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アーキテクチャー
ALM Octaneは、単一ノードとして、またはクラスター設定でセットアップできます。以下の図
は、単一ノード設定およびクラスター設定のシステムアーキテクチャーを表しています。図の後
には、各コンポーネントに関する説明が記載されています。

l 「基本設定」(4ページ)
l 「エンタープライズ設定」(6ページ)
l 「コンポーネント」(7ページ)

基本設定
次の図は、単一ノード設定のシステムアーキテクチャーを表しています。

注: ALM Octane、データベース、およびElasticsearchの各サーバーは、別々のマシンに

配置する必要があります。
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エンタープライズ設定
次の図は、エンタープライズ向けのクラスター設定のシステムアーキテクチャーを表しています。
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コンポーネント

コンポーネント 説明

ALMOctaneクライアント クライアントはHTTP/HTTPSを介してALMOctaneサーバーと通信しま

す。

Integration Bridgeおよび外部

ソース

エンタープライズ設定 : Integration Bridgeにより、ALMOctaneと外部ア

プリケーションを統合することができます (「組織外」との通信 )。

これは通常はオプションですが、同期を行う場合は必要になります。ま

た、エンドポイントURLへのURLの呼び出しルール、SaaSデプロイメント、

およびMicro Focus SaaSとオンプレミスデプロイメントとの間の通信にも使

用されます。

ALMOctaneサーバーアプリケー

ションノード

ALMOctaneからのクライアント要求を、デプロイされたアプリケーションに

ディスパッチします。

注: ALMOctane、データベース、およびElasticsearchの各サー

バーは、別々のマシンに配置する必要があります。

ALMOctaneアプリケーション追

加クラスター (同期 )ノード

クラスター設定 : クラスターは、複数のアプリケーションサーバーをまとめて

1つのシステムとして実行するものです。クラスター内の各アプリケーション

サーバーは、「ノード」と呼ばれます。

l すべてのノードは、サイトデータベーススキーマが存在するデータベース

サーバーにアクセスできる必要があります。

l すべてのノードはリポジトリにアクセスできる必要があります。

一般に、リポジトリはNFSサーバーまたはSANサーバー上に配置され

ます。

l すべてのノードは相互にアクセスできる必要があります。

Integration Bridgeサービスノード このサービスは、 Integration BridgeとSynchronizerとの間の情報のやり取

りを処理します。

Synchronizerサービスノード このサービスノードは、ALMOctaneとALMの間の同期を処理します。ま

た、テクニカルプレビューとして、ALMOctaneとJIRAの同期もサポートされ

ています。

リポジトリ/ファイルシステム テンプレートや添付など、システム内のすべてのプロジェクトで使用するす

べてのファイルを格納します。

クラスター設定 : クラスター化した環境で使用する場合は、すべてのノー

ドからリポジトリにアクセスできる必要があります。また、すべてのノードで

同じパスを使用するようにリポジトリを設定する必要があります。
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コンポーネント 説明

データベースサーバー リレーショナルデータベース管理システム (Oracle RACまたはMicrosoft
SQL Serverのいずれか)。

データベースサーバーには、次のスキーマが格納されます。

l スペーススキーマ:ワークスペース、ユーザー、ロールなどの、スペースの

すべての情報。

l サイトスキーマ:データベースサーバー、クラスターノード、SMTPサー

バー、および設定などの、サイトに関連するすべての情報が格納され

ます。

このサーバーは他のアプリケーションと共有できます。ただし、次の制約が

あります。

l データベースがすべてのアプリケーションの負荷に対応できる必要があ

ります。

l ALMOctaneの今後のバージョンで、データベースのアップグレードが必

要になる可能性があります。そのため、ALMOctaneに必要なデータ

ベースバージョンが、同じデータベースを共有している他のアプリケー

ションでサポートされない場合に、データの移行が必要になる可能性

があります。

注: ALMOctane、データベース、およびElasticsearchの各サー

バーは、別々のマシンに配置する必要があります。
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コンポーネント 説明

Elasticsearchサーバー (またはク

ラスター)
Javaベースのオープンソースの検索エンジン。このコンポーネントは、グロー

バル検索やトレンドなど、アプリケーションのさまざまな側面で使用されま

す。

このサーバーは他のアプリケーションと共有できます。ただし、次の制約が

あります。

l データベースがすべてのアプリケーションの負荷に対応できる必要があ

ります。

l ALMOctaneの今後のバージョンで、データベースのアップグレードが必

要になる可能性があります。そのため、ALMOctaneに必要なデータ

ベースバージョンが、同じデータベースを共有している他のアプリケー

ションでサポートされない場合に、データの移行が必要になる可能性

があります。

注: ALMOctane、データベース、およびElasticsearchの各サー

バーは、別々のマシンに配置する必要があります。

ALMOctaneを使用するには、Elasticsearchサーバーを稼働させる必要

があります。詳細については、ナレッジベースの記事KM02494295を参照

してください。

ロードバランサー クラスター設定 :ロードバランサーを使用する場合、クライアント要求は

ロードバランサーに送信され、クラスター内のサーバーの可用性に従って

分配されます。

ロードバランサーを使用する場合は、SSLオフロードを利用することをお勧

めします。

高可用性ロードバランサー クラスター設定 :高可用性ロードバランサーには、1台の物理ロードバラ

ンサーの複数の仮想 IPアドレス (VIP)を使用できます。

DMZ 非武装地帯 (オプション)。

高可用性リバースプロキシおよび

SSLオフロード

クラスター設定 : ソフトウェアソリューション (NGINXなど)を使用したオプ

ションのロードバランシング設定。

SMTP メールサーバー。

Jenkins (ALMOctaneプラグイン

を使用 )
エンタープライズ設定 :お使いのCIサーバーでHPE Application
Automation Toolsプラグインを使用することで、ALMOctaneとJenkins CI
サーバーを統合できます。

TeamCity、Bamboo、または

TFSサーバー (ALMOctaneプラグ

インを使用 )

エンタープライズ設定 :お使いのCIサーバーでALM Octane CIプラグイン

を使用することで、ALMOctaneとTeamCity、Bamboo、またはTFS CI
サーバーを統合できます。
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コンポーネント 説明

Slack Slackと統合することで、バックログ項目またはパイプライン実行の失敗に

関するすべての関係者によるコラボレーションとコミュニケーションが可能に

なります。Slackと統合するには、Slackをコラボレーションツールとして追

加して、ワークスペースに関連付けます。

Micro Focusの各種テストツール:
LeanFT、UFT、LoadRunner、
StormRunner Functional、
StormRunner Load、
Performance Center

ALMOctaneをMicro Focusのテストツールと統合できます。詳細について

は、ALMOctaneヘルプセンターのALMOctaneのDevOps統合に関す

るトピックを参照してください。

インストールのタイプ
このドキュメントでは、Microsoft WindowsでのALM Octaneサーバーのインストールの前提条
件と手順、および初期セットアップの手順について説明します。

タイプ 説明

このWindowsインストール インストールの対象 :

l 単一ノード。

l クラスター設定。

詳細については、「インストール」(19ページ)を参照してください。

参照情報 :
l 「前提条件」(12ページ)
l 「ALM Octaneのデプロイ」(20ページ)
l 「サイトの初期設定 」(22ページ)
l 「その他の設定項目の設定」(28ページ)

インストールの流れ
このドキュメントでは、ALM OctaneサーバーをWindowsにインストールする際の全体の流れに
ついて説明します。
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インストールプロセスは、大まかに以下の手順で構成されます。

