \UniversalMessaging\server
\instance_name \data ディレクトリです。古い場所の古いデータディレクトリを使⽤する
か、それを新しい場所にコピーすることができます。コピーした場合は、新しいインスタンスの
Server_Common.conf ファイルの DDATADIR パラメータを編集し、新しいデータディレクトリの場
所をポイントするように設定します。

9.0、9.5、9.6 からのアップグレード: webMethods メッセージ
ングを使⽤する準備 (ネイティブ Pub-Sub)
Universal Messaging で webMethods メッセージング (別名ネイティブ Pub-Sub) と呼ばれる
Integration Server 機能を使⽤する計画がある場合は、以下の⼿順を実⾏します。

1. Enterprise Manager を起動します。

2. 領域を選択し、[Config] タブをクリックしてから [Protobuf Config] を展開します。

3. FilterProtobufEvents プロパティをダブルクリックして、「true」に設定します。

webMethods Broker の移⾏

移⾏のタイプ

古い webMethods Broker から新しい Universal Messaging への
移⾏
⼿順については、『Migrating from webMethods Broker to webMethods Universal Messaging』を参
照してください。

古い webMethods Broker から新しい webMethods Broker への
移⾏
9.7 以降の webMethods リリースでは、webMethods Broker のリリース番号は 9.6 のまま
で、webMethods 9.6 リリースで提供されているものと同じリリースとなっています。ほとんどのタイプ
のアップグレードでは、新しいマシンが古いマシンと同じかまたは互換性があるかどうかによって実⾏する
タスクが決まります。「互換性がある」とは、新しいマシンが類似したハードウェアアーキテクチャを採⽤
し、同じまたは上位のバージョンの同じオペレーティングシステムを実⾏していることを意味します。
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アップグレードのタイプ ⼿順

9.6、9.7、9.8、9.9、または 9.10 からのアッ
プグレード: 古い webMethods Broker は専⽤
のマシン上に置かれ、新しい webMethods リ
リースで引き続き使⽤します。

Integration Server 9.12 を含む 9.12 Broker
クライアントで古い webMethods Broker を
ポイントします。

9.0 または 9.5 からのアップグレード: SUSE
Linux Enterprise Server または Red Hat
Enterprise Linux を実⾏する IBM System z
マシンに新しい webMethods Broker をイン
ストールしました。

新しい記憶領域を作成してから、webMethods
Broker のエクスポート/インポートユーティリ
ティを使⽤して、Broker Server の構成を古い
記憶領域から新しい記憶領域に移⾏します。⼿
順については、『Administering webMethods
Broker 9.6』を参照してください。

古いマシンと互換性がないマシンに新しい
webMethods Broker をインストールしまし
た。

新しい記憶領域を作成してから、webMethods
Broker のエクスポート/インポートユーティリ
ティを使⽤して、Broker Server の構成を古い
記憶領域から新しい記憶領域に移⾏します。⼿
順については、『Administering webMethods
Broker 9.6』を参照してください。

新しい webMethods Broker を古い
webMethods Broker と同じマシンにインス
トールするか、古いマシンと互換性のあるマシ
ンにインストールしました。

以下の「Broker Server の作成および古い記憶
領域の使⽤」の⼿順に従ってください。

Broker Server の作成および古い記憶領域の使⽤
1. 古いデータディレクトリをバックアップします。

2. old_Software AG_directory \Broker\bin ディレクトリに移動し、古い awbrokermon.cfg
ファイルをバックアップします。

3. awbrokermon.cfg ファイルを開き、dataDir パラメータで指定された古いデータディレクトリの場所
を書きとめます。

4. 古い Broker Server を停⽌し、old_Software AG_directory \Broker\bin ディレクトリに
移動して、次のコマンドを実⾏します。
server_config remove full_path_to_old_data_directory

Broker Monitor 設定から Broker Server を削除するかどうか尋ねられたら、「Y」を⼊⼒します。

5. データディレクトリを新しい場所にコピーする必要がある場合 (新旧の webMethods Broker インス
トールが異なるマシン上にあるためなど)、以下の⼿順に従います。

a. 古いデータディレクトリを新しい場所にコピーします。
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データディレクトリの外部に置かれている古い記憶域ファイル (.stor、.data ファイルなど) が存
在する場合があります。これらのファイルを新しいデータディレクトリにコピーするか、これらの
ファイルを新しいデータディレクトリの外部の場所にコピーすることができます。

b. 新しい webMethods Broker をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Soware AG_directory \Broker\bin ディレクトリに移動し、下のコマンドを実⾏
します。このコマンドは、古い記憶域ファイル⽤に新しいデータディレクトリのパスを使⽤するよ
うに Broker Server を設定します。

古い記憶域ファイルを新しいデータディレクトリの外部の場所にコピーした場合は、古い記憶域
ファイルごとに -qs_map_file オプションを使⽤して、古いマシン上のファイルの場所を新しいマ
シン上のファイルの場所にマッピングします。

server_config relocate full_path_to_new_data_directory
[-qs_map_file full_path_to_old_storage_file_in_old_location
full_path_to_copy_of_storage_file_in_new_location ]

6. マルチホームマシン (複数のネットワークインタフェースと IP アドレスを持つマシン) で移⾏を⾏う
場合、awbroker.cfg ファイルを開き、新しいマシンをポイントするように broker-ipaddress 設定
を更新します。そうしない場合、Broker Server を作成するときにポートバインドエラーが発⽣しま
す。

7. Broker Server を作成します。新しい webMethods Broker をホストしているマシンでコマンドウィ
ンドウまたはシェルを開いて、new_Software AG_directory \Broker\bin ディレクトリに
移動し、下の適切なコマンドを実⾏します。古い Broker Server で使⽤したのと同じポートを新しい
Broker Server に対して指定します。

古いデータディレク
トリの場所

コマンド

古い場所 server_config add full_path_to_old_data_directory
-k 9.6_license_file  -p old_port

新しい場所 server_config add full_path_to_new_data_directory
-k 9.6_license_file  -p old_port

Broker Server の詳細が Broker Monitor 起動設定に⾃動的に追加されます。

8. 新しい webMethods Broker を古い webMethods Broker とは異なるマシンにインストールして、新
しいマシンに同じホスト名を使⽤することができなかった場合は、awbroker.cfg ファイル内のホスト
名を更新してください。

9. 新しい Broker Server が稼働中であることを次のように確認します。

システム ⼿順

Windows a. Windows の [サービス] ウィンドウを開いて、[Software AG Broker Server
9.6 (ポート番号 )] サービスのステータスが [開始] になっていることを確認し
ます。
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システム ⼿順

b. サービスを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。[実⾏ファイルのパス]
フィールドが 9.6 の awbroker ファイルをポイントしていることを確認します。

UNIX a. コマンド ps -ef | grep awbroker を実⾏します。このコマンドにより、実⾏中
のすべての Broker プロセスと、その実⾏ファイルへのパスが出⼒されます。出
⼒テキストに full_path_to_new_Software AG_directory\Broker\bin\awbroker -
d full_path_to_new_data_directory のような⾏が表⽰されていることを確認し
ます。

b. awbroker プロセスが実⾏中であり、かつ 9.6 の awbroker ファイルから実⾏さ
れていることを確認します。
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

移⾏の前に
1. My webMethods Server クラスタをアップグレードする場合、22 ページの「My webMethods

Server の要件」を参照してください。

2. 新旧の My webMethods Server が同じマシン上にある場合、古い My webMethods Server が
シャットダウンされていることを確認してください。

My webMethods Server 移⾏ユーティリティの実⾏
My webMethods Server 移⾏ユーティリティは、My webMethods Server サーバインスタンスと、古い
My webMethods Server が Business Console をホストしていた場合は Business Console のユーザ設
定、ダッシュボードおよびガジェットを移⾏します。

移⾏ユーティリティの動作の概要については、40 ページの「移⾏ユーティリティ」を参照してくださ
い。My webMethods Server の log4j.properties ファイルは、new_Software AG_directory \MWS
\bin\migrate\resources ディレクトリにあります。

カスタムの移⾏の実⾏
1. 新しい My webMethods Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い

て、new_Software AG_directory \MWS\bin\migrate ディレクトリに移動し、コマンド
migrate.{bat|sh} を実⾏します。

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

3. 移⾏設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と⼊⼒します。

4. 古い My webMethods Server インストールの各インスタンスについて、インスタンスを移⾏するか
どうか、および、インスタンスで稼働中のデータベースを使⽤するか、またはデータベースのコピーを
使⽤するかを尋ねられます。データベースのコピーを使⽤すると応答した場合、データベース URL、
ユーザ名、およびパスワードの⼊⼒を指⽰するプロンプトが表⽰されます。

メモ: データが含まれていない新しいデータベースは使⽤できません。

5. このセッションの設定をエクスポートするかどうかを尋ねられます。このセッションから設定をイン
ポートすることでその他の移⾏を実⾏する場合は、「Y」を⼊⼒します。実⾏しない場合は、「N」を
⼊⼒します。
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6. 移⾏を開始するかどうかを尋ねられます。「Y」を⼊⼒すると、指定したインスタンスが移⾏されま
す。移⾏が正常に完了すると、ユーティリティで次の処理も実⾏されます。

新しい My webMethods Server で使⽤されない古い設定ファイルを削除し、新しい My
webMethods Server で使⽤されない古いプロパティを新しい設定ファイルから削除します。

古い My webMethods Server で埋め込みデータベースを使⽤していた場合は、データベース
テーブルを古い My webMethods Server から新しい My webMethods Server にコピーし、
テーブルを新しい形式に変換します。

My webMethods Server インストールディレクトリをデータベースと同期します。

インポートした設定を使⽤した移⾏
インポートした設定は、以下から取得できます。

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

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

プロンプトを表⽰して、カスタムのインポートされた設定を使⽤して移⾏する
1. 新しい My webMethods Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い

て、new_Software AG_directory \MWS\bin\migrate ディレクトリに移動し、コマンド
migrate.{bat|sh} を実⾏します。

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

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

プロンプトを表⽰せずに、デフォルトのインポートされた設定を使⽤して移⾏す
る (サイレント)
古いインストールと新しい My webMethods Server インストールが同⼀である場合 (たとえば、他の製品
⽤の同じユーザインタフェースをホストしている場合)、サイレントモードで移⾏することができます。

新しい My webMethods Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Software AG_directory \MWS\bin\migrate ディレクトリに移動し、下のコマンドを実⾏
します。migrateold_release sbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしで old_release  を指定します
(980、9100 など)。

すべてのインスタンスを移⾏する場合は、-instanceName を指定しないでください。
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エラーが発⽣した場合は (インストールが同⼀でない場合など)、ユーティリティが終了します。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory |ZIP file}
[-instanceName name [,name ,name ...]]
[-cloneDbURL URL  -cloneDbUser user  -cloneDbPassword password ]
-importFile migrateold_release sbs.dat
-silent true

プロンプトを表⽰せずに、カスタムのインポートされた設定を使⽤して移⾏する
(サイレント)
古いインストールと新しい My webMethods Server インストールが同⼀である場合 (たとえば、他の製品
⽤の同じユーザインタフェースをホストしている場合)、サイレントモードで移⾏することができます。

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

エラーが発⽣した場合は (インストールが同⼀でない場合など)、ユーティリティが終了します。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory |ZIP file}
-importFile full_path_to_ migrate.dat
-silent true

Java サーバラッパーのコメントと #include ディレクティブ
を移⾏する
古い My webMethods Server Java サービスラッパーにコメントまたは #include ディレクティブ
を追加している場合は、古いインストールの wrapper.conf ファイルおよび custom_wrapper.conf
ファイルから新しいインストールの custom_wrapper.conf ファイルにコピーします。ファイル
は、SoftwareAG_directory \profiles\MWS_instance_name \configuration ディレクトリにあります。

メモ: 『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』に記載されているように、Software AG
の指⽰なしに wrapper.conf ファイルを変更しないでください。ただし、ファイルが変更されている場合
は、古い wrapper.conf ファイル内で変更したプロパティの値を、新しい custom_wrapper.conf ファイ
ルの対応するプロパティに⼿動でコピーします。

My webMethods Server インスタンスの初期化
初期化プロセスは、数時間かかる場合があります。

1. new_Software AG_directory \MWS\bin ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実⾏し
て、新しい My webMethods Server サーバインスタンスを初期化します。
mws.{bat|sh} -s instance_name  init
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新しいコンポーネントが展開され、インスタンスが⾃動的にシャットダウンします。インスタンスを再
起動します。

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

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

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

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

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

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

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

3. 新しいインストール内の移⾏したインスタンスを削除するか保持するかを尋ねられたら、移⾏したイン
スタンスの削除を選択します。
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

パッケージ
このマニュアルでは、Integration Server の以下に⽰す各タイプのパッケージについて説明します。

カスタムパッケージ。Integration Server でユーザが作成した Integration Server パッケージおよ
び Software AG Designer からユーザが⽣成したビジネスプロセスランタイムパッケージが含まれま
す。

ホストされているパッケージ。製品選択ツリーの Integration Server の下のリストに表⽰される
Software AG Installer の Software AG によって提供されるパッケージです。ツリーには、製品名
を使⽤したリストが表⽰されます。ただし、ファイルシステム内および Integration Server 内で
は、Wm で始まるパッケージ名の下にリストが表⽰されます。このため、ホストされているパッケー
ジは Wm パッケージとも呼ばれます。

ホストされている Wm パッケージの例には、ActiveTransfer (WmMFT)、Mediator
(WmMediator)、Process Engine (WmPRT)、Trading Networks (WmTN)、アダプ
タ、eStandards モジュールがあります。

新しい Integration Server をインストールした場合は、Software AG Installer によってサーバイン
スタンスが作成され、ユーザが製品選択ツリーで選択したすべての Wm パッケージおよび⾔語パック
がパッケージリポジトリにコピーされています。インストーラで、インスタンスに選択した Wm パッ
ケージをインストールするかどうかを選択できます(インストーラは、常に選択した⾔語パックをイン
スタンスにインストールします)。

移⾏の前に
1. Integration Server クラスタをアップグレードする場合、21 ページの「Integration Server クラス

タリングの要件」を参照してください。

2. Deployer をホストする Integration Server をアップグレードする場合、89 ページの「Asset
Build Environment、Deployer およびアプリケーションプラットフォームの移⾏」の⼿順を参照して
ください。

3. 新旧の Integration Server が同じマシン上にある場合、古い Integration Server がシャットダウン
されていることを確認してください。

4. 移⾏ユーティリティは、古いインストールをスキャンして、カスタムパッケージの有無を確認します。
ただし、名前が Wm で始まるカスタムパッケージは、Software AG で提供されるパッケージに使⽤
される命名規則なので、⾒つけられません。名前が Wm で始まるカスタムパッケージを使⽤している
場合は、new_Software AG_directory \IntegrationServer\bin\migrate ディレクトリに
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移動して、packages.cnf ファイルを開き、カスタムパッケージを⽰す <value name></value> タ
グを追加します (例: <value name="WmFINMessages">WmFINMessages</value>)。

メモ: 将来のアップグレードを簡素化するために、⼀般的なベストプラクティスとして、カスタムパッ
ケージの名前 に Wm を付けるような命名規則を使⽤しないでください。

Integration Server 移⾏ユーティリティの実⾏
Integration Server 移⾏ユーティリティは、以下の項⽬を移⾏できます。

カスタム (ユーザ作成) パッケージ

9.5 以降のカスタム (ユーザ作成) jar ファイル

Integration Server 設定ファイル

古い Integration Server で Wm パッケージがホストされていて、その Wm パッケージが新しい
Integration Server にも存在する場合は、そのパッケージ⽤の設定ファイルが移⾏されます。

9.6、9.7、9.8、9.9 または 9.10 からのアップグレード: 古い Integration Server インストールに複数の
サーバインスタンスがある場合は、移⾏するインスタンスごとに移⾏ユーティリティを 1 回ずつ実⾏しま
す。インストール後にユーザが作成した新しいインスタンスや、ユーティリティが作成する新しいインスタ
ンスに、古いインスタンスを移⾏することができます。

移⾏ユーティリティの動作の概要については、40 ページの「移⾏ユーティリティ」を参照してください。

カスタムの移⾏の実⾏
1. 新しい Integration Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い

て、new_Software AG_directory \IntegrationServer\bin\migrate ディレクトリに移動
します。

2. コマンド migrate.{bat|sh} を実⾏します。

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

4. 9.6、9.7、9.8、9.9 または 9.10 からのアップグレード: 古い Integration Server インストールに複
数のサーバインスタンスがある場合は、古いインストールのインスタンスがリストされ、どのインスタ
ンスを移⾏するかを尋ねられます。

次に、移⾏の対象となる新しいインスタンスの名前を尋ねられます。インストール中に作成された新し
いインスタンスに移⾏する場合は、そのインスタンスの名前を⼊⼒します。新しいインスタンスを作成
してその新しいインスタンスに移⾏する場合は、新しいインストールに存在しない名前を⼊⼒します。

Wm パッケージが古いインスタンスに存在し、同じ Wm パッケージが新しいパッケージリポジトリに
存在する場合は、それらの Wm パッケージは新しいパッケージリポジトリから新しいインスタンスに
インストールされます。⾔語パックがパッケージリポジトリに存在する場合は、それらの⾔語パックは
新しいインスタンスにインストールされます。

5. 移⾏設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と⼊⼒します。
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6. カスタムパッケージを移⾏するかどうかを尋ねられます。すべてのカスタムパッケージの移⾏を選択し
た場合は、以下が移⾏されます。

カスタムパッケージ。

WmChemPayloads、WmPapinetPayloads、WmRNPips、WmFINMessages および
WmFIXMessages パッケージ (存在する場合)。これらのパッケージには、対応する eStandards
モジュールの IS ドキュメントと、それらのドキュメントのスキーマが含まれます。

⼀部のパッケージのみを移⾏するように選択した場合、ユーティリティで各パッケージがリストされ、
移⾏するかどうかを尋ねられます。

7. パスワードストアを移⾏するかどうかを尋ねられます。

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

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

10.インスタンスの機能エイリアスとデータベースドライバを移⾏するかどうかを尋ねられます。

11.インスタンスの JDBC 接続プール設定を移⾏するかどうかを尋ねられます。「Y」を⼊⼒すると、移⾏
された各接続プールで稼働中のデータベースを使⽤するか、またはコピーされたデータベースを使⽤
するかを尋ねられます。コピーされたデータベースを使⽤すると応答した場合、データベース URL、
ユーザ名、およびパスワードの⼊⼒を指⽰するプロンプトが表⽰されます。

12.Integration Server が Wm パッケージをホストする場合は、これらのパッケージの設定ファイル
を移⾏するかどうかを尋ねられます。ホストされている Wm パッケージの例には、ActiveTransfer
(WmMFT)、Mediator (WmMediator)、Process Engine (WmPRT)、アダプタ、eStandards モ
ジュールがあります。

13.9.5、9.6、9.7、9.8、9.9 または 9.10 からのアップグレード: カスタム jar ファイルを移⾏するかど
うかを尋ねられます。⼀部のカスタム jar ファイルのみを移⾏するように選択した場合、ユーティリ
ティでは、各カスタム jar ファイルがリストされ、移⾏するかどうかを尋ねられます。

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

a. Trading Networks 設定ファイルを移⾏するかどうか。「Y」を⼊⼒すると、ユーティ
リティにより、古い Trading Networks のインストールディレクトリの設定プロパティ
がコピーされ、新しい Trading Networks の新しい設定プロパティに追加されます。
このファイルは、new_Soware AG_directory \IntegrationServer\instances
\instance_name \packages\WmTN\config ディレクトリの properties.cnf ファイルを置き
換えます。

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

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

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

16.移⾏を開始するかどうかを尋ねられます。「Y」を⼊⼒すると、選択したデータが移⾏されます。移⾏
が正常に完了すると、ユーティリティで 66 ページの「移⾏ユーティリティで実⾏されるその他の
アクション」のアクションも実⾏されます。

インポートした設定を使⽤した移⾏
インポートした設定は、以下から取得できます。

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

Integration Server で提供されるデフォルトの移⾏の設定。古いリリースごとに、設定が
new_Software AG_directory \IntegrationServer\bin\migrate ディレクトリ内の Software AG
によって提供される migrateold_release sbs.dat というファイルに保存されます。この設定
は、63 ページの「Integration Server 移⾏ユーティリティの実⾏」にリストされたデータを移⾏
するように移⾏ユーティリティに通知します。Integration Server プロパティが新しい場合または新
しいデフォルトを持つ場合、デフォルトの移⾏で下位互換性を維持するのに最適な動作が選択されま
す。

プロンプトを表⽰して、カスタムまたはデフォルトのインポートされた設定を使
⽤して移⾏する
1. 新しい Integration Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い

て、new_Software AG_directory \IntegrationServer\bin\migrate ディレクトリに移動
し、コマンド migrate.{bat|sh} を実⾏します。

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

3. 9.6、9.7、9.8、9.9 または 9.10 からのアップグレード: 古い Integration Server インストールに複
数のサーバインスタンスがある場合は、インスタンスがリストされ、どのインスタンスを移⾏するかを
尋ねられます。
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4. 移⾏の対象となる新しいサーバインスタンスの名前を尋ねられます。⼊⼒する情報の詳細とユーティリ
ティの進捗については、63 ページの「カスタムの移⾏の実⾏」の⼿順を参照してください。

5. 移⾏設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「Y」と⼊⼒し、プロンプトが表⽰された
ら、migrate.dat ファイルまたは migrateold_release sbs.dat ファイルへの完全パスを指定し
ます。migrateold_release sbs.dat ファイルに対しては、ピリオドなしで old_release  を指
定します (980、9100 など)。

プロンプトを表⽰せず、カスタムまたはデフォルトのインポートされた設定を使
⽤して移⾏する (サイレント)
Integration Server データベースコンポーネントに対してデータベースのコピーを使⽤する場合は、以下
に⽰すようにコマンドで -cloneDb オプションを指定します。移⾏ユーティリティは Integration Server
データベースコンポーネントに対してのみ cloneDb オプションを使⽤します。ホストされる製品のデータ
ベースコンポーネントにデータベースのコピーを使⽤する場合は、データベースのコピーを特定するカスタ
ム移⾏を実⾏し、以下のコマンド上で migrate.dat ファイルを指定します。

新しい Integration Server をホストしているマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Software AG_directory \IntegrationServer\bin\migrate ディレクトリに移動し、下のコマン
ドを実⾏します。migrateold_release sbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしでソースリリースの数を
指定します (980 など)。

-instanceName オプションでは、移⾏元の古いサーバインスタンスと移⾏先の新しいサーバインスタンスの
両⽅を指定します。新しいインスタンスが存在しない場合は、ユーティリティによって作成されます。エ
ラーが発⽣すると、ユーティリティは終了します。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Integration Server_directory|ZIP_file}
-instanceName name
-importFile {full_path_to_ migrate.dat|migrateold_release sbs.dat}
[-cloneDbURL URL  -cloneDbUser user  -cloneDbPassword password ]
-silent true

移⾏ユーティリティで実⾏されるその他のアクション
移⾏が正常に完了すると、移⾏ユーティリティで次の処理も実⾏されます。

新しい Integration Server で使⽤されない古い設定ファイルを削除し、新しい Integration Server
で使⽤されない古いプロパティを新しい設定ファイルから削除します。

古い Integration Server で埋め込みデータベースを使⽤していた場合、ユーティリティはデータベー
ステーブルを古い Integration Server から新しい Integration Server にコピーし、必要に応じて
テーブルを新しい形式に変換します。

「Validate schemas using Xerces」という名前の新しいプロパティを既存の Web サー
ビス記述⼦に追加し、この新しいプロパティに対して古い Integration Server における
watt.server.wsdl.validateWSDLSchemaUsingXerces パラメータの値を設定します。新しいプロ
パティは、そのプロパティによって提供される機能を置き換えます。新しいプロパティについては、
『webMethods Service Development Help』を参照してください。
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ビジネスルールデータを移⾏する場合は、ユーティリティによってビジネスルールプロジェクトがアッ
プグレードされます。Java のバグにより、XML 解析メッセージが表⽰されることがありますが、それ
らのメッセージは無視してください。