前提条件

システムがハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしていることを確認します。

これには、権限のセットアップ、ポートの開放、データベース設定などが含まれます。

異なる3つのサーバーマシンが必要です。

l ALM Octaneサーバー

l データベースサーバー

l Elasticsearchサーバー

詳細については、「前提条件」(12ページ)を参照してください。

注:ナレッジベースの記事KM02707977のセキュリティに関する考慮事項を確認するこ

とをお勧めします。この記事には、ALM Octaneでセキュリティ保護の設定をセットアップ

する手順が記載されています。

デプロイメント

Windowsを搭載したALM Octaneサーバー専用のマシンにALM Octaneをデプロイします。

ALM Octaneをデプロイする際には、インストールプログラムを使用します。

標準設定のデプロイメントパスは、C:\octaneです。

デプロイに使用するコマンド : octane-onprem- <version>.exe

詳細については、「ALM Octaneのデプロイ」(20ページ)を参照してください。

設定

サイトの設定に関する次のファイルを編集して、ALM Octaneを設定します。

l setup.xml:初期設定用

l octane.yml:継続設定用

これらのファイルへのパスは、C:\octane\confです。

詳細については、「サイトの初期設定 」(22ページ)および「その他の設定項目の設定」(28
ページ)を参照してください。
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このマシンにすでにALM Octaneをインストールしている場合は、[スタート ] > [ALM Octane] >
[Update Settings]を選択します。詳細については、「設定の更新」(37ページ)を参照してく
ださい。

初期化

[スタート ] > [ALM Octane] > [Initialize Server] を選択します。

このときサーバーも起動します。

詳細については、「ALM Octaneサーバーの初期化」(37ページ)を参照してください。

確認とログイン

ALM Octaneが正しくインストールされていることを確認します。

ALM Octaneにログインします。詳細については、「ALM Octaneへのログイン」(38ページ)を参
照してください。

クラスター設定 (オプション)
最初のマシンでサーバーを起動した後に、追加の各クラスターノードを設定して初期化しま
す。詳細については、「クラスターのインストール (オプション)」(39ページ)を参照してください。

前提条件
お使いのシステムがシステム要件に記載された要件を満たしていることを確認します。

セキュリティ要件については、ソフトウェアセルフソルブナレッジベースの記事KM02707977を参
照してください。

このトピックの内容 :

l 「チェックリスト」(13ページ)
l 「権限」(16ページ)
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チェックリスト
以下の質問を使用して、インストールの準備状況を確認します。

カテゴリ 質問 ... 回答 ...

ALM Octaneをインストールするのはどのマシンです
か。

そのマシンには、クアッドコアAMD64プロセッサーまたは
同等のx86互換プロセッサーが搭載されていますか。

そのマシンに搭載されているメモリ容量はいくつです
か。

8GB以上必要です。サイトごとの推奨値について
は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

そのマシンに8GB以上の空きディスク容量があります
か。

サイトごとの推奨値については、カスタマーサポートま
でお問い合わせください。

そのマシンに搭載されているMicrosoft Windowsオペ
レーティングシステムは何ですか。

インストールユーザーとして使用するユーザー名とパス
ワードは何ですか。

お使いのブラウザーと画面解像度にALM Octaneが
対応していますか。

ALM Octaneのオンプレミスインストールでは、スキー
マ、オペレーティングシステム、ユーザーなどの名前で
英語の文字のみがサポートされます。確認しました
か。
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カテゴリ 質問 ... 回答 ...

Elasticsearch
は、ALM
Octaneでのトレ
ンドレポート作
成と検索機能
を有効にしま
す。

ALM Octaneの要件に合ったElasticsearchのバー
ジョンは何ですか。

Elasticsearchをダウンロードする必要がありますか。

Elasticsearchは、
https://www.elastic.co/downloads/past-
releases/elasticsearch-2-4-0からダウンロードできま
す。

ナレッジベースの記事KM02494295を確認しました
か。

どのマシンにElasticsearchをインストールしますか。

Elasticsearchポートは何ですか。標準設定 : 1521

このポートは初期インストール時に、setup.xmlの
ConnectionStringフィールドで定義できます。

その後は、siteadmin.xmlでポートを編集できます。

Elasticsearchへの送信方向の通信用のポートが開
いていることを確認しましたか。

標準設定では、送信方向のポートは開いています。

設定済みのElasticsearchクラスターの名前は何です
か。

ALM Octaneの要件に従ってElasticsearchが設定さ
れていますか。詳細については、データベースおよび
Elasticsearchを参照してください。

ALM OctaneサーバーからElasticsearchにアクセスで
きますか。
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カテゴリ 質問 ... 回答 ...

お使いのOracleバージョンはALM Octaneの要件に
合っていますか。

どのマシンにデータベースをインストールしますか。

Oracleデータベースポートは何ですか。標準設定 :
9300

このポートは初期インストール時にsetup.xmlで定義
できます。

その後は、siteadmin.xmlでポートを編集できます。

Oracleへの送信方向の通信用のポートが開いてい
ることを確認しましたか。

標準設定では、送信方向のポートは開いています。

データベースのJava Database Connectivity (JDBC)
のURLは何ですか。

データベース管理者のユーザー名とパスワードは何で
すか。

データベース管理者に必要な権限が付与されていま
すか。「権限」(16ページ)を参照してください。

どの表領域と一時表領域を使用できますか。

お使いのSQL ServerバージョンはALM Octaneの要
件に合っていますか。

どのマシンにデータベースをインストールしますか。

SQL Serverデータベースポートは何ですか。標準設
定 : 1433

データベース管理者のユーザー名とパスワードは何で
すか。

データベース管理者パワーユーザーに必要な権限が
付与されていますか。「権限」(16ページ)を参照して
ください。

ALM Octaneでは、どのMSSQLデータベースログイン
ユーザーとパスワードを使用できますか。
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カテゴリ 質問 ... 回答 ...

ALM OctaneサーバーにJDKをインストールする必要
がありますか。

お使いのJavaバージョンはALM Octaneの要件に合っ
ていますか。詳細については、JDKを参照してくださ
い。

Jettyの受信方向の通信用のポートが開いていること
を確認しましたか。

標準設定では、このポートは8080です。SSLの場合
は、8443です。

このポートは初期インストール時にoctane.ymlで定義
できます。

ALM Octaneが、クラスターの受信方向および送信
方向の通信を使用して、クラスター内のノード間で
通信できることを確認しましたか。

標準設定では、このポートは5701です。

このポートは初期インストール時にhazelcast.xmlで定
義できます。

権限

ファイルシステム

ALM Octaneをインストールするユーザーは、マシン上の管理者で、サービスを作成できる必
要があります。
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Oracleデータベース

これらは、setup.xmlファイルのDBAdminUser設定で指定するユーザー用に定義する権限で
す。詳細については、「DBAdminUser」(23ページ)を参照してください。

権限は、ALM Octaneの使用方法およびインストール方法によって異なります。

インストール時にALM Octaneでスキーマ、オブジェクト、およびテーブルを作成しますか。

はい ALM Octaneに次の管理者権限を持つOracleパワーユーザーを提供し
て、インストール時にALM Octaneでスキーマやオブジェクトを自動的に作
成できるようにします。

l CREATE USER
l CREATE SESSION WITH ADMIN OPTION
l CREATE TABLE WITH ADMIN OPTION
l CREATE SEQUENCE WITH ADMIN OPTION
l DROP USER (オプション)。この権限を提供しない場合は、DBAが責
任を持って不要なスキーマをクリーンアップする必要があります。

各サイトのデータベースをデータベース管理者が管理していて、ALM
Octaneで独自のスキーマを作成することが許可されていない場合は、こ
のパワーユーザーをインストール専用に一時的に作成することができま
す。このユーザーは、次の場合に削除できます。

l インストールが完了し、ALM Octaneへのログインに成功した場合。

l ALM Octaneのサイト管理者が、ALM Octaneのサイトの [設定 ]領域
でスペースを作成する際に選択できる既存のスキーマを使用してスペー
スを作成する場合。詳細については、『ALM Octaneユーザーガイド』
のスペースの作成に関する説明を参照してください。

いいえ ALM Octaneに、次の権限を持つ通常のOracleユーザーを提供します。
インストールを行う前にスキーマを作成します。

l CREATE TABLE
l CREATE SESSION
l CREATE SEQUENCE
l ユーザーのデフォルト表領域では、QUOTA句を無制限に設定してくだ
さい。
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SQL Serverデータベース

次のユーザーを使用してALM Octaneをインストールできます。

これは、setup.xmlファイルのDBAdminUser設定で定義するユーザーです。詳細については、
「DBAdminUser」(23ページ)を参照してください。