CloudStreams をアップグレードする場合は、ユーティリティによって CloudStreams サーバの管理
に関連する設定アーティファクトが移⾏されます。

Integration Server のアップグレードの完了

Java サーバラッパーのカスタマイズの移⾏
古い Integration Server Java サービスラッパーをカスタマイズしている場合は、古い
custom_wrapper.conf ファイルから新しい custom_wrapper.conf ファイルにカスタマイズ内容をコピー
します。ファイルは、Software AG_directory \profiles\IS_instance_name \configuration ディレクト
リにあります。

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

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

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

1. 新しい Integration Server を起動します。

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

WSDL を次のように更新します。

a. 新しい Integration Server Administrator を開き、新しい Integration Server をポイントしま
す。
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b. [設定] > [拡張設定] ページに移動します。拡張設定の
watt.server.xml.ncname.encode.backward.compatibility があり、この設定が True になって
いる場合は、False に変更します。

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

9.0、9.5、9.6、9.7 または 9.8 からのアップグレード: シリアル
webMethods メッセージングトリガーの同期および更新
新しい Integration Server で Universal Messaging を使⽤している場合は、順次処理をする各
webMethods メッセージングトリガーに、Universal Messaging の対応する優先名オブジェクトが必要で
す。ただし、古い Integration Server から移⾏した逐次実⾏トリガーは、Universal Messaging の共有さ
れた命名オブジェクトに対応します。以下のいずれかを実⾏して、対応する優先名オブジェクトを作成しま
す。

Universal Messaging が新規インストールの場合 (以前のリリースからの移⾏でない場合)
は、Software AG Designer または組み込みサービス pub.publish:syncToProvider を使⽤するプロ
バイダを使ってパブリッシュ可能なドキュメントタイプを同期します。

Universal Messaging が以前のリリースから移⾏され、かつ Integration Server は Universal
Messaging に接続する Integration Server のみで、さらに Universal Messaging 接続エイリアスの
共有クライアントプリフィックスプロパティが「No」に設定されている場合は、トリガーが使⽤する
Universal Messaging 設定エイリアスを無効にしてから有効にします。

Universal Messaging が以前のリリースから移⾏され、かつ Integration Server が Universal
Messaging に接続する Integration Server のみでないか、共有クライアントプリフィックスが
「Yes」に設定されている場合は、命名オブジェクトが完全になくなり、送信される新しいドキュメン
トがなくなるのを待ってから、Universal Messaging Enterprise Manager を使⽤して命名オブジェ
クトを削除します。命名オブジェクトを削除するために、ドキュメントパブリッシャーの停⽌が必要に
なる場合があります。次に、トリガーが使⽤する Universal Messaging 接続エイリアスを無効にして
から有効にします。

Integration Server 機能のデータベースコンポーネントへの接
続
Integration Server およびそれがホストする Wm パッケージをデータベースコンポーネントに接続しま
す。⼿順については、『Installing Software AG Products』を参照してください。

ホスト名の更新
新旧の Integration Server インストールが異なるマシン上にある場合は、以下のデータベースコンポーネ
ントを更新して新しいマシンを反映させます。

古いインストールの特定のマシンの Integration Server で実⾏されるタスクにスケジュールが設定されて
いる場合は、以下を更新します。
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データベースコンポーネン
ト

テーブル 列

ISInternal IS_USER_TASKS TARGET

アップグレードの前に実⾏したサービスを再サブミットできるようにする場合は、以下を更新します。

データベースコンポーネン
ト

テーブル 列

ProcessAudit WMRULEDIST SERVERID

ISCore Audit,
ProcessAudit

WMDOCUMENT, WMSERVICE, WMSERVICE4X,
WMSERVICEACTIVITYLOG, WMSERVICEASSOC,
WMSERVICECUSTOMFLDS

SERVERID

Integration Server NERV 設定の更新
1. new_Software AG_directory \profiles\IS_instance_name \configuration

\com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリに移動
し、com.softwareag.platform.eda.nerv.properties ファイルを開きます。新しい JMS プロバイダ
をポイントするように、JMS プロバイダ参照を更新します。新しいインストールをポイントするよう
に、ファイルシステムのパスを更新します。

2. 古いインストール内の同じファイルを開きます。前述のパス値を除き、2 つのファイルで値が異なる場
合は、古いほうの値を新しい値に上書きコピーします。

9.0 からのアップグレード: カスタム Jar ファイルの移⾏
Integration Server 9.0 またはそれがホストする製品で使⽤するために外部 jar ファイルをコピーしてい
て、新しいインストールでもそれらを使⽤する場合は、外部 jar ファイルを新しいインストールにコピーし
ます。以下を参照してください。

jar ファイルの使⽤ jar ファイルのコピー先ディレクトリ

すべてのインスタ
ンス

new_Software AG_directory \lib\jars\custom

特定のインスタン
スのみ

new_Software AG_directory \IntegrationServer\instances
\instance_name \lib\jars\custom
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ActiveTransfer のアップグレードの完了
以下のすべての⼿順とその詳細については、『Managing File Transfers with webMethods
ActiveTransfer』を参照してください。

1. キーストアファイルを古いインストールから新しい ActiveTransfer インストールにコピーしてから、
キーストアファイルパスを更新します。

2. イベントファイル操作および VFS (Virtual File System: 仮想ファイルシステム) で、ポート値、ホス
ト名、IP アドレスおよびローカルとリモートのファイルパスが新しい ActiveTransfer インストールに
ついて適切であることを確認します。

メモ: 後で ActiveTransfer の起動時に、Command Central 標準に準拠するようポート名が変更され
ます。ActiveTransfer が重複したポート名を検出した場合、各ポート名に下線と⼀意の番号が追加さ
れます。ポート名に空⽩⽂字が含まれる場合、空⽩⽂字は下線に置き換えられます。

3. 古い ActiveTransfer で⼀時アカウントと共有ファイルを使⽤していた場合は、新しい ActiveTransfer
でも使⽤できるようにその情報をコピーできます。ActiveTransfer をホストする Integration
Server インスタンスの old_Software AG_directory \IntegrationServer\instances
\instance_name  ディレクトリに移動し、TempAccounts ディレクトリを新しいインストール
の同じ場所にコピーします。

CloudStreams のアップグレードの完了

カスタムパッケージの CloudStreams アーティファクトの移⾏
古い Integration Server で CloudStreams がホストされており、新しい Integration Server で同じ
リリース以降の CloudStreams をインストールした場合は、Integration Server 移⾏の⼀部として
CloudStreams のデータおよび設定が移⾏されます。ただし、以下のタスクを完了する必要もあります。

1. Integration Server のプロパティ watt.server.http.listRequestVars を設定します。

a. Integration Server Administrator を開き、新しい Integration Server をポイントします。

b. [設定] > [拡張設定] > [キーの表⽰と⾮表⽰] ページに移動します。

c. watt.server.http.listRequestVars プロパティのチェックボックスを選択して、[変更内容の保存]
をクリックします。

d. [拡張設定の編集] をクリックして、「watt.server.http.listRequestVars=asNeeded」と設定し
ます。

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



M
Odd Header

Integration Server およびホストされている Wm パッケージの移⾏

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 71

サービスの⼊⼒署名は次のとおりです。

パラメータ 説明

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

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

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

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

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

フィールド 説明

packageName String。カスタムパッケージの名前。

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

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

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

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

TLS 1.1 および 1.2 トラストストアの設定
JVM トラストストアの⼀部ではない認証を持つ SaaS バックエンドに対し、SaaS バックエンドの認証を
使⽤して Integration Server に新しい JKS トラストストアを作成および適⽤します。トラストストアは
認証チェーン内にすべての認証を含んでいる必要があります。これはセキュアな認証交換を設定するための
⼀般的なプラクティスです。このような場合、トラストストアがなければ、認証に関するエラーが発⽣しま
す。
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1. Integration Server Administrator で、[セキュリティ] > [キーストア] ページに移動して、トラストスト
アを作成します。詳細な⼿順については、『webMethods Integration Server 管理者
ガイド』の通信のセキュリティに関するセクションを参照してください。

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

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

アダプタのアップグレードの完了
古い Integration Server でアダプタがホストされており、新しい Integration Server で同じリリース
以降のアダプタをインストールした場合は、Integration Server 移⾏の⼀部としてそれらのアダプタの
データが移⾏されます。ただし、以下のアダプタについては、指⽰されたタスクを完了する必要がありま
す。Integration Server を再起動します。

ホストの Integration Server をアップグレードせずにアダプタをアップグレードする⼿順については、ア
ダプタ製品のマニュアルを参照してください。

webMethods Adapter for JDBC
アダプタが OCI ドライバを使⽤して Oracle RDBMS に接続する場合は、新しい Integration Server マシ
ンで以下の環境変数を設定します。

プラットフォー
ム

環境変数の設定

Solaris LD_LIBRARY_PATH=\ORACLE_HOME\lib

HP SHLIB_PATH=\ORACLE_HOME\lib

AIX LIBPATH=\ORACLE_HOME\lib

Linux LD_LIBRARY_PATH=\ORACLE_HOME\lib

webMethods Package for Microsoft .NET
古いインストールで wmSystem.exe.config ファイルを変更した場合、新しいインストールで、同じファ
イルに同じ変更を加えます。このファイルは、Software AG_directory \IntegrationServer\DotNetHost
ディレクトリにあります。

webMethods PeopleSoft EnterpriseOne Adapter
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9.0 からのアップグレード: アダプタが Oracle RDBMS に接続する場合は、old_Software
AG_directory \IntegrationServer\lib\jars ディレクトリに移動し、Oracle JDBC ドライバファイルを
new_Software AG_directory \IntegrationServer\instances\instance_name \lib\jars\custom ディ
レクトリにコピーします。

webMethods SAP Adapter
1. 9.0 からのアップグレード: old_Software AG_directory \IntegrationServer\lib\jars

ディレクトリに移動し、ファイル名に *sapjco*.* という語句が含まれているすべてのファイルを
9.9_Software AG_directory  /IntegrationServer/instances/instance_name /lib/
jars/custom ディレクトリにコピーします。

2. 新しい Integration Server で UNIX システムを使⽤している場合は、そのマシンで以下の環境変数を
設定します。

プラットフォーム 環境変数の設定

Linux、Solaris LD_LIBRARY_PATH

HP SHLIB_PATH

AIX LIBPATH

3. 新しい Integration Server で Windows システムを使⽤している場合は、古い Integration Server
マシン上の C:\WINDOWS\system32\drivers\etc ディレクトリに移動し、services ファイル
を開き、「sapgw」という語句が含まれているすべてのエントリを新しいインストールの同じファ
イルにコピーします。たとえば、sapgw00 3300/tcp、sapgw01 3301/tcp、sapgw02 3302/
tcp、sapgw03 3303/tcp、sapgw04 3304/tcp、sapgw05 3305/tcp などのエントリがあります。

eStandards モジュールのアップグレードの完了
古い Integration Server で eStandards モジュールがホストされていて、新しい Integration Server で
同じリリース以降のモジュールをインストールした場合は、Integration Server 移⾏の⼀部としてそれら
のモジュールのデータが移⾏されます。ただし、以下のモジュールについては、指⽰されたタスクを完了す
る必要があります。Integration Server を再起動します。

ホストの Integration Server をアップグレードせずに eStandards モジュールをアップグレードする⼿順
については、eStandards モジュール製品ドキュメントを参照してください。

webMethods SWIFTNet Module
モジュールを再設定します。⼿順については、『webMethods SWIFTNet Module Installation and
Userʼs Guide』を参照してください。
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

Software AG Designer の移⾏

移⾏の前に
1. 新しい Software AG Designer を開き、新しいワークスペースをポイントします。たとえば、デフォ

ルトの workspacerelease  をそのまま使⽤できます。

2. 必要に応じて、サードパーティ機能 (たとえば Subversion のサポート) をインストールします。新
しい Software AG Designer にインストールされている Eclipse のリリースは Eclipse 4.5 であるた
め、追加する機能がこの Eclipse のリリースと互換性があることを確認します。

3. イベントをアップグレードしている場合は、33 ページの「Event Bus Console 設定のエクスポー
ト」で Event Bus Console をエクスポートします。設定を次のようにインポートします。

a. [File] > [Import] ウィザードを選択します。

b. [Select] パネルで、[Run\Debug] > [Launch Configurations] を選択して、[Next] をク
リックします。

c. [From Directory] フィールドで、設定をエクスポートしたディレクトリに移動し、拡張⼦
が .launch であるすべてのファイルを選択します。[Finish] をクリックします。

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

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

b. [Window] > [Preferences] を選択します。[Preferences] ウィンドウで [Java] >
[Installed JREs] > [Execution Environments] ページに移動します。複数の JRE がリスト
されている場合は、JRE 1.8 がデフォルトとして選択されていることを確認するか、またはリス
トから古い JRE を削除します。古い製品インストールをポイントしている設定を更新して、新し
い製品インストールをポイントするように設定します。たとえば My webMethods Server の場
合、[Server] > [Runtime Environments] 設定を更新します。Application Platform では、
ランタイムインスタンスへのパスを更新し、次に [Error] タブでメッセージを確認し、更新する
必要があるパスがあるか確認します。

c. Software AG Designer を再起動します。
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Apama、Application Platform、Business Process およ
び Business Rule プロジェクトの移⾏
1. Apama では、変更したファイルを古い作業ディレクトリから新しい作業ディレクトリに移⾏します。

2. プロジェクトがソースコントロールシステムに保存されている場合は、そのシステム⽤のインポー
トウィザードを使⽤します (たとえば [Import SVN] > [Project from SVN])。プロジェクトが
Software AG Designer ワークスペースに保存されている場合は、以下の⼿順に従います。

a. [File] > [Import] ウィザードを選択します。

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

c. [Import Projects] パネルで、以下の⼿順に従います。

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

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

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

4. 以下の点を確認します。

製品 以下を検証します

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

Application
Platform

すべてのプロジェクトのコンパイルでエラーが出ない。[Problems] タブ
にエラーが表⽰された場合は、各エラーをクリックして解決します。たと
えば、クラスをタイプに解決できないことを⽰すエラーが表⽰された場合
は、プロジェクトのクラスパスの設定を編集します。

ビジネスプロセ
ス

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

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

5. Apama では、ant を使⽤してプロジェクトの構築と展開を⾃動化し、ant 展開スクリプトを空のディ
レクトリにエクスポートします。スクリプトを実⾏して、プロジェクト内の⽣成されたアーティファク
トの再構築を強制的に実⾏します (Apama クエリー、シナリオ、Apama API を使⽤した Java\C\C
++\.NET コードなど)。構築の出⼒でのエラーと警告の確認



M
Even Header

Software AG Designer およびビジネスプロセスランタイムの移⾏

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 78

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

タスクアプリケーションプロジェクトの移⾏
1. 新しい Software AG Designer で、[Window] > [Preferences] > [Server] > [Runtime

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

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

3. [File] > [Import] ウィザードを選択します。

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

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

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

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

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

6. 移⾏されたタスクアプリケーションプロジェクトを、新しいリリースから My webMethods Server
に公開します。⼿順については、『webMethods BPM Task Development Help』を
参照してください。

CAF アプリケーションの添付リストコントロールのカスタマイズのやり
直し
9.10 では、CAF 添付リスト制御の機能が強化されています。たとえば、Java アプレットベースのドラッグ
アンドドロップパネルは、HTML5 ベースに変わりました。

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

CloudStreams のサーバ定義とプロジェクトの移⾏
1. 新しい Software AG Designer を起動します。

2. CloudStreams サーバ定義を以下の⼿順に従ってインポートします。
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a. [CloudStreams開発] パースペクティブに移動して、[Window] > [Preferences] を選択
します。[Preferences] ダイアログボックスにある左側のナビゲーションバーで、[Software
AG] > [CloudStreamsサーバ] を選択します。

b. [インポート] をクリックして、エクスポートした .properties ファイルを選択し、[開く] をクリッ
クします。既存のサーバを上書きするかどうかを尋ねられます。[OK] をクリックし、もう⼀度
[OK] をクリックして [Preferences] ダイアログボックスを閉じます。

3. CloudStreams Governance プロジェクトを以下の⼿順に従ってインポートします。

a. [File] > [Import] ウィザードを選択します。[Select] パネルで、[Software AG] >
[CloudStreamsGovernance プロジェクト] に移動して [Next] をクリックします。

b. [CloudStreams Governance プロジェクトのインポート] パネルで、エクスポートしたプロジェ
クトを含むディレクトリを、[ルートディレクトリの選択] フィールドに指定します。[Projects] ボッ
クスで、インポートするプロジェクトを選択します。

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

d. [CloudStreams開発] パースペクティブで、インポートしたすべての Governance プロジェク
トが [CloudStreamsGovernance] タブに表⽰されていることを確認します。

4. 前の⼿順を繰り返して CloudStreams Provider プロジェクトをインポートします。

Integration Server 定義の移⾏
1. 新しい Software AG Designer で、[Window] > [Preferences] を選択します。[Preferences]

ダイアログボックスにある左側のナビゲーションバーで、[Software AG] > [Integration Server]
を選択します。

2. [インポート] をクリックして、エクスポートした .properties ファイルを選択し、[開く] をクリックし
ます。既存のサーバを上書きするかどうかを尋ねられます。[OK] をクリックし、もう⼀度 [OK] を
クリックして [Preferences] ダイアログボックスを閉じます。

ビジネスプロセスランタイムの移⾏
メモ: アップグレードする前に作成したプロセスモデルに基づくプロセスインスタンスが稼働中で、新しい
Software AG Designer 　でそのプロセスモデルを再⽣成する場合は、再⽣成する前にプロセスモデルの
バージョン番号を次のシーケンス番号に変更します。そうしないと、プロセスインスタンスが想定通りに
動作しません。My webMethods Server で実⾏するためにプロセスモデルの新しいバージョンを有効にす
ると、稼働中のプロセスをアップグレードするかどうかの確認を求められますが、[いいえ] と答えます。

1. webMethods Broker をアップグレードした場合、9.6 でも Process Engine で使⽤される新
しい Broker に古いリリースのときと同じ名前が設定されていることを確認します。このために
は、Integration Server Administrator を開き、webMethods Broker に接続する新しい Integration
Server をポイントします。[設定] > [メッセージング] > [webMethods メッセージングの設定] ページに
移動し、Broker 名を確認します。

2. 63 ページの「Integration Server 移⾏ユーティリティの実⾏」の⼿順に従ってプ
ロセスランタイムパッケージを移⾏した場合、パッケージが new_Software
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AG_directory \IntegrationServer\instances\instance_name \packages ディレクトリ
に存在していることを確認します。パッケージ名は、プロジェクト名または Software AG Designer
で指定したカスタムの名前です。

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

4. 新旧の製品インストールが異なるマシン上にあり、かつ Monitor をホストする新しい Integration
Server がいずれのメッセージング製品にも接続されておらず、プロセスモデルフラグメントがないと
きに、実⾏するプロセスとプロセスステップをアップブレード前に再サブミットする場合は、以下の⼿
順に従います。

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

b. [ローカル IS に再サブミット] チェックボックスをクリアし、[サブミット] をクリックしてパッケージ
をリロードします。

c. データベースエディタで、ProcessAudit データベースコンポーネントの PRA_PROCESS_STEP
データベーステーブルに移動し、SERVERID 列を更新して、Monitor をホストする新しい
Integration Server をポイントします。

5. 新しい Integration Server 上のすべての webMethods メッセージングトリガーのドキュメント抽出
が有効であることを確認します。⼿順については、『webMethods Integration Server
管理者ガイド』を参照してください。

Closed Loop Analytics の移⾏
76 ページの「Software AG Designer の移⾏」で、Closed Loop Analytics に関連するすべてのアセッ
トを移⾏しました。ここで、Closed Loop Analytics がエスカレーションイベントを収集する、Universal
Messaging の JMS トピックを更新する必要があります。

1. BPM ⽤に使⽤している新しい Universal Messaging のインスタンスを起動してから、Enterprise
Manager を起動します。

左のパネルで領域ツリーを開き、BPM ⽤に使⽤している Universal Messaging インスタンスをク
リックします。

右のパネルで [JNDI] タブをクリックして、トピックツリーを開きます。エスカレーション
イベントタイプのトピック {http://namespaces.softwareag.com/EDA/WebM/Rules/
CLA/1.0}ProcessEscalation を削除します。

2. 新しい Universal Messaging インスタンスをホストするマシンのファイルシステムでコマンドライン
ウィンドウを開き、以下のコマンドを⼊⼒してエスカレーションイベントタイプの新しいトピックを作
成します。以下で表⽰されている改⾏部分をスペースにし、1 ⾏のコマンドととして⼊⼒します。

new_Software AG_directory \jvm\jvm\bin\java -jar
new_Software AG_directory \common\lib\event-routing-jms-util.jar
bind nsp://locahost:9000
{http://namespaces.softwareag.com/EDA/WebM/Rules/CLA/1.0}ProcessEscalation
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

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

他の製品への接続の更新

Process Engine への接続の更新
Optimize for Process を使⽤している場合は、以下の⼿順に従います。

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

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

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

4. [JMS Server の URL] フィールドで、JMS プロバイダのホスト名とポートを次のように指定しま
す。

JMS プロバイダ URL の形式

webMethods Broker broker:\\host :port \Broker_name 。デフォルトポートは 6849
です。

Universal Messaging nsp:\\host :port 。デフォルトポートは 9000 です。

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

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

Optimize Support パッケージへの接続の更新
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Optimize 組み込みサービスを使⽤している場合は、以下の⼿順に従います。

1. Integration Server Administrator を開き、Optimize Support パッケージをホストする新しい
Integration Server をポイントします。

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

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

4. [JMS Server の URL] フィールドで、JMS プロバイダのホスト名とポートを次のように指定しま
す。

JMS プロバイダ URL の形式

webMethods Broker broker:\\host :port \Broker_name 。デフォルトポートは 6849
です。

Universal Messaging nsp:\\host :port 。デフォルトポートは 9000 です。

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

6. Optimize Support パッケージをホスティングするすべての Integration Server について、上記の⼿
順を繰り返します。

Infrastructure Data Collector の移⾏

Infrastructure Data Collector 移⾏ユーティリティの実⾏
Infrastructure Data Collector ユーティリティは、アセット設定ファイルおよび
SNMP、JAAS、JMX、SSH、セキュリティ、Java サービスラッパーのカスタムラッパー、ログ、プラット
フォームデバッグ、Web Services Stack、Infrastructure Data Collector のウォッチドッグ設定を移⾏し
ます。

移⾏ユーティリティの動作の概要については、40 ページの「移⾏ユーティリティ」を参照してください。

移⾏の前に
1. 新旧の Infrastructure Data Collector が同じマシン上にある場合、古い Infrastructure Data

Collector がシャットダウンされていることを確認してください。

2. SNMP アセット設定ファイルを移⾏する場合
は、new_Software_AG_directory infrastructuredc\bin\migrate\old_release  ディ
レクトリに移動して、snmpMigration.properties ファイルを開きます。古い SNMP 設定ディレクト
リと新しい SNMP 設定ディレクトリへの完全パスを⼊⼒します。ファイルのコンテンツに使⽤する形
式が表⽰されます。
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カスタムの移⾏の実⾏
1. 新しい Infrastructure Data Collector をホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開い

て、new_Software AG_directory \Infrastructuredc\bin\migrate ディレクトリに移動
し、コマンド migrate.{bat|sh} を実⾏します。

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

3. 移⾏設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「N」と⼊⼒します。

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

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

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

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

インポートした設定を使⽤した移⾏
インポートした設定は、以下から取得できます。

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

Infrastructure Data Collector で提供されるデフォルトの移⾏の設定。古いリリースごと
に、設定が new_Software AG_directory \infrastructuredc\bin\migrate ディレクトリ内
の migrateold_release sbs.dat というファイルに保存されます。この設定は、83 ページの
「Infrastructure Data Collector の移⾏ 」にリストされたデータを移⾏するように移⾏ユーティリ
ティに通知します。