ユーザー 説明

sa、またはALM
Octaneのデータ
ベース管理者パ
ワーユーザー

セキュリティ上の理由からSQLのsaユーザーを使用できない場合は、
データベース管理者パワーユーザーを使用してALM Octaneをインス
トールします。このユーザーには、インストールのみに使用する一時的な
ユーザーを使用できます。

SQL Serverデータベース管理者に、ALM Octaneをインストールするの
に必要な、次の権限 (ロール)を持つ一時的なパワーユーザーを作成
するように依頼します。

l データベース作成者のdb_creatorロール

l セキュリティ管理者のsecurityadminロール

注 : ALM Octaneのデータベース管理ユーザーとALM Octaneの管理者
ユーザーが同じでないことが重要です。

SQL Serverデータベース管理者は、このパワーユーザーにoctane_
install_power_userなどの名前を付けることができます。

この一時的なパワーユーザーの削除の詳細については、「データベース
に関連する問題の処理」(60ページ)を参照してください。

ALM Octaneのデータベース管理者パワーユーザーを作成するには、次の手順を実行しま
す。

1. SQL Server Management Studioを開きます。

2. [オブジェクト エクスプローラー]ペインで、ALM Octaneデータベースサーバーの下にある
Securityフォルダーを展開します。

3. Loginsフォルダーを右クリックし、 [新しいログイン]を選択します。

4. ユーザー名に「octane_install_power_user」などと入力し、認証の種類を選択します
(必要に応じてパスワードを入力します)。

5. [サーバーロール]タブをクリックし、 [dbcreator]および [securityadmin]オプションをオンにしま
す。 [OK]をクリックします。

ALM Octaneのデータベース管理ユーザー (SQL Server認証 )をテストするには、次の手順
を実行します。

1. データベースの作成の権限を確認するには、次を実行します。

CREATE DATABASE <dbName> -- the database name must not already exist
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2. データベースの削除の権限を確認するには、次を実行します。

DROP DATABASE <database_name> -- the database name must exist

次のステップ
l 「ALM Octaneのデプロイ」(20ページ)

インストール
本項では、Microsoft Windowsを使用するオンプレミスのALM Octaneサーバーをインストール
する方法について説明します。

インストールする前に:

l サーバーがすべての前提条件を満たしていることを確認します。詳細については、「前提
条件」(12ページ)を参照してください。

l ナレッジベースの記事KM02707977のセキュリティに関する考慮事項を確認してください。

言語のサポート : ALM Octaneのオンプレミスインストールでは、英語のみがサポートされ

ます。これは、スキーマ、オペレーティングシステム、ユーザーなどの名前に対して英語の

文字のみを指定できることを意味します。

本項の内容

• ALMOctaneのデプロイ 20
• サイトの初期設定 22
• その他の設定項目の設定 28
• 設定の更新 37
• ALMOctaneサーバーの初期化 37
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ALMOctaneのデプロイ
本項では、ALM Octaneサーバーをインストールするのに必要なファイルをデプロイする方法に
ついて説明します。

インストールする前に:

l サーバーがすべての前提条件を満たしていることを確認します。詳細については、「前提
条件」(12ページ)を参照してください。

l ナレッジベースの記事KM02707977のセキュリティに関する考慮事項を確認してください。

インストール後 :
ALM Octaneをインストールすることで、次の処理が行われます。

l 適切なフォルダー構造が作成され、すべてのファイルが適切な場所にコピーされます。

l Micro Focus ALM Octaneサービスがインストールされ、オペレーティングシステムで認識され
るようになります。

本項の内容

l 「ALM Octaneのデプロイ」(20ページ)
l 「クラスターデプロイメント」(21ページ)

ALMOctaneをデプロイするには、次の手順を実行します。

1. 管理者として以下を実行して、ALM Octaneパッケージをインストールします。

setup.exe

[Next]をクリックします。

2. セットアップダイアログで、次の内容を設定します。

Installation
folder

ALM Octaneをインストールするフォルダー。標準設定はC:\octaneです。

スペースを含むフォルダー名を指定することはできません。

Service
user

サービスでローカルシステムアカウントを使用するか、特定のユーザーを使
用するかを指定します。

Service
user
domain

ALM Octaneサービスを開始するユーザーのドメイン。

[Service user]が特定のユーザーの場合に指定できます。
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Service
user name

ALM Octaneサービスを開始するユーザーの名前。

Microsoft SQL Serverを使用する場合、このユーザーには管理権限が
必要です。また、このユーザーはローカルの管理者である必要がありま
す。

[Service user]が特定のユーザーの場合に指定できます。

Password ALM Octaneサービスを開始するユーザーのパスワード。

[Service user]が特定のユーザーの場合に指定できます。

[Next]をクリックします。インストールが開始されファイルがデプロイされます。

3. [Finish]をクリックします。

4. 以下に対する完全な管理者のアクセス許可があることを確認します。

標準設定のフォ

ルダー

説明

C:\octane ALMOctaneのインストールフォルダーおよびそのすべてのサブフォルダーとファイル。こ

れらのファイルは、サーバーの設定に使用されます。

C:\octane\repo リポジトリフォルダー、およびそのサイトとスペースのサブディレクトリ

クラスター設定 :

l リポジトリフォルダーは、すべてのクラスターノードから参照できる共有フォルダー

である必要があります。

l すべてのノードで同じパス名を使用して、リポジトリパスを指定することが重要で

す。たとえば、1つ目のサーバーノードでパスをC:\octane\repoと定義し、追加

ノードでC:\opt\octane\repoと定義することはできません。

l リポジトリがリモートの専用マシン上に存在しない場合、リポジトリをC:\octane
に配置することはできません。

C:\octane\log ログファイルフォルダー。

5. 追加のクラスターノードにALM Octaneをインストールする場合は、「クラスターデプロイメン
ト」(21ページ)の手順を実行します。

クラスターデプロイメント

1. クラスターノードのIPアドレス (または完全修飾ドメイン名) を設定します。octane.ymlファイルで
ノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名を設定します。詳細については、「その他の
設定項目の設定」(28ページ)を参照してください。

2. ファイアウォールでポートが開いていることを確認します。ALM Octaneをクラスター構成でデプロ
イする場合、ALM Octaneはポート5701を介してクラスター内のノード間で通信する必要
があります。そのため、クラスターのノード同士が指定されたポートで通信できるようにファ
イアウォールを設定する必要があります。
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次のステップ
l 「サイトの初期設定 」(22ページ)

サイトの初期設定
サイトの初期設定は、setup.xmlファイルを使用して設定します。setup.xmlファイル内の設定
項目は、ALM Octaneのインストール時に設定する必要があります。これらの設定を後から変
更することはできません。

これらの設定項目を設定するには、setup.xmlファイルを編集します。
C:\octane\conf\setup.xml

変更を行う前に、setup.xmlファイルのローカルコピーを作成することをお勧めします。

また、セキュリティ上の理由から、setup.xmlはオフサイトの安全な場所に保管し、インストール
後に設定フォルダー (C:\octane\conf)から削除するようにしてください。

関連する設定項目の値を指定します。

l 「データベースサーバーの設定」(22ページ)
l 「Oracleサーバーの設定」(24ページ)
l 「SQLサーバーの設定」(25ページ)
l 「サイトアクション」(25ページ)
l 「スペースの設定」(26ページ)
l 「Elasticsearchの設定」(26ページ)
l 「サイト管理者の資格情報の設定」(27ページ)
l 「リポジトリの設定」(27ページ)
l 「サイトの初期設定 」(22ページ)
l 「その他の設定」(27ページ)

データベースサーバーの設定

DBType サポートされているデータベースのタイプ:

l ORACLE

l MSSQL

SchemaNa
me

インストール時にDBAdminUserによって作成されるサイトスキーマ、または組織のDBAに
よって指定されるサイトスキーマの名前。指定された名前を入力します。
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SchemaPa
ssword

Oracleの場合 :サイトスキーマのパスワード。指定されたパスワードを入力します。

Oracleを使用し、既存のサイトスキーマを使用 (FILL_EXISTINGサイトアクションを使用 )し
てインストールを行う場合は、DBAがサイトスキーマとスペーススキーマに対して定義するパス

ワードが、このSchemaPasswordと一致している必要があります。

SQL Serverの場合 : DbLoginUserのパスワード。詳細については、「DbLoginUser」(25
ページ) を参照してください。

DBAdmin
User

Oracleの場合:

l データベース管理者ユーザー (DBAdminUser)の名前。

l Oracleを使用し、既存のサイトスキーマを使用 (FILL_EXISTINGサイトアクションを使用 )
してインストールを行う場合は、代わりにSchemaNameを指定します。

SQL Serverの場合:

l これは、saユーザーまたは適切な権限を持つSQLServerのパワーユーザーです。

DBAdminUserの権限の詳細については、「権限」(16ページ)を参照してください。

DBAdmin
Password

Oracleの場合: データベース管理者ユーザー (DBAdminUser)のパスワード。

l #記号やアクセント記号付き文字 (ä、ç、ñなど)は使用しないでください。

l Oracleを使用し、既存のサイトスキーマを使用 (FILL_EXISTINGサイトアクションを使用 )
してインストールを行う場合は、代わりにSchemaPasswordを指定します。

SQL Serverの場合: saユーザーまたはDBAdminUserの設定で定義したSQLServerの
パワーユーザーのパスワード。

Windows用インストールガイド

ALM Octane

ALM Octane (12.55.17) 23 / 64ページ



Connectio
nString

Java Database Connectivity (JDBC)データベース接続文字列。これには、詳細情報とし

て、データベースタイプ、データベースサーバー名、データベースサーバーのポート番号、サービス

名が含まれます。

以下の説明では、セキュリティ保護されていないデータベースアクセスで文字列をセットアップす

る手順を示します。この接続文字列を使用することで、データベースへのセキュアアクセスを設

定することができます。詳細については、セキュリティで保護されたデータベースアクセスの設定

を参照してください。

Oracle
l TNSエイリアス名を使用した構文 :

TNSエイリアス名を使用するには、DBServerNameの設定の値を指定する必要がありま

す。

<entry
key="ConnectionString">jdbc:mercury:oracle:TNSNamesFile=/<
path>/tnsnames.ora;TNSServerName=<server_name></entry>

例 :

jdbc:mercury:oracle:TNSNamesFile=/etc/tnsnames.ora;TNSServerName=ora12

l サービス名を使用した構文 :

<entry key="ConnectionString">jdbc:mercury:oracle://<DB_SERVER_
NAME>:<DB_SERVER_PORT>;servicename=<DB_SERVICE_NAME></entry>

例 :

jdbc:mercury:oracle://dbserver1.net:1521;servicename=orcl

Oracle RACに接続するには、データベースサーバー名の代わりにSingle Client Access Name
(SCAN)を使用します。

SQL
構文 :

<entry key="ConnectionString">jdbc:mercury:sqlserver://DB_SERVER_NAME:DB_
SERVER_PORT</entry>

例 :

jdbc:mercury:sqlserver://dbserver1:1433

Oracleサーバーの設定

TableSpace サイトスキーマセグメントが作成されるOracleデータベースの表領域。大文字と小

文字が区別されます。
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TempTableSpace Oracleデータベースの一時表領域。大文字と小文字が区別されます。

DBServerName Oracleデータベースに接続するためのTNSエイリアス名。オプション。

「ConnectionString」(24ページ)と組み合わせて使用します。

例 : dbserver1.net

DBServerPort Oracleデータベースに接続するためのポート。

SQLサーバーの設定

DbLoginUser ALMOctane用のMSSQLデータベースログイン認証ユーザー。

このログインは、ALMOctaneのサイトおよびスペースのデータベースに関連付けられてい

ます。

SchemaPasswordの設定を使用して、DbLoginUserのパスワードを指定します。

#記号やアクセント記号付き文字 (ä、ç、ñなど)は使用しないでください。詳細について

は、「SchemaPassword」(23ページ)を参照してください。

DBLoginUserがすでに存在する場合は、そのユーザーのパスワードを使用してください。

サイトアクション

SiteAction設定では、インストールでのスキーマの処理方法を指定します。とりうる値は次のと
おりです。

CREATE_
NEW

このサイトアクションは、新規インストールに使用します。

新規サイトスキーマの作成、新規スペーススキーマの作成、および現在のノードの設定

を行います。

スキーマの作成の権限を持つDBAdminUserのみが新規のスキーマを作成できま

す。

作成するスキーマがすでに存在する場合、CREATE_NEWサイトアクションは失敗しま

す。
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FILL_
EXISTING

Oracleの場合 :データベース管理者ユーザーがスキーマを作成する権限を付与してい

ない場合、このサイトアクションを新規インストールに使用します。この場合は、組織の

DBAが新規サイトスキーマと新規スペーススキーマを作成します。

SQL Serverの場合 :サイトスキーマ用とスペーススキーマ用の2つのデータベースを作

成します。どちらのデータベースもDBAが作成します。既定の照合順序は、SQL_
Latin1_General_CP1_CI_AS (大文字と小文字を区別しない)です。

これらは必須であるため、SchemaNameおよびSharedSpaceSchemaNameの設

定でこれらのスキーマ/データベースを指定する必要があります。

Oracleの場合 : SharedSpaceSchemaNameのパスワードは、SchemaNameの
パスワードと同じである必要があります。

DBAがサイトスキーマとスペーススキーマに対して定義するパスワードは、どちらも

SchemaPasswordの設定と一致するようにします。

スペースの設定

SharedSpaceSchemaName FILL_EXISTINGサイトアクションにのみ関連します。

スペースを設定するには、SharedSpaceSchemaNameパラメーターを追

加して、このパラメーターをスペース用に指定されたスキーマの名前に設定し

ます。

DefaultSpaceMode ALMOctaneサーバーの起動時に初期スペースを作成するモード。使用でき

る値は次のとおりです。

l isolated:初期スペースに関連付けられたワークスペースで、エンティティ

またはカスタマイズ設定を共有しません。

l shared:初期スペースに関連付けられたワークスペースで、エンティティま

たはカスタマイズ設定を共有できます。

例 :

<entry key="DefaultSpaceMode">isolated</entry>

<entry key="DefaultSpaceMode">shared</entry>

Elasticsearchの設定

ALM Octaneを使用するには、Elasticsearchサーバーを稼働させる必要があります。詳細に
ついては、ナレッジベースの記事KM02494295を参照してください。

ElasticHost Elasticsearchを実行しているホストの名前。

Elasticsearchクラスターを実行している場合は、すべてのノードのホスト名をセミコ

ロン (;)で区切ります。

例 : host1;host2;host3
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ElasticPort Elasticsearchバイナリサービスを実行しているポート番号。

例 : 9300

ElasticClusterName Elasticsearchクラスターの名前。

サイト管理者の資格情報の設定

SiteAdministratorUser インストールによって作成されるサイト管理者ユーザーの名前。

このユーザー名には、電子メールアドレスを指定してください。ここで指定す

る電子メールアドレスは、後から作成することができます。

これは、インストール後に利用可能な唯一のユーザーです。他のユーザー

は後から追加できます。

SiteAdministratorPassword サイト管理者のパスワード。パスワードは、長さが8文字以上で、少なくとも

1個の英大文字、少なくとも1個の英小文字、および少なくとも1個の数字

または記号を含める必要があります。

#記号やアクセント記号付き文字 (ä、ç、ñなど)は使用しないでください。

リポジトリの設定

RepositoryFolder リポジトリフォルダーのフルパス。

例 : C:\octane\repo

クラスター設定 :

l ここで指定するフォルダーは、すべてのクラスターノードからアクセスできる必要

があります。

l リポジトリがリモートの専用マシン上に存在しない場合、リポジトリを

C:\octaneに配置することはできません。

その他の設定

AppURL ALM Octaneサーバーの完全修飾ドメイン名とポート。このURLは、
ALM Octaneから送信される電子メールにリンクとして挿入されま
す。電子メール受信者はこのリンクをクリックして、ALM Octaneで関
連するエンティティに直接アクセスできます。