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

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

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

3. 移⾏設定をインポートするかどうかを尋ねられます。「Y」と⼊⼒し、プロンプトが表⽰された
ら、migrate.dat ファイルまたは migrateold_release sbs.dat ファイルへの完全パスを指定し
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ます。migrateold_release sbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしで old_release  を指定
します (980、9100 など)。

プロンプトを表⽰せずに、カスタムまたはデフォルトのインポートされた設定を使⽤して移⾏する
新しい Infrastructure Data Collector をホストするマシン上でコマンドウィンドウまたはシェルを開
き、new_Software AG_directory \infrastructuredc\bin\migrate ディレクトリに移動し、以下のコマ
ンドを実⾏します。migrateold_release sbs.dat ファイルの場合は、ピリオドなしでソースリリースの数
を指定します (980 など)。

エラーが発⽣すると、ユーティリティは終了します。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory |ZIP file}
-importFile {full_path_to_ migrate.dat|migrateold_release sbs.dat}
-silent true

Java サーバラッパーのコメントと #include ディレクティブを移⾏
する
古い My webMethods Server Java サービスラッパーにコメントまたは #include ディレクティブを追加
している場合は、古いインストールの wrapper.conf ファイルおよび custom_wrapper.conf ファイルか
ら新しいインストールの custom_wrapper.conf ファイルにコピーします。これらのファイルは Software
AG_directory \profiles\InfraDC\configuration ディレクトリにあります。

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

9.7 からのアップグレード: 4.1 以降の Terracotta Server
Array の監視の開始
各⼿順については、『Administering webMethods Optimize』を参照してください。

1. 新しい Infrastructure Data Collector を起動します。

2. [アプリケーション] > [管理] > [インフラストラクチャコンポーネント] > [検出] に移動します。

3. すべての Terracotta (アセット) エントリを削除します。

4. 監視する 4.1 以降の Terracotta Server Array を再検出します。

5. [アプリケーション] > [管理] > [インフラストラクチャコンポーネント] > [監視中のコンポーネント] に移動しま
す。Terracotta Server Array モニタ、コンポーネントおよび KPI を選択します。

Optimize 環境の展開
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特に記述がない限り、これ以降の節で説明する Optimize の⼿順の詳細については、『Configuring
BAM』を参照してください。

古い Optimize CCS 環境定義を再利⽤しない場合
古い CCS (Central Configuration System) 環境定義を再利⽤しない場合は、新しい My webMethods
Server を起動して My webMethods を開き、新しい Optimize 環境を設定します。

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

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

新しい Optimize 環境を展開する以下の⼿順に進みます。

古い Optimize CCS 環境定義を再利⽤する場合
新しい Optimize をインストールする前に、ファイルにエクスポートした古い CCS 環境定義を再利⽤する
場合は、以下の⼿順に従います。

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

2. 以下の⼿順に従って、古い CCS 環境をインポートします。

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

b. [環境のインポート] をクリックします。[環境のインポート] ダイアログボックスで [参照] をク
リックし、古い CCS 環境をエクスポートしたファイルを選択して [OK] をクリックします。プロ
ンプトが表⽰されたら、移⾏を確認します。

c. 「環境を最新バージョンに移⾏しますか?」と尋ねられたら、[はい] をクリックします。CCS は古
い環境をインポートして、そのデータを新しい Optimize 論理サーバに移⾏します。

3. インポートした環境に関連付けられたデータベースプール定義に対応するように、以下の⼿順に従っ
て、データベースプール接続設定を更新します。

a. [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [環境] > [データベースプール設定] ページに移動し
ます。

b. [プール] 列で、インポートしたデータベースプールをクリックします。

c. [プールの設定] 領域で、[接続数の最⼩値] フィールドに 8 を指定し、[接続数の最⼤値] フィール
ドに 60 を指定します。

d. データベース接続情報が正しいことを確認します。[データベース接続] 領域で [テスト] をクリック
し、ページの下部にメッセージ [テストに合格しました。] が表⽰されることを確認します。

e. [保存] をクリックします。

4. [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [環境] > [環境の定義] ページに移動します。[環境名]
の下で、インポートした環境をクリックします。
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5. 新しいリリースで、古いリリースで使⽤していたものとは異なる JMS プロバイダを使⽤している場合
は、以下の⼿順に従います。

a. [サーバの設定] タブをクリックします。[設定] で、[デフォルトの設定] ツリーを開いて [JNDI
Configuration] をクリックします。

b. [Naming Factory Type] リストで、新しいリリースで使⽤している JMS プロバイダをクリッ
クします。webMethods Broker を使⽤している場合は、[Broker Name] フィールドに⼊⼒し
ます。Universal Messaging を使⽤している場合は、フィールドをクリアします。

c. [エンドポイントのマップ] タブをクリックします。JMS プロバイダの最初の [受信接続] フィールド
で、webMethods Broker を使⽤している場合は「broker」、Universal Messaging を使⽤して
いる場合は「nsp」と⼊⼒します。2 番⽬のフィールドに、ポート番号を⼊⼒します。

d. [保存] をクリックします。

6. 環境の妥当性を検査するには、以下の⼿順に従います。

a.  アイコンを表⽰している各タブをクリックします ([検査] タブを除く)。タブの設定を変更
し、このタブに [保存] ボタンがある場合は、[保存] をクリックします。

b. [検査] タブを除くすべてのタブに  が表⽰されたら、[検査] タブをクリックします。

7. [Finish] をクリックします。

新しい Optimize 環境の展開
1. インストールした新しい Optimize コンポーネントを起動します。これらのコンポーネントに

は、Analytic Engine、Infrastructure Data Collector および Web Services Data Collector などが
あります。

2. 新しいリリースで使⽤している JMS プロバイダを起動します。

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

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

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

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

5. Analytic Engine を起動してから、[サーバ状態の確認] をクリックしてサーバが使⽤可能であるか確認
します (緑⾊のアイコン)。少し時間がかかる場合があります (15 分程度)。次に [保存] をクリックし
ます。

6. Analytic Engine を再起動します。
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webMethods Broker から Universal Messaging
への切り替え
古いリリースでは JMS プロバイダとして webMethods Broker を使⽤していて、新しいリリースでは
Universal Messaging を使⽤している場合、以下の⼿順に従います。

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

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

3. [Config] タブをクリックします。[グローバル値] を展開して、AllowRealmAdminFullAccess を
「true」に設定します。
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

Asset Build Environment の移⾏
old_Software AG_directory \common\AssetBuildEnvironment\master_build ディレクトリに移動し
て、build.properties ファイルを開きます。プロパティの値を新しいインストールの同じファイルにコピー
します。

Deployer の移⾏
1. このマニュアルで前述の特定の製品に関する章の⼿順に従って、古い Deployer で定義されたソース/

ターゲットの全製品サーバを新しいリリースにアップグレードして、すべての製品データとアセットを
新しいリリースに移⾏したことを確認します。

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

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

3. 古い Deployer と同じマシンに新しい Deployer をインストールした場合、古い Deployer で使⽤し
ていたポートを新しい Deployer でも使⽤する必要がある場合があります。同じポートを使⽤する場
合は、以下の⼿順に従います。

a. 古い Integration Server Administrator で、古い Deployer をホストする Integration Server
をポイントして、[セキュリティ] > [ポート] ページに移動します。

b. [ポートの追加] > [webMethods\HTTP] > [サブミット] をクリックします。ポートの詳細を⼊⼒
し、[有効] で [はい] をクリックし、パッケージ名の下にある [WmRoot] をクリックし、[変更
内容の保存] をクリックします。

c. [プライマリポートの変更] をクリックし、新しいポートをクリックして、[更新] をクリックしま
す。

d. 新しいポートの [アクセスモード] 列で、[編集] をクリックします。ポートの [アクセスモードの編
集] ページで、[アクセスモードのデフォルトを許可に設定] をクリックします。警告のポップアップで
[OK] をクリックします。メッセージ [ポートサービスアクセス設定のアクセスモードを正常に変

更しました] が表⽰されます。

e. 古いポートの [有効] 列の [はい] をクリックして、ポートを無効にします。
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4. 61 ページの「Integration Server およびホストされている Wm パッケージの移⾏」の⼿順を使⽤し
て、Deployer 設定、サーバエイリアス、ターゲットグループおよびプロジェクトを移⾏します。

Application Platform の移⾏
1. Asset Build Environment および Deployer を使⽤して、Application Platform プロジェクトを

再構築および再展開します。⼿順については、『webMethods Application Platform
Userʼs Guide』を参照してください。

2. Application Platform 移⾏ユーティリティを実⾏します。Application Platform サポートパッ
ケージをホストする新しい Integration Server インスタンス、または新しい Application
Platform プロジェクトバンドルをホストする新しい My webMethods Server インスタンス
をホストする各マシン上でコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory \common\migrate\AppPlatform\bin ディレクトリに移動し、以下のコ
マンドを実⾏します。migrateold_release sbs.dat ファイルに対しては、ピリオドなしで
old_release  を指定します (980、9100 など)。
migrate.{bat|sh} 
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_release sbs.dat
-silent true
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

移⾏の前に
新旧の Apama が別々のマシンにある場合は、展開スクリプト (ant スクリプトとプロパティファイル) を
更新して、新しいインストールの正しいホスト名を指定します。

新旧の Apama が同じマシン上にある場合は、古いインストールがシャットダウンされていることを確認
します。

Apama のアップグレードの完了
1. ant スクリプトを実⾏して、プロジェクト内の⽣成されたアーティファクトの再構築を強制的に実⾏し

ます (Apama クエリ、シナリオ、Apama API を使⽤した Java/C/C++/.NET コードなど)。構築の
出⼒でのエラーと警告の確認

2. UAT (User Acceptance Testing) 環境で実⾏し、移⾏されたアプリケーションを新しい Apama に注
⼊します。コリレータログのエラーまたは警告をスキャンします。すべてのシステムテスト (PySys テ
ストケースなど) を再実⾏し、アプリケーションが予想通りに動作することを確認します。
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

API-Portal の移⾏
1. 新旧の API-Portal が同じマシン上にある場合、古い API-Portal がシャットダウンされていることを

確認してください。

2. 新しい API-Portal をクラスタ化された⾼可⽤性設定でインストールした場合は、すべてのノードが実
⾏中で、Zookeeper アンサンブルにアクセス可能であることを確認します。次に、REST サービスを
呼び出して、以下のようにすべてのノードを親ノードに登録します。ロードバランサポートのデフォル
トは 18005 です。

パラメータ 値

エンドポイント http://load_balancer_host :load_balancer_port /acc/rest/nodes/

メソッドタイプ POST

コンテンツタイ
プ

application/json

ペイロード
{"nodename": "host_name ", "hostname": "host_name ",
 "port": "cloud_agent_port "、"username": "Clous"、
 "password": "g3h31m“}

3. 新しい API-Portal Cloud Controller を起動します。

4. 次のコマンドを実⾏します。
acc> startall

5. 以前に作成したバックアップファイルから古いマスタテナントを新しい API-Portal に復元します。

外部
実⾏

以下のコマンドを実⾏します。

9.7 acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types = UMC
acc> restore tenant master from full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

9.8 acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=ECP,ADS,UMC
acc> restore tenant master from full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password
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外部
実⾏

以下のコマンドを実⾏します。

9.9、9.10acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types=ECP,ADS,UMC
acc> restore tenant master from full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

6. このマニュアルの以前の章で、API-Portal のテナントのリストを⽣成しています。リストの古いテ
ナントごとに (デフォルトテナントおよびマスタテナントを除く)、以下のコマンドを実⾏して新しい
API-Portal で対応するテナントを作成します。
cmd> cd new_Software_AG_directory \API_Portal\server\bin\work\
work_apiportalbundle_m\tools\bin
cmd> y-tenantmgmt.bat  -s http://load_balancer_host :load_balancer_port
-t tenant_name  createTenant -u your_user_name  -p your_password

7. ユーザ管理コンポーネント (http://host :port /umc) で、作成したテナントごとのライセンスをイ
ンポートします。

8. 新しい API-Portal Cloud Controller で、以下のコマンドを実⾏します。
acc> stop apiportalbundle_m
acc> start apiportalbundle_m