次のパターンを使用します: http://<Server URL>:[Port]

基本設定:通常、ALM Octaneサーバーをインストールしたサーバーの
URL。

クラスター設定:仮想 IPのURL。
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RepositoryFolder リポジトリフォルダーのフルパス。

例 : C:\octane\repo

クラスター設定 :ここで指定するフォルダーは、すべてのクラスターノード
からアクセスできる必要があります。

次のステップ
l 「その他の設定項目の設定」(28ページ)

その他の設定項目の設定
サイトのその他の設定項目は、octane.ymlファイルを使用して設定します。これらの設定項
目はインストール時に設定します。また、必要なときにはいつでも変更できます。

このトピックの内容 :

l 「概要」(28ページ)
l 「octane.ymlファイルを編集する場合のルール」(28ページ)
l 「一般的なサーバー設定」(29ページ)
l 「LDAP設定」(30ページ)
l 「ライセンス設定」(36ページ)

概要

これらの設定項目を後から変更する場合は、ALM Octaneサーバーを再起動する必要があ
ります。たとえば、最初にALM Octaneをインストールして標準のユーザー管理を使用し、後
からユーザー管理にLDAP認証を導入することができます。

これらの設定項目を設定するには、任意のエディターを使用してoctane.ymlを編集します。
C:\octane\conf\octane.yml

octane.ymlファイルを編集する場合のルール

注意: インストール時に予期しない結果が起きないようにするには、ymlファイルの編集

時にインデントと書式を正しく使用する必要があります。

ymlファイルの書式ルールについて説明したリソースはインターネット上で入手できます。
octane.ymlの編集を行う場合は、事前にこれらのルールについて十分に理解しておいてくだ
さい。

以下は、octane.ymlで設定を編集する場合の重要なルールです。

l パラメーター名と値の間のコロンの後にスペースを1つ入れる。

l 箇条書きやその他の書式は追加しない。
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l 余分なスペースは追加しない。

l 特殊文字 (特に＃)を含む値は二重引用符で囲む。

引用符で囲まない場合、＃はコメントの先頭を意味します。#に続くテキストは、その行の
終わりまですべて無視されます。その場合、インストール時にoctane.ymlファイルが正しく解
釈されず、エラーが発生する原因になります。

これらのルールに従わない場合、ALM Octaneの初期化またはアップグレードに失敗する可
能性があります。

例については、octaneExample.ymlファイルを参照してください。

一般的なサーバー設定

cluster クラスター設定 : クラスター内のノードホストの名前またはIPのコンマ区切りリストを入

力します。

例: 10.0.0.24,10.0.0.99,10.0.0.23

これは必須の設定です。

標準設定で、クラスターは設定されていません。標準設定値は空白です。これは、

スタンドアロンのALMOctaneサーバーを表します。

heapSize ALMOctaneサーバーを最初に起動する前に、すべてのアクティブなクラスターノードで

ヒープメモリの値を変更します。

たとえば、ALMOctaneのアクティブなワークスペースの数が増加する場合や、同時

ユーザーセッション数が増加する場合には、ヒープサイズを大きくする必要があります。

heapSizeは、負荷に関係なく、専用サーバー上の使用可能なメモリの半分に設

定してください。

ヒープサイズは31GBを超えないようにします。

値はMB単位で指定します (たとえば、4GBの場合は4096)。

標準設定 : 4096
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server HTTP用のJettyポート、またはHTTPS用のJettyセキュアポートの値。

ALMOctaneのインストール後に、ALMOctaneサーバーのポート番号の変更が必要

になる場合があります。

インストールではroot以外のユーザーが使用されるため、ALMOctaneで共通ポート

(1024未満 )を使用することはできません。

標準設定で、インストールではHTTPにはポート8080、HTTPS (SSL)にはポート8443
が使用されます。

httpPort: 8080

httpsPort: 8443

これらのポートを空白のままにすると、指定されたhttpスキーマサーバーを使用したアク

セスが無効になります。

標準設定のアプリケーションサーバーポートは、同じマシン上で実行されている別のア

プリケーションによって使用される可能性があります。この場合は、そのポートを使用

しているアプリケーションを見つけて使用を停止するか、ALMOctaneサーバーのポート

を変更します。

proxy ALMOctaneがファイアウォールの内側にあり、外部のサーバーにアクセスする必要が

ある場合は、プロキシサーバーを使用するようALMOctaneを設定する必要がありま

す。

外部サーバーにアクセスする必要があるのは、URLの呼び出しルールを使用する場

合などです。

host: <proxy_host>
port: <proxy_port>
user: <user>
password: <password>

authenticationType ALMOctaneのインストールでユーザー管理に標準のユーザー管理を使用するか、

LDAP認証を使用するかを指定します。

値は次のとおりです。

ldap: LDAP認証を使用します。

internal (または、ldap以外の任意の値 ): ALMOctane内部のネイティブユーザー管

理を使用します。

LDAP設定

LDAPを使用してユーザーを認証する場合は、authenticationTypeの設定をldapに設定
し、以下の設定項目を定義します。
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注: octane.ymlファイルの更新後に、LDAPの設定にエラーがあり、ALM Octaneサー

バーが起動しない場合は、サイト管理者にラッパーログ、サイトログ、およびアプリケー

ションログを確認してもらいます。

お使いのLDAPシステムに、必須のLDAP設定に対応する属性があることを確認してくださ
い。

一般的なLDAP設定

connectionTimeout 接続タイムアウト (秒 )。オプション。

標準設定 : 30秒

adminDn LDAP認証を最初にセットアップしたときにALMOctaneにログオンするユーザー。これ

は、LDAPユーザー認証の設定を始める際に使用できるユーザーを1人確保するた

めのものです。

ALMOctaneサーバーは起動時に、octane.ymlをチェックし、このユーザーが存在す

ることを確認し、このユーザーをLDAPデータに対して検証します。この属性が正しく

定義されていない場合、サーバーは起動しません。このユーザーの詳細を修正して

サーバーを再起動してください。

このユーザーは、setup.xmlファイルで指定したユーザーと同じユーザーでも、別の

ユーザーでもかまいません。このユーザーの値を入力してALMOctaneサーバーを再起

動すると、setup.xmlファイルで指定した管理者ユーザーは上書きされます。

注 : adminDnを変更してサーバーを再起動した場合、元のadminDnと新しい

adminDnの両方がサイト管理者として存在することになります。adminDnを変更

しても元の情報は削除されません。

LDAPサーバー設定

お使いのLDAPシステムに、必須のLDAP設定に対応する属性があることを確認してくださ
い。

注意:以下で設定するパスワードはすべてバックアップしてください。パスワードはALM
Octaneサーバーの初期化後に暗号化されます。

LDAPサーバーごとに以下の設定を入力します。

各LDAPサーバーは、一連の設定で定義します。各LDAPサーバーの設定は、ハイフン (-)に
続くhost設定で始まります。

注意:以下で設定するパスワードはすべてバックアップしてください。パスワードはALM
Octaneサーバーの初期化後に暗号化されます。
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servers 下の情報が各LDAPサーバーに関するものであることを示すヘッダー行。値は入力しませ

ん。

host LDAPサーバーのホスト名またはIPアドレス。必須。

ホスト項目ごとに次のように先頭に-記号を付けます: - host。これは、各ホストがどこか

ら始まるかをALMOctaneに示すためのものです (特に複数のLDAPサーバーが存在する

場合 )。

port LDAPサーバーの接続ポート。必須。

isSsl LDAPサーバーでのSSLの使用の有無。必須。

YまたはNを指定します。

Yの場合は、LDAPサーバーの証明書を発行した証明機関に対して信頼を確立しま

す。詳細については、ALMOctaneサーバーでの信頼の設定を参照してください。

description LDAPサーバーの説明。オプション。

baseDirectories ALMOctaneのスペースに新しいLDAPユーザーを追加する場合に、ユーザーの検索に

使用するLDAPパスのルート。ここでは、共通名とドメインコンポーネント (cnとdn)のリスト

や、組織単位 (ou)のリストなどを設定します。

オプション。標準設定 :空白。

指定する場合は、

ハイフン (-)と指定するフィルターの間にスペースを入れる必要があります。

例 :

baseDirectories:

- ou=Groups,o=organization.com
- dc=maxcrc,dc=com

baseFilters ALMOctaneのスペースに新しいLDAPユーザーを追加する場合に、ユーザーの検索を

絞り込むのに使用するフィルター。ここでは、通常、LDAPのobjectClassのリストを設

定します。

オプション。標準設定 : (objectClass=*)

ハイフン (-)と指定するフィルターの間にスペースを入れる必要があります。

例 :

baseFilters:

- (objectClass=*)
- (&(objectClass=user)(objectCategory=person))

authentication: 下の情報が認証に関するものであることを示すヘッダー行。値は入力しません。
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method LDAPサーバーでサポートしているLDAP認証方法。LDAPサーバーで使用している認証

方法。次の認証方法がサポートされています。

l anonymous: この場合、次の2つのパラメーター (userとpassword)は省略しま

す。

l simple: userとpasswordが必須です。

user authenticationパラメーターをsimpleに設定した場合にのみ必要。

LDAPサーバーにアクセスするためのユーザー名。このユーザーには、少なくともLDAPサー

バーに対する読み取りの権限が必要です。

password authenticationパラメーターをsimpleに設定した場合にのみ必要。

LDAPサーバーにアクセスするためのパスワード。

このパスワードは暗号化されます。

LDAPサーバーマッピング設定

お使いのLDAPシステムに、必須のLDAP設定に対応する属性があることを確認してくださ
い。

LDAPサーバーごとに以下のマッピング設定を入力します。

マッピングセクションで使用する値は、大文字と小文字が区別されます。

octane.yml内の

ALM Octane属
性

使用できるLDAP属
性の例

値および説明

mapping 下の情報がLDAP属性のマッピング用であることを示すヘッダー

行。値は入力しません。
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octane.yml内の

ALM Octane属
性

使用できるLDAP属
性の例

値および説明

dn distinguishedName

(Active Directoryの
場合 )

LDAPの識別名属性。一意。必須。

この属性は、通常、次のような共通名と組織の詳細を含む形

式です。

cn=<common_name>,ou=<organizational_
unit>,dc=<part_of_domain>

dnは一意の文字列です。この文字列には、通常、cn、ou、
dcなどの他のLDAP属性が含まれます。

例

1. LDAP内で、entryDN属性が次の値を取ります。

cn=<common_name>,ou=<organizational_
unit>,dc=<part_of_domain>

2. octane.ymlで、dnの値が次にマッピングされます。

entryDN
3. LDAPからユーザーをエクスポートする場合、各LDAPユー

ザーのdn文字列表現は、次のように、共通名、組織単

位、ドメインの一部の順になります。cn=Joe_
Smith@nga,ou=my_org,dc=com

entryDN

(他のLDAPシステム

の場合 )
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octane.yml内の

ALM Octane属
性

使用できるLDAP属
性の例

値および説明

uid objectGUID

(Active Directoryの
場合 )

グローバルに一意な不変の識別子として使用するLDAP属性。

必須。

このドキュメントでは、これをUUID (ユニバーサル一意識別子 )と
も呼びます。

Active Directoryと組み合わせてALMOctaneを使用する場合

は、objectGUIDを使用します。

これは、ALMOctaneとLDAPとの間で同期を行うために、ALM
Octane内部で各ユーザーを識別するための属性です (ALM
Octaneにユーザーをインポートする場合など)。

entryUUID

(他のLDAPシステム

の場合 )

グローバルに一意な不変の識別子として使用するLDAP属性。

必須。

このドキュメントでは、これをUUID (ユニバーサル一意識別子 )と
も呼びます。

ALMOctaneを使用する場合は、OpenLDAPのentryUUIDを

使用するのが一般的です。ただし、お使いのLDAPによっては、

この属性が異なっている場合があります (GUIDやorclguidな
ど)。

これは、ALMOctaneとLDAPとの間で同期を行うために、ALM
Octane内部で各ユーザーを識別するための属性です (ALM
Octaneにユーザーをインポートする場合など)。

GUIDやorclguidなどの別の値を設定することも、その他の一意の値を設定することもで

きます。

firstName givenName 名のLDAP属性 (givenNameなど)。必須。

lastName sn 姓のLDAP属性 (snなど)。必須。

fullName cn フルネームのLDAP属性 (cnなど)。オプション。
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octane.yml内の

ALM Octane属
性

使用できるLDAP属
性の例

値および説明

logonName mail これはすべてのALMOctaneユーザー間の一意の識別子です。

この属性はALMOctaneにログオンするのに使用されます。

ALMOctaneとLDAPとの間で同期を行うために、ALMOctaneが
この属性を使用して各ユーザーを内部的に識別する場合があ

ります (ALMOctaneにユーザーをインポートする場合など)。

一般にmailはユーザーごとに一意です。そのため、mailは
logonNameにマッピングするのに適したLDAP属性です。必

須。

logonName属性のマッピングはいつでも変更できます。ただ

し、logonNameはすべてのALMOctaneユーザー間で一意で

ある必要があります。

email mail 電子メールアドレスのLDAP属性 (mailなど)。必須。

phone1 telephoneNumber プライマリ電話番号のLDAP属性 (telephoneNumberなど)。
オプション。

ライセンス設定

licenseというセクションを見つけて、次の設定項目の値を指定します。

trialEdition お使いの評価版に応じて、enterpriseなどのエディションを入力します。詳細

については、『ALMOctaneユーザーガイド』のALMOctaneのエディションに関す

る説明を参照してください。

注: この設定は、ALMOctaneサーバーを最初に起動したときに使用さ

れます。この設定を過去にさかのぼって変更することはできません。

mode l ALMOctaneのスタンドアロンライセンスを使用する場合は、「standalone」
と入力します。この場合、 [ライセンス]セクションの残りのフィールドは省略で

きます。初期値。

l ALMからALMOctaneにライセンスを割り当てる場合は、「almSharing」と
入力します。この場合、以下のフィールドに入力する必要があります。

almSharingモードの場合、以下のフィールドは必須です。

url ALMにアクセスするのに使用する完全パスを入力します。通常、このパスの末

尾にはqcbinが付きます。
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almIntegrationUser ALMにアクセスするのに使用するユーザー名を入力します。このユーザーは、統

合用にALMで定義したものです。

almIntegrationPassword almIntegrationUserのパスワードを入力します。

このパスワードは、ALMOctaneサーバーを再起動すると自動的に暗号化され

ます。

次のステップ
l 「設定の更新」(37ページ)

設定の更新
以前にALM Octaneをインストールしている場合は、設定を更新します。

このマシンに初めてALM Octaneをインストールする場合は、この手順を省略して「ALM
Octaneサーバーの初期化」(37ページ)に進みます。

設定を更新するには、次の手順を実行します。

1. [スタート ] > [ALM Octane] > [Update Settings]を選択します。

または、コマンドプロンプトを開き、次のコマンドを実行します。

C:\octane\install\updatesettings.bat

次のステップ:
l 「ALM Octaneサーバーの初期化」(37ページ)

ALMOctaneサーバーの初期化
続いて、Micro Focus ALM Octaneサービスを開始してALM Octaneサーバーを初期化しま
す。

初期化を行うには、次の手順を実行します。

1. [スタート ] > [ALM Octane] > [Initialize Server] を選択します。

または、 initserver.batを実行します。

C:\octane\install\initserver.bat

初期化では、どのステップまで正常に実行されたが記録されるため、なんらかの理由で
initserver.batを再度実行する際には、関連するステップから処理が行われます。
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これで、ALM Octaneサービスが実行されます。これを確認するには、Microsoft Windowsの
[サービス]をチェックします。