9. 作成した新しいテナントごとに、以下のコマンドを実⾏して、以前に作成したバックアップファイル
から対応する古いテナントのデータを新しい API-Portal に復元します。各ファイルのファイル拡張⼦
は .acb です。

重要: 復元処理中はテナントで作業できないことを API-Portal ユーザに知らせます。

重要: 新しいテナントに何らかのデータが含まれている場合、そのデータは古いテナントから復元する
データに置換されます。
acc> set acc config backup.restore.tenant.app.types = UMC, ABS, ADS, ECP
acc>  restore tenant tenant_name  from full_path_to_backup_file
username=your_user_name  password=your_password

10.以下のコマンドを実⾏します。
acc> stop apiportalbundle_m
acc> start apiportalbundle_m

11.古い API-Portal のカスタマイズされた表⽰を作成していた場合に、その表⽰をバックアップしま
した。バックアップからカスタマイズされた表⽰を復元する⼿順については、『webMethods
API-Portal Customization Guide』のバックアップと復元についての節を参照してくださ
い。

CentraSite の移⾏
CentraSite スクリプトは、古い CentraSite の設定データと、古いレジストリリポジトリのアセットを、
新しい CentraSite インストールに移⾏します。また、古いレジストリリポジトリの LDAP 設定を、新しい
CentraSite JAAS 設定に変換し、移⾏します。
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1. 先ほど作成した圧縮ファイルから、設定データとアセットをインポートします。コマンドウィンドウま
たはシェルを開いて、new_Software AG_directory \CentraSite\utilities ディレクトリに
移動し、次のコマンドを実⾏します。
sbsImport.{cmd|sh} \full_path_to_ZIP_file

このコマンドの例: .\sbsImport.sh \tmp\sbs_cs82_data.zip

2. 新しい CentraSite を起動します。

3. 9.0、9.5 または 9.6 からのアップグレード: LDAP 設定を新しい JAAS 設定に変換および移⾏しま
す。new_Software AG_directory \CentraSite\utilities ディレクトリから以下のコマンド
を実⾏します。
CentraSiteCommand.{cmd|sh} generate JaasConfiguration -url CentraSite_new_URL
-user CentraSite_new_admin_user  -password password

このスクリプトは、古い LDAP 設定に対応する JAAS LoginModule エントリを⽣成
し、new_Software AG_directory \CentraSite\profiles\CTP\configuration ディレクトリ内
の jaas.config ファイルにエントリを保存します。各 LDAP ドメインに対して、このスクリプト
は内部 (CentraSite) プロパティを外部 (LDAP) プロパティにマッピングするユーザおよびグルー
プファイルを作成し、new_Software AG_directory \CentraSite\profiles\CTP\configuration
\com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリ内にファイルを保存します。

4. CentraSite でシングルサインオンを使⽤する場合は、以下の⼿順に従います。

a. 新旧の Soware AG_directory \CentraSite\profiles\CTP\configuration ディレクトリ内の
jaas.config ファイルを開きます。古いファイルから新しいファイルに、以下をコピーします。

受信 HTTP ヘッダーからユーザ ID を抽出する ServletHeaderLoginModule

SimpleNameMappingLoginModule (使⽤している場合)

抽出されたユーザ ID の処理に使⽤しているその他のエントリ

新しい jaas.config ファイルは、次のように表⽰されます。

CentraSite {
com.softwareag.centrasite.security.cache.ShortTermTokenLoginModule sufficient;
 com.softwareag.security.jaas.login.internal.InternalLoginModule sufficient
 ...
 com.softwareag.security.sin.is.ldap.lm.LDAPLoginModule sufficient
 ...
 com.softwareag.security.jaas.login.modules.ServletHeaderLoginModule 
required
 ...
 com.softwareag.security.jaas.login.modules.SimpleNameMappingLoginModule 
required
 ...
 com.softwareag.security.sin.is.ldap.lm.LDAPLoginModule required
 ...
};

ShortTermTokenLoginModule が、委任された認証を CentraSite に確⽴し、セキュアな内部通
信を実⾏します。初期 InternalLoginModule は、通常、INTERNAL ドメインのユーザ専⽤であ
り、初期 LDAPLoginModule は、シングルサインオンを使⽤せず直接ログインする LDAP ユーザ
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⽤です。シングルサインオンログインのみが必要な場合は、初期 InternalLoginModule および
LDAPLoginModule を削除することができます。

b. LDAP 設定を設定し、LDAP 経由で抽出したユーザ ID を解決します。⽣成された LDAP ログイ
ンモジュールを変更して、シングルサインオン関連のオプション (技術ユーザなど) を有効にしま
す。必要な場合は、LDAP シングルサインオンの技術ユーザクレデンシャルを適⽤します。

5. 先ほどメモに書きとめた CentraSite Control の設定を変更します。

6. CentraSite Control の GUI 拡張であるプラグインを古い CentraSite インストールにインストールし
ていた場合は、新しい CentraSite インストールにインストールします。

7. API-Portal を CentraSite と共に使⽤する場合は、古いリリースで作成したすべての API-Portal イン
スタンスを新しい API-Portal に再パブリッシュします。⼿順については、CentraSite のマニュアルを
参照してください。
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これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

メモ: 9.10 リリースで Presto は Business Analytics という名前に変更されました。この章では、9.10 よ
り前のリリースを表す場合に「Presto」または「古い製品」を使⽤します。

概要
この章では、Presto 3.6、3.7、3.8、3.9、9.9、または 9.10 から Business Analytics 9.12 への
アップグレードを完了する⽅法について説明します。3.6 以前のリリースからアップグレードする場合
は、Software AG Global Consulting Services までご連絡ください。

メモ: Presto 9.9 以前のリリースから Business Analytics 9.12 へ直接アップグレードすることはできませ
ん。代わりに、Presto 9.9 以前のリリースから Business Analytics 9.10 へアップグレードして、その次
に、Business Analytics 9.10 から Business Analytics 9.12 へアップグレードします。

Business Analytics は、マッシュアップ、マッシャブル、アプリケーション、ワークスペースなどのすべ
てのデータをリポジトリに保存します。アップグレードするには、古いリポジトリを使⽤するように新しい
Business Analytics を設定します。古い製品の機能に拡張機能を展開している場合 (マッシュアップ内で
スクリプトを使⽤して、スクリプトをファイルに保存している場合など) は、新しい Business Analytics
インストールに拡張機能をコピーする必要があります。

Business Analytics リポジトリの設定

埋め込みの Derby データベースを使⽤する場合のリポジトリの設
定
古いリポジトリに埋め込みの Derby データベースを使⽤する場合は、以下の⼿順に従います。

1. 新しい Business Analytics には、事前⼊⼒された Derby リポジトリが付属していま
す。new_Software AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs
\bin に移動して、mashzonenextgenrepository ディレクトリの名前を変更します (例:
mashzonenextgenrepository_orig)。

2. 3.7、3.8、3.9、9.9 からのアップグレード: old_Software AG_directory \Presto
\apache-tomee-jaxrs\bin ディレクトリに移動して、prestorepository ディレクトリと
mashzonerepository ディレクトリを new_Software AG_directory \MashZoneNG
\apache-tomee-jaxrs\bin ディレクトリにコピーします。新しいインストールで prestorepository
ディレクトリの名前を mashzonenextgenrepository に変更します。
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3. 9.10 からのアップグレード: old_Software AG_directory \Presto\apachetomee-jaxrs
\bin ディレクトリに移動して、mashzonenextgenrepository ディレクトリと mashzonerepository
ディレクトリを new_Software AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\bin
ディレクトリにコピーします。

4. 3.6 からのアップグレード: old_Software AG_directory \Presto\prestorepository
\derby ディレクトリに移動して、prestorepository ディレクトリを new_Software
AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\bin ディレクトリにコピーします。新しい
インストールで prestorepository ディレクトリの名前を mashzonenextgenrepository に変更しま
す。

その他のデータベースを使⽤する場合のリポジトリの設定
古いリポジトリで MySQL、Oracle、PostGres、SQL Server を使⽤していた場合は、以下の⼿順に従いま
す。

1. old_Software AG_directory \Presto\apache-tomee-jaxrs\lib ディレク
トリに移動し、データベースの JDBC ドライバの jar ファイルを new_Software
AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\lib ディレクトリにコピーします。

データベース JDBC ドライバの jar ファイル

MySQL mysql-connector-java-5.1.31.jar

Oracle ojdbc6.jar

PostGres postgresql-9.2.1004.jdbc4.jar

SQL Server jtds-1.3.1.jar

2. 古い製品で MySQL、Oracle、SQL Server を使⽤していた場合は、以下の⼿順に従います。

a. new_Soware AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\webapps\presto
\WEB-INF\lib ディレクトリに移動し、jackbe-presto-rds-postgre-derby-9.10.jar ファイルを
削除します。

b. new_Soware AG_directory \MashZoneNG\prestorepository ディレクトリに移
動し、jackbe-presto-rds-oracle-mysql-mssql-9.10.jar ファイルを new_Soware
AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\webapps\presto\WEB-INF\lib ディレ
クトリにコピーします。

3. 3.7、3.8、3.9、9.9、または 9.10 からのアップグレード: old_Software
AG_directory \Presto\apache-tomee-jaxrs\conf ディレクトリに移動して、tomee.xml ファ
イルを new_Software AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\conf ディ
レクトリにコピーします。次に、old_Software AG_directory \Presto\apache-tomee-
jaxrs\webapps\presto\WEB-INF\classes ディレクトリに移動し、rdsJdbc.properties ファイル
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を new_Software AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\webapps\presto
\WEB-INF\classes ディレクトリにコピーします。

4. 3.6 からのアップグレード: 既存のリポジトリを使⽤するように新しい Business Analytics を設定し
ます。⼿順については、『MashZone NextGen Business Analytics Installation
and Administration Guide』の「Getting Started with Business Analytics」、次に
「Move the Business Analytics Repositories to a Robust Database Solution」を参照してくださ
い。⼿順 1〜4 はスキップし、⼿順 5 から開始します。

9.10 からのアップグレード: 古いリポジトリから新しいリポジ
トリへのデータの追加
Business Analytics 9.10 には mashzonerepository と mashzonenextgenrepository の 2 つのリポジ
トリがありました。Business Analytics 9.12 には mashzonenextgenrepository リポジトリが 1 つだけ
あります。新しい mashzonenextgenrepository には、古い mashzonenextgenrepository からのデータ
は既に含まれていますが、古い mashzonerepository からのデータは⼿動で追加する必要があります。

1. new_Software AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\webapps\presto
\WEB-INF ディレクトリに移動し、テキストエディタで web.xml ファイルを開き、ファイルの最後
の </web-app> 終了タグの直前にこの XML <resource-ref> エレメントを追加します。
<resource-ref>
        <description>DB Connection</description>
        <res-ref-name>amzDatabase</res-ref-name>
        <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
        <res-auth>Container</res-auth>
</resource-ref>

2. Business Analytics サーバを起動します。

amzDatabase からのデータは⾃動的に mashzonenextgenrepository に移⾏され、amzDatabase
は使⽤されなくなります。

3. サーバをシャットダウンします。

4. new_Software AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\webapps\presto
\WEB-INF ディレクトリに移動し、テキストエディタで web.xml ファイルを開きます。先ほど追加
した <resource-ref> エレメントを削除して、ファイルを保存します。

5. new_Software AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\conf ディレクトリ
に移動し、tomee.xml ファイルを開きます。<Resource id="amzDatabase"> エレメントを削除して、
ファイルを保存します。

Business Analytics の設定の更新と拡張機能のコピー
ほとんどの Business Analytics 設定は、Business Analytics リポジトリに保存されています。この節で
は、リポジトリに保存されていない古い設定 (古い製品で展開したカスタムセキュリティプロファイルなど
の拡張機能など) をコピーする⽅法について説明します。⼿順は、古い製品で外部設定ディレクトリを使⽤
していたかどうかによって異なります。
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外部設定ディレクトリを使⽤していた場合の更新⽅法
1. 新しい Business Analytics をホストするアプリケーションサーバのクラスパスを更新して、