続いて、以下を行うことができます。

l 単一ノード設定 :ログインして追加のユーザーを作成します。詳細については、「ALM
Octaneへのログイン」(38ページ)を参照してください。

1つ目のノードを初期化した後にログインして接続を確認し、その後、残りのクラスターノー
ドをインストールします。

l クラスター設定 :オプション。

クラスターへのインストールの詳細については、「クラスターのインストール (オプション)」(39ペー
ジ)を参照してください。

次のステップ:
l 「ALM Octaneへのログイン」(38ページ)

ALM Octaneへのログイン

ヒント : ALM Octaneを初めて使用する場合、100人のユーザーが90日間使用できる

試用ライセンスが自動的に付与されます。詳細については、『ALM Octaneユーザー

ガイド』の試用ライセンスに関する説明を参照してください。

1. ブラウザーで、<serverURL>:<serverport>/uiに移動します。

サーバーの完全修飾ドメイン名を指定してください。この名前にはピリオドが少なくとも1つ
含まれている必要があります。 IPアドレスを指定しないようにしてください。

クラスター設定 :ロードバランサーのURLを使用します。

2. SiteAdministratorUserとSiteAdministratorPasswordの設定を使用して、setup.xmlファ
イルで指定したサイト管理者のユーザー名とパスワードでログインします。

次のステップ
l クラスター設定 : 1つ目のクラスターノードでALM Octaneを正常にインストールし、ログインでき
たら、続いて追加のクラスターノードのインストールを行います。詳細の参照 :
Linux:クラスターのインストール (オプション)
Windows: 「クラスターのインストール (オプション)」(39ページ)

l 設定パラメーター (FORGET_USER_ON_DELETEやSMTP_NOTIFICATION_
SENDER_EMAILなど)を設定します。『ALM Octaneユーザーガイド』を参照してくださ
い。

l スペースを作成します。『ALM Octaneユーザーガイド』を参照してください。

l 共有スペース管理者としてログオンすると、他のユーザーやワークスペースを作成できます。
『ALM Octaneユーザーガイド』を参照してください。
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クラスターのインストール (オプション)
ここでは、Windows上でオンプレミスのALM Octaneサーバーをクラスター設定でインストールす
るための手順について説明します。

概要
クラスターは、複数のアプリケーションサーバーをまとめて1つのシステムとして実行するもので
す。クラスター内の各アプリケーションサーバーは、「ノード」と呼ばれます。

ALM Octaneをクラスター設定でインストールするには、次の手順を実行します。

1. クラスター内の各ノードに対して、すべての要件と前提条件を確認します。

2. クラスターノードにALM Octaneをインストールします。

3. 追加のクラスターノードを1つ目のノードに接続します。

「インストールの流れ」(10ページ)も合わせて参照してください。
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ALMOctaneをクラスター設定でインストールする方法
1. クラスター内の各ノードに対して、要件とアクセスを確認する

要件の確認 すべてのクラスターノード (1つ目のクラスターノードを含む)が、すべて
の要件と前提条件を満たしていることを確認します。詳細について
は、システム要件および「前提条件」(12ページ)を参照してください。

データベース
サーバーへのア
クセスの確認

すべてのクラスターノード (1つ目のクラスターノードを含む)から、サイト
データベーススキーマが存在するデータベースサーバーにアクセスできる
必要があります。

リポジトリアクセ
スの確認

リポジトリディレクトリは、すべてのクラスターノードから参照できる共有
ディレクトリである必要があります。すべてのノードからリポジトリへの読
み取りおよび書き込みアクセスが可能である必要があります。

一般に、リポジトリはNFSサーバーまたはSANサーバー上に配置され
ます。

リポジトリがリモートの専用マシン上に存在しない場合、リポジトリを
C:\opt\octaneに配置することはできません。

すべてのノードで同じマウントポイント (パス)を使用するようにリポジト
リを設定する必要があります。

すべてのノードで同じパス名を使用して、リポジトリパスを指定するこ
とが重要です。たとえば、1つ目のサーバーノードでパスを
C:\octane\repoと定義し、追加ノードでC:\server1\octane\repoと定
義することはできません。

ノード間でのア
クセスの確認

すべてのノードは相互にアクセスできる必要があります。ファイアウォー
ルでポートが開いていることを確認します。

ALM Octaneはクラスター内のノード間でポート5701を介して通信す
る必要があります。そのため、クラスターのノード同士が指定された
ポートで通信できるようにファイアウォールを設定する必要があります。

標準設定では、送信方向のポートは開いています。受信方向の
ポートを確認します。

2. 1つ目のクラスターノードにALM Octaneをインストールする

「インストール」(19ページ)の手順に従って、1つ目のクラスターノードにALM Octaneをイン
ストールします。

a. 「ALM Octaneのデプロイ」(20ページ)
ここでは、ALM Octaneのインストールファイルを1つ目のノードにデプロイします。

b. 「サイトの初期設定 」(22ページ)
setup.xml設定ファイルを変更して、ALM Octaneを設定します。
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次の設定項目は、すべてのクラスターノードからアクセスできる値に設定する必要があ
ります。

DBServerName サイトデータベーススキーマが存在するデータベースサー
バー。

RepositoryFolder すべてのクラスターノードからアクセス (読み取りおよび書き
込み)できる共有リポジトリ。

c. 「その他の設定項目の設定」(28ページ)
octane.yml設定ファイルを変更して、ALM Octaneのその他の設定項目を設定しま
す。

cluster クラスター内のノードホストの名前またはIPのコンマ区切りリストを
指定します。

各クラスターノードのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名を設
定する必要があります。

d. 「ALM Octaneサーバーの初期化」(37ページ)
1つ目のノードでのみ、 initserver.batを実行して初期化を行います。

注意:他のクラスターノードでは、 initserver.batを実行しないでください。

3. 1つ目のクラスターノードでセキュリティ保護の設定をセットアップする

ALM Octaneでセキュリティ保護の設定をセットアップする場合は、ソフトウェアセルフソルブ
ナレッジベースの記事KM02707977の手順を実行します。

4. クラスター内の1つ目のノードでALM Octaneが実行されていることを確認する

残りのクラスターノードのインストールを行う前に、ALM Octaneにログインします。

詳細については、「ALM Octaneへのログイン」(38ページ)を参照してください。

5. 正常にログインできたら、ALM Octaneのインストールファイルを追加の各クラスターノード
にデプロイする

各クラスターノードにALM Octaneパッケージをダウンロードしてデプロイします。詳細につい
ては、「ALM Octaneのデプロイ」(20ページ)および「クラスターデプロイメント」(21ページ)を
参照してください。

注意:次の操作を行わないようにしてください。

l setup.xmlおよびoctane.ymlファイルの設定は行わないでください。これは次のス

テップで自動的に行われます。

l initserver.batを実行して初期化を行わないでください。代わりに、次のステップ

でconnectnode.batスクリプトを実行します。
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6. 追加の各クラスターノードを接続して初期化する

追加の各ノードでconnectnode.batを実行して、ALM Octaneのインストール、設定、お
よび初期化を行います。

C:\octane\install\connectnode.bat <path_to_repository>

7. 追加のクラスターノードでセキュリティ保護の設定をセットアップする

クラスター設定のALM Octaneでセキュリティ保護の設定をセットアップする場合は、追加
の各クラスターノードで、ソフトウェアセルフソルブナレッジベースの記事KM02707977の手
順を実行します。

8. クラスター内の各追加ノードでALM Octaneが実行されていることを確認する

詳細については、「ALM Octaneへのログイン」(38ページ)を参照してください。ログインす
る際には、ロードバランサーのURLを使用します。

アップグレード
本項では、Windows上にインストールされた既存のオンプレミスALM Octaneサーバーをアップ
グレードする方法について説明します。

このトピックの内容 :

l 「アップグレードする前に」(42ページ)
l 「デプロイ」(44ページ)
l 「設定の準備」(44ページ)
l 「初期設定項目の設定」(45ページ)
l 「その他の設定項目の設定」(46ページ)
l 「アップグレード」(54ページ)
l 「クラスターノードの設定とアップグレード」(54ページ)
l 「ALM Octaneでのスペースのアップグレード」(54ページ)
l 「すべてのJettyサーバーの再起動」(55ページ)
l 「アップグレード後」(56ページ)