外部設定ディレクトリと任意のサブディレクトリで動作するように設定します。⼿順につ
いては、『MashZone NextGen Business Analytics Installation and
Administration Guide』の外部設定ディレクトリの設定に関するトピックを参照してくださ
い。

2. 以下に⽰した古い設定ファイル内で⾏った変更を、古い製品から新しい Business Analytics の対応す
るファイルに⼿動で移⾏します。設定が複雑なため、多くのテキストエディタで提供されている差異検
出ツールを使⽤することをお勧めします。

『MashZone NextGen Business Analytics Installation and Administration Guide』の内部設
定ファイルに関するトピックに記載されているすべてのファイル。

外部設定ディレクトリにある userRepositoryLdap.properties ファイル。

外部設定ディレクトリを使⽤していなかった場合の更新⽅法
1. 展開した拡張機能を、古い製品から新しい Business Analytics の対応するディレクトリにコピー

します。コピーが必要な拡張機能の⼀覧については、『MashZone NextGen Business
Analytics Installation and Administration Guide』を参照してください。

2. 以下に⽰した古い設定ファイル内で⾏った変更を、古い製品から新しい Business Analytics の対応す
るファイルに⼿動で移⾏します。設定が複雑なため、多くのテキストエディタで提供されている差異検
出ツールを使⽤することをお勧めします。

『MashZone NextGen Business Analytics Installation and Administration Guide』の内部設
定ファイルに関するセクションに記載されているすべてのファイル。

old_Software AG_directory \Presto\webapps\presto\WEB-INF\classes ディレクトリにあ
る userRepositoryLdap.properties ファイル。

アップグレードコマンドの実⾏

3.7 または 3.8 からのアップグレード: Integrated
MashZone のデータのコピーとアップグレードコマンドの実⾏
1. Business Analytics の Integrated MashZone Server は、追加データを保存します。以下の⼿順に

従って、データを新しい Business Analytics インストールにコピーします。

a. old_Soware AG_directory \Presto\mashzone\data\resources ディレクトリに移動し
て、ファイルを new_Soware AG_directory \MashZoneNG\mashzone\data\resources
ディレクトリにコピーします。
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b. old_Soware AG_directory \Presto\mashzone\data\jdbcdrivers ディレクトリに
移動して、ファイルを new_Soware AG_directory \MashZoneNG\mashzone\data
\jdbcdrivers ディレクトリにコピーします。

c. Business Analytics ハブの Admin Console に移動します。[MashZone] セクションを展開
し、[Server Settings] をクリックして [Resources] タブをクリックします。リソースディ
レクトリへのパスを確認します。いずれかのパスが古いインストールのディレクトリをポイン
トしている場合は、それらのディレクトリを新しい Business Analytics インストールにコピー
し、MashZone Administration 内のパスを更新して、新しい Business Analytics インストール
の正しい場所をポイントするように設定します。

2. Business Analytics サーバを起動します。コマンドウィンドウまたはシェルを開い
て、new_Software AG_directory \MashZoneNG\prestocli\bin ディレクトリに移動し、
次のコマンドを実⾏します。
.\padmin.bat runRequestFile -u Administrator -c -w manage
-f ..\..\upgrade\3.9\upgrade_3.9.0.jump.txt
.\padmin.bat importPolicy -u Administrator -w manage
-f ..\..\upgrade\3.9\Presto_RO_Policy.xml

3.9 からのアップグレード: Integrated MashZone のデータの
コピーとアップグレードコマンドの実⾏
1. Presto 3.9 で Integrated MashZone Feed Editor を使⽤していて、Feed Editor で使⽤するファ

イルまたは JDBC ドライバをアップロードしていた場合、それらのファイルとドライバを新しい
Business Analytics インストールにコピーする必要があります。さらに、デフォルトでは⾮表⽰にな
る Feed Editor を再び有効にする必要があります。

a. new_Soware AG_directory \MashZoneNG\apache-tomee-jaxrs\webapps\presto
\WEB-INF\classes ディレクトリに移動し、テキストエディタで presto.config ファイルを開き
ます。以下の⾏を検索します。
mashzone.administration.disabled = true 
mashzone.feededitor.disabled = true

上の各⾏に「false」を設定して、ファイルを保存します。

b. old_Soware AG_directory \Presto\mashzone\data\resources ディレクトリに移動し
て、ファイルを new_Soware AG_directory \MashZoneNG\mashzone\data\resources
ディレクトリにコピーします。

c. old_Soware AG_directory \Presto\mashzone\data\jdbcdrivers ディレクトリに
移動して、ファイルを new_Soware AG_directory \MashZoneNG\mashzone\data
\jdbcdrivers ディレクトリにコピーします。

d. 新しい Business Analytics サーバを起動し、Business Analytics Hub の Admin Console
に移動します。[MashZone] セクションを展開し、[Server Settings] をクリックしてから
[Resources] タブをクリックします。いずれかのパスが古いインストールのリソースディレクト
リをポイントしている場合は、それらのディレクトリを新しいインストールにコピーし、コピーさ
れたディレクトリにポイントするようにパスを更新します。
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2. ブラウザを開いて、URL「http://Business Analytics_server:Business Analytics_port/presto/hub/

dev/」を⼊⼒します。

3. 管理者としてログオンします。デフォルトのユーザ名およびパスワードは、Administrator および
manage です。

4. 左のナビゲーション領域の [Pick an API] フレームの下で、[PolicyService] を展開し、
[reloadPermissionSets] を選択します。

5. 右上の [Run] をクリックします。Business Analytics が reloadPermissionSets API コールを実
⾏し、[Request] フレームを設定します。

6. Presto 3.9 に展開されている RAQL ユーザ定義機能を新しい Business Analytics にコ
ピーします。old_Software AG_directory \Presto\raql-udfs ディレクトリ
に移動して、SampleRaqlLib ファイル以外のすべてのファイルを new_Software
AG_directory \MashZoneNG\raql-udfs ディレクトリに再帰的にコピーします。

7. JDBC 設定をアップグレードします。⼿順については、『MashZone NextGen Business
Analytics User and Developer Guide』を参照してください。

9.9 からのアップグレード: JDBC 設定のアップグレードとアップグ
レードコマンドの実⾏
1. JDBC 設定をアップグレードします。⼿順については、『MashZone NextGen Business

Analytics User and Developer Guide』を参照してください。

2. Business Analytics サーバを起動します。

3. コマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software AG_directory \MashZoneNG
\prestocli\bin ディレクトリに移動し、次のコマンドを実⾏します。
.\padmin.bat importPolicy -u Administrator -w manage
-f ..\..\upgrade\9.10\PrestoFilesPolicy.xml
.\padmin.bat runRequestFile -u Administrator -c -w manage
-f ..\..\upgrade\9.10\upgrade_9.10.0.jump.txt

9.10 からのアップグレード: フィードの移⾏とアップグレードコマンド
の実⾏
1. 9.10 MashZone Feed Editor で作成されたデータフィードは Business Analytics 9.12 でサポート

されていません。これらのデータフィードを使⽤する場合は、古いリリースからエクスポートして
Business Analytics 9.12 にインポートします。データフィードのエクスポートおよびインポートの
⼿順については、『MashZone NextGen Business Analytics Installation and
Administration Guide』を参照してください。

2. Business Analytics サーバが稼動していない場合は、サーバを起動します。

3. コマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software AG_directory \MashZoneNG
\prestocli\bin ディレクトリに移動し、次のコマンドを実⾏します。
.\padmin.bat runRequestFile -u Administrator -c -w manage  
-f ..\..\upgrade\9.12\upgrade_9.12.0.jump.txt"
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3.6 または 3.7 からのアップグレード: RAQL クエリーを使⽤する
マッシュアップの更新
Presto 3.8 以降には、マッシュアップで使⽤される RAQL クエリー構⽂への⼤幅な変更と追加が含まれ
ています。Presto 3.7 以前のマッシュアップがある場合、新しい Business Analytics で実⾏するように
RAQL クエリーを使⽤するマッシュアップを更新する必要があります。また、他のマッシュアップについ
ても、新しい RAQL クエリー構⽂を活⽤するためには必要に応じて更新してください。詳細については、
『MashZone NextGen Business Analytics User and Developer Guide』の古い RAQL クエリーから新
しいリリースへの移⾏に関するトピックを参照してください。

スナップショットリポジトリ接続情報の更新
古い製品でスナップショットを使⽤し、別のスナップショットリポジトリにデータを保存していた場合は、
以下の⼿順に従います。

1. Business Analytics サーバがまだ稼動していない場合は、サーバを起動します。

2. Administrator としてログオンし、Admin Console に移動します。

3. 古いスナップショットリポジトリで使⽤していた JDBC ドライバが、古いリポジトリで使⽤していた
ドライバと異なる場合は、old_Software AG_directory \Presto\apache-tomee-jaxrs\lib
ディレクトリに移動します。スナップショットリポジトリが含まれるデータベースの JDBC ドライ
バ jar ファイルを、new_Software AG_directory \MashZone\apache-tomee-jaxrs\lib
ディレクトリ内の同じファイルに上書きコピーします。

データベース JDBC ドライバの jar ファイル

Derby derby-embedded-10.5.3.jar

MySQL mysql-connector-java-5.1.31.jar

Oracle ojdbc6.jar

PostGres postgresql-9.2.1004.jdbc4.jar

SQL Server jtds-1.3.1.jar

4. 次のように、新しいスナップショットの設定を更新して、新しいスナップショットリポジトリをポイン
トするように設定します。

a. [JDBC Configuration] メニューを開き、[Datasources]、[SnapshotDatasource] の順に
クリックして、[Edit] をクリックします。



M
Odd Header

MashZone NextGen Business Analytics の移⾏

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 109

b. 必要に応じて、設定プロパティを編集します。プロパティの詳細については、『MashZone
NextGen Business Analycs Installaon and Administraon Guide』のデータソース
の追加に関するセクションを参照してください。

c. [保存] をクリックします。



M
Even Header

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 110



M
Odd Header

Mobile Suite の移⾏

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 111

13   Mobile Suite の移⾏

■   これまでの章をすべて読み、完了すること ........................................................................     112

■   9.7、9.8 または 9.9 からのアップグレード: Mobile Designer .............................................     112

■   Mobile Administrator の移⾏ ...............................................................................     112



M
Even Header

Mobile Suite の移⾏

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 112

これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

9.7、9.8 または 9.9 からのアップグレード: Mobile
Designer
これまで Software AG Designer の [モバイル開発] パースペクティブを使⽤してアプリケーションを作
成しており、今後もそのようにする場合、またはこれまでは Mobile Designer を使⽤してアプリケーショ
ンを作成していたが、今後は Software AG Designer の [モバイル開発] パースペクティブを使⽤する場合
は、以下の⼿順に従って、MOBILE_DESIGNER 環境変数を削除します。

これまで Mobile Designer を使⽤してアプリケーションを作成しており、今後もそのようにする場合、お
よび引き続き既存のビルド環境 (つまり Software AG Designer 以外の IDE や Jenkins) も使⽤する場合
は、以下の⼿順に従って MOBILE_DESIGNER 環境変数を削除します。次に、Mobile Designer Ant ター
ゲットを呼び出すときにプロパティ ‑Denv.MOBILE_DESIGNER=full_path_to_Mobile Designer を Ant に渡
します (たとえば「ant ‑Denv.MOBILE_DESIGNER=C:\SoftwareAG\MobileDesigner +Multi-Build」を⼊⼒し
ます)。

MOBILE_DESIGNER 環境変数を削除するには、以下の⼿順に従います。

システム ⼿順

Windows [コントロール パネル] に移動し、[システム]、[システムの詳細設定] をクリックしま
す。[詳細設定] タブで [環境変数] をクリックし、MOBILE_DESIGNER 環境変数
を削除します。次に、システムを再起動します。

Mac OS X .bash_profile、/etc/launchd.conf ファイルまたはその両⽅から
MOBILE_DESIGNER 環境変数を削除します。環境変数が含まれるファイル (複数
の場合あり) は、使⽤している Mac OS X のバージョン、および加えた変更内容に
よって異なります。次に、システムを再起動します。

Mobile Administrator の移⾏

概要
Mobile Administrator のアップグレードを完了するには、以下の⼿順に従います。

Mobile Administrator アップデータを実⾏し、Mobile Administrator ソースコードをアップグレード
して Mobile Administrator データベースを移⾏します。
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使⽤例に必要なすべての機能が設定されていることを確認します。

古い Mobile Administrator で使⽤していたビルドノードを更新します。

App Store Client を更新します。

アップデータの実⾏と設定の確認
1. Software AG_directory /MobileAdministrator ディレクトリに移動し、./update.sh コマン

ドを root で実⾏してアップデータを実⾏します。

2. 同じディレクトリで、\etc\init.d\appfresh-mobile start コマンドを実⾏して Mobile
Administrator を起動します。

3. Mobile Administrator で、[Settings] をクリックして、[Sites] をクリックし、ドメインをクリック
します。ドメインページで、[Configurationi Assistant] をクリックします。必要な機能がすべて
設定されていることを確認します。必要な場合は、⼿順に従って、設定されていない機能を設定しま
す。この⼿順をドメインごとに繰り返します。

ビルドノードの更新
1. 古い Mobile Administrator で Mac OS のビルドノードを使⽤している場合は、以下の⼿順を実⾏し

てビルドノードを更新します。

a. https://Mobile Administrator_URL /build_nodes の [Mobile Administrator] > [Build
Node] ページに移動します。appfresh-build-node-version .zip ファイルをダウンロードして、
任意のディレクトリにファイルを解凍します。

b. ビルドノードアプリケーションを起動します。[Install] タブの [Build Node] フィールド
で、表⽰されているビルドノードのバージョンがダウンロードしたビルドノードのバージョン
(appfresh-build-node-version .zip) と⼀致していることを確認します。

2. 古い Mobile Administrator で Windows 8 のビルドノードを使⽤している場合は、以下の⼿順を実⾏
してビルドノードを更新します。

a. Windows コントロールパネルに移動し、以前のビルドノードをアンインストールします。

b. https:/Mobile Administrator_URL /build_nodes の [Mobile Administrator] > [Build
Node] ページに移動します。AppFreshBuildNode-version .exe ファイルをダウンロードし、実
⾏します。

c. ビルドノードアプリケーションを起動します。[Build Node] タブで、[Start] をクリックして
ビルドノードを起動します。

App Store Client の更新
1. https://Mobile Administrator_URL /apps/appfresh-mobile-client/build ページに移動し

ます。

2. [Build Configuration] タブで、クライアントを更新するプラットフォームを選択し、[Launch
Selected Build Configs] をクリックして、App Store Client のビルドジョブを開始します。
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3. [Build Jobs] タブで、ビルドジョブが正常に完了したことを確認します。該当するビルドノード
は、https://Mobile Administrator_URL /build_nodes ページに表⽰されます。表⽰されな
い場合は、ビルドジョブをクリックして、問題の診断に役⽴つ詳細を表⽰します。



M
Odd Header
OneData の移⾏

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 115

14   OneData の移⾏

■   これまでの章をすべて読み、完了すること ........................................................................     116

■   移⾏の前に ........................................................................................................     116

■   OneData 移⾏ユーティリティの実⾏ ............................................................................     116

■   OneData のアップグレードの完了 ...............................................................................    116



M
Even Header
OneData の移⾏

Software AG 製品のアップグレード バージョン 9.12 116

これまでの章をすべて読み、完了すること

この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、製品
に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

移⾏の前に
1. 新旧の OneData が同じマシン上にある場合、古い OneData がシャットダウンされていることを確認

してください。

2. new_Software AG_directory \profiles\ODE\bin\migrate ディレクトリに移動
し、migrate.bat と migrate.sh ファイルを開き、JAVA_DIR プロパティを new_Software
AG_directory \jvm\jvm に設定します。

OneData 移⾏ユーティリティの実⾏
OneData 移⾏ユーティリティは設定データを移⾏します。

OneData 移⾏ユーティリティは、何も情報を⼊⼒せずに実⾏されます。エラーが発⽣すると、ユーティリ
ティは終了します。

移⾏ユーティリティの動作の概要については、40 ページの「移⾏ユーティリティ」を参照してください。

新しい OneData をホストしているマシン上でコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory \profiles\ODE\bin\migrate ディレクトリに移動し、下のコマンドを実⾏します。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software AG_directory|ZIP_file}
-silent true

データを移⾏する前に、ユーティリティは new_SoftwareAG_directory \profiles\ODE\bin\onedata
\config ディレクトリ内の新しい設定データを含むファイルをバックアップします。バックアップファイル
には、.bck という拡張⼦が付いています。

OneData のアップグレードの完了
1. 古い OneData Java サービスラッパーをカスタマイズしている場合は、古い custom_wrapper.conf

ファイルから新しい custom_wrapper.conf ファイルにカスタマイズをコピーします。これらのファ
イルは Software AG_directory \profiles\ODE\configuration ディレクトリにあります。

メモ: 『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』に記載されているよう
に、Software AG の指⽰がない限り、wrapper.conf ファイルを変更しないでください。ただし、古
い wrapper.conf ファイルを間違えて変更した場合は、古い wrapper.conf ファイル内で変更したプ
ロパティの値を、新しい custom_wrapper.conf ファイルの対応するプロパティに⼿動でコピーしま
す。
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2. OneData に JMS を使⽤している場合は、以前にバックアップしたクライアント jar ファイルを
new_Software AG_directory \profiles\ODE\webapp\onedata\WEB-INF\lib ディレク
トリにコピーします。

3. OneData でケルベロス認証を使⽤している場合は、以前に作成した
web.xml、server.xml、jaas.config、custom_wrapper.conf、com.softwareag.jaas.realm.
pid-SSO_realm_name .properties ファイルのバックアップを使⽤して再設定します。⼿順に
ついては、『Administering webMethods OneData』を参照してください。

4. new_Software AG_directory \profiles\ODE\configuration
\com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリに移動します。3 つの
com.softwareag.catalina.resource.pid-onedataschema Db1.properties ファイルを開きま
す。schema  は md、wa、または ra です。maxIdle、maxActive、maxWait などのデータベー
スパラメータの値を古いインストールから以前にメモした値に置き換えます。
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Software AG Event Routing の移⾏
イベントルーティングコンポーネントは、製品と共に⾃動的にインストールされます。これらのコンポーネ
ントは、Event Type Store、Event Persistence、Event Routing および NERV です。

移⾏の前に
実⾏されている新しい製品がないことを確認します。

Software AG Event Routing 移⾏ユーティリティの実⾏
Software AG Event Routing 移⾏ユーティリティは、以下の内容を移⾏します。

Event Type Store

9.9 または 9.10 からのアップグレード: すべての製品の Event Routing 設定

NERV を使⽤する Software AG DesignerEvent Bus Console 接続設定

NERV 設定バンドル (展開済みの場合)

Software AG Event Routing 移⾏ユーティリティは、何も情報を⼊⼒せずに実⾏されます。エラーが発⽣
すると、ユーティリティは終了します。

移⾏ユーティリティの動作の概要については、40 ページの「移⾏ユーティリティ」を参照してください。

新しい製品をホストするマシンでコマンドウィンドウまたはシェルを開いて、new_Software
AG_directory \common\migrate\EDA\bin ディレクトリに移動し、以下のコマンドを実⾏しま
す。migrateold_release sbs.dat ファイルに対しては、ピリオドなしで old_release  を指定します
(980、9100 など)。

migrate.{bat|sh}
{-srcDir|-srcFile} full_path_to_{old_Software
AG_directory|ZIP_file}
-importFile migrateold_release sbs.dat
-silent true

配信されていないイベントの移⾏
new_Software AG_directory \install\log ディレクトリに移動し、migrationLog.txt ファイルを開きま
す。1 つ以上の製品で以下のメッセージが表⽰された場合、古いインストールでこれらの製品に配信された
イベントは、製品がシャットダウンされる前に通知されていません。

警告: これらのイベントは、IP ストレージ location_of_old_storage_file  に残ります。
これらのイベントは自動的に移行されず、
新しいインストールのイベントルーティングで再配信されません。これらのイベントを手動で移行する方法については、
アップグレードガイドを参照してください。

Event Routing を有効にして、新しいインストールにイベントを配信するには、古いストレージファイル
を新しいインストールにコピーする必要があります。各メッセージについて、以下の⼿順に従います。
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メッセージに古いストレージパスの完全パスがある場合は、古いストレージファイルはデフォルトの
場所にあります (new_Software AG_directory \profiles\product \configuration\event\routing
\runtime\storage ディレクトリ)。古いストレージファイルを新しいインストールディレクトリの同
じ場所にコピーします。

メッセージで古いストレージファイル (c:\EventRoutingStorage\SomeName_Reliable.mem など)
が特定されたものの完全パスが提⽰されない場合は、古いストレージファイルはデフォルト以外の場所
にあります。

1. migrationLog.txt ファイルで、メッセージを適⽤する製品を決定します。

2. new_Software AG_directory \profiles\product \configuration\event\routing\runtime ディ
レクトリに移動します。

3. configuration.json ファイルを開き、storage-location プロパティを探します。

4. 古いストレージファイルをプロパティで指定されているディレクトリにコピーします。

イベント永続化サービスの移⾏
Event Persistence を使⽤して古いインストールのイベントを永続化した場合は、新しいサービスを新しい
インストールに設定します。

パスの更新
new_Software AG_directory \common\conf ディレクトリに移動
し、com.softwareag.eda.nerv.properties ファイルを開きます。JMS プロバイダの参照が新しい JMS プ
ロバイダをポイントしていることを確認し、更新ファイルシステムのパスが新しいインストールをポイント
していることを確認します。そうでない場合は、それらを更新します。

全製品の最終的なアップグレードタスクの完了
この章のタスクを実⾏する前に、先⾏するすべての章を注意深く読み、それらの章で⽰された順序で、
製品に適⽤されるすべてのタスクを完了してください。

新しい製品を設定します。⼿順については、新しいリリース⽤の製品マニュアルを参照してください。

古い製品とは別のマシンに新しい製品をインストールした場合は、新しい製品、製品間の接続、データ
ベーステーブルでホスト名を更新してください。このマニュアルではホスト名を更新するさまざまな場
所を⽰していますが、製品マニュアルの指⽰に従って新しい製品を設定するときに、正しいホスト名を
指定していることも確認してください。また新しい設定ファイルの絶対パスが有効な場所をポイントし
ていることを確認するか、これらを新しいマシンに合わせて正しい値に変更してください。マシンに異
なるオペレーティングシステムまたはハードウェアがある場合、JVM 設定が正しいことを確認してく
ださい。

Software AG インフラストラクチャ向けの Readme を含む、新しいリリースの製品 Readme をお読
みください。すべての Readme は、Software AG Documentation websiteから⼊⼿できます。製品
の Readme には次のような情報が含まれます。
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製品の重要な情報、既知の問題と解決された問題。

製品動作、サービス、パラメータ、プロパティ、API の変更 (つまり、追加、変更、廃⽌、削
除)。これらの変更に対応するために、移⾏後に製品ファイルまたはアセットの変更が必要になる
ことがあるので、この情報は特に重要です。

製品の Readme には、リリース 9.5 以降の情報が含まれます。ご使⽤の古いリリースの次のリリース
から新しいリリースまでに関する情報を参照してください。たとえば、9.0 から 9.12 にアップグレー
ドする場合は、リリース 9.5 から 9.10 までの情報を参照してください。

インストールしたら、必要に応じて新旧の両製品を⾃動的に起動しないように、製品の Windows
サービスを [⼿動] に設定するか、UNIX デーモンを起動するスクリプトを無効にします。新しい環境
が整ったら、古い製品を停⽌した後に、新しい製品の運⽤の開始時に、Windows サービスを [⾃動]
に再設定するか、UNIX スクリプトを再び有効にすることができます。

新しい環境のテストが完了した後で、圧縮ファイルや圧縮ファイルから抽出したファイルを新しいマ
シンから削除したり、または、古いマシンから製品をアンインストールすることにより、ディスク
容量として再利⽤することができます。古い製品をアンインストールするには、古いリリース⽤の
Software AG Uninstaller を使⽤する必要があります。
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