アップグレードする前に
1. サーバーマシンと、(該当する場合は)すべてのクラスターノードがすべての前提条件を満

たしていることを確認します。

詳細については、「前提条件」(12ページ)を参照してください。

注:次の両方に当てはまる場合は、サイトスキーマと共有スペーススキーマに

CREATE SEQUENCE権限を追加します。

l 12.55.3より前のバージョンのALM Octaneからアップグレードする場合。

l DB管理者なしでインストールをアップグレードする場合 (たとえば、FILL_
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EXISTINGサイトアクションを使用して元のALM Octaneをインストールしている

場合 )。

2. 次のバックアップを作成します。

l ALM Octaneの既存のリポジトリファイル (setup.xmlおよびoctane.ymlを含む)
l 使用するデータベース

l Elasticsearch
l ALM Octane Synchronizerを使用している場合は、以下をバックアップします。

o C:\octane\wrapper\wrapper.conf
o Service.locator.properties.example (C:\octane\webapps)

3. 次のような特別な設定を行っている場合は注意が必要です。

特別な設定 推奨事項

ALM OctaneをC:\octane以外の場
所にインストールした場合。

アップグレード時には、インストールに使用した場
所を参照してください。

セッションタイムアウトを制御するた
め、
C:\opt\octane\webapps\root\WEB-
INF\classes\hpssoconfig.xmlファイ
ルを変更した場合。

セッションタイムアウトを制御するためにこのファイ
ルを変更した場合は、アップグレードを行うと変
更内容が上書きされます。

アップグレード後に、MINUTES_UNTIL_
GLOBAL_SESSION_TIMEOUTおよび
MINUTES_UNTIL_IDLE_SESSION_TIMEOUTの
設定パラメーターを使用してセッションタイムアウ
トを制御してください。設定パラメーターの設定
の詳細については、 ALM Octane User Helpま
たはALM Octane Developer Helpを参照してく
ださい。
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特別な設定 推奨事項

このアップグレードで、標準のユー
ザー管理からLDAPユーザー管理
に切り替える場合。

標準のユーザー管理を使用しているバージョン
のALM Octaneからアップグレードを行い、新しい
バージョンのALM OctaneでLDAPユーザー管理
の使用を始める場合 :
a. LDAPユーザー管理の設定を行った後で、ネ

イティブの内部ユーザー管理に戻すことはで
きないことに注意してください。

b. setup.xmlファイルで初期設定項目を設定
する際に、DefaultSpaceModeをisolatedに
設定します。詳細については、
「DefaultSpaceMode」(26ページ)を参照し
てください。

c. LDAPの設定を行わずにALM Octaneをアッ
プグレードします。つまり、octane.ymlファイル
を変更する際に、LDAP設定セクションの値
を一切指定しません。

d. アップグレードの完了後に、LDAPの設定を
行います。

e. LDAPの設定後に、ネイティブの内部ユー
ザーを非アクティブ化します。これらのユー
ザーはALM Octaneにログインできなくなりま
す (adminDNユーザーを除く)。

4. サーバー上のMicro Focus ALM Octaneサービス、および該当する場合はすべてのクラス
ターノードを停止します。

デプロイ
新しいバージョンのALM Octaneをダウンロードし、次のコマンドを使用してデプロイします。

setup.exe

詳細については、「ALM Octaneのデプロイ」(20ページ)を参照してください。

設定の準備
ここでは、初期設定項目を設定する前に実行する手順について説明します。

1. アップグレード用のsetup.xmlファイルを作成する

注: このステップで、C:\octane\repo\conf\setup_upgrade.xmlが見つからない場合
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には、C:\octane\confにある元のsetup.xmlファイルを使用します。このファイルの

SiteActionの設定をUPGRADEに変更し、必要に応じてその他の変更を行った

後に、「新しく導入された設定をsetup.xmlに手動で追加する」(45ページ)に進み

ます。

C:\octane\repo\conf\setup_upgrade.xmlファイルを、新しいバージョンのsetup.xmlファイル
として使用します。

a. C:\octane\confディレクトリに移動します。

b. C:\octane\repo\conf\setup_upgrade.xmlファイルをC:\octane\conf\setup.xmlにコピー
します。

初期設定項目の設定
ここでは、setup.xmlファイルの設定項目を変更する方法について説明します。

1. サイトアクションがUPGRADEであることを確認する

/opt/octane/conf/setup.xmlファイルのサイトアクションの設定がUPGRADEに設定されて
いることを確認します。

a. C:\octane\conf\setup.xmlをエディターで開きます。

b. setup.xmlファイルのSiteActionの設定を確認します。この設定が次のいずれかのよう
になっている場合、

o <entry key="SiteAction">CREATE_NEW</entry>

o <entry key="SiteAction">FILL_EXISTING</entry>

c. この設定行を次のように変更します。

<entry key="SiteAction">UPGRADE</entry>

2. 新しく導入された設定をsetup.xmlに手動で追加する

ALM Octaneは各バージョンで、新しい機能をサポートするための設定が追加されます。
新しいバージョンにアップグレードする場合は、次の表に記載されている新しく導入された
設定項目をsetup.xmlファイルに追加します。

これらの新しい設定項目の値を指定します。

setup.xmlの各バージョンで新しく導入された設定項目は次のとおりです。

バージョン 新しい設定項目 例

12.55.4で導入、
12.55.17から必須設
定

DefaultSpaceMode <entry
key="DefaultSpaceMode">shared</entry>
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a. まだ開いていない場合は、エディターでC:\octane\conf\setup.xmlを開きます。

b. 次の形式を使用して、欠落している設定を追加します。

<entry key="<setting>"><setting value></entry>

<entry>タグおよび</entry>タグ内のテキストは変更しないでください。これらのタグの間
にあるテキストのみを変更してください。

c. ファイルを保存します。

最新のALM Octaneインストールの設定項目の一覧と構文については、「サイトの初期設定
」(22ページ)を参照してください。

その他の設定項目の設定
ここでは、octane.ymlファイルの設定項目を変更する方法について説明します。

1. ymlファイルの形式を確認する

<setting>: <setting value>

注意: インストール時に予期しない結果が起きないようにするには、ymlファイルの

編集時にインデントと書式を正しく使用する必要があります。

ymlファイルの書式ルールについて説明したリソースはインターネット上で入手できます。
octane.ymlの編集を行う場合は、事前にこれらのルールについて十分に理解しておいて
ください。

以下は、octane.ymlで設定を編集する場合の重要なルールです。

l パラメーター名と値の間のコロンの後にスペースを1つ入れる。

l 箇条書きやその他の書式は追加しない。

l 余分なスペースは追加しない。

l 特殊文字 (特に＃)を含む値は二重引用符で囲む。

引用符で囲まない場合、＃はコメントの先頭を意味します。#に続くテキストは、その
行の終わりまですべて無視されます。その場合、インストール時にoctane.ymlファイル
が正しく解釈されず、エラーが発生する原因になります。

これらのルールに従わない場合、ALM Octaneの初期化またはアップグレードに失敗する
可能性があります。

例については、octaneExample.ymlファイルを参照してください。

2. octane.ymlで追加または削除する設定項目を確認する

ALM Octaneは各バージョンで、新しい機能をサポートするための設定が追加されます。
新しいバージョンにアップグレードする場合は、次の表に記載されている新しく導入された
設定項目をoctane.ymlファイルに追加します。
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バージョン 追加 /削除内容 例

12.55.17 ライセンス設定セクションで、trialEdition
設定を追加。

下記のライセンスを
参照。

3. 設定の変更

a. エディターを使用して、C:\octane\conf\octane.ymlファイルを編集します。

b. 追加する各設定のセクションを見つけます。

c. 上記の設定が欠落している場合は、次の形式を使用して設定を追加します。

<setting>: <setting value>

一般的なサーバー設定

cluster クラスター設定 : クラスター内のノードホストの名前またはIPのコンマ区切り

リストを入力します。

例: 10.0.0.24,10.0.0.99,10.0.0.23

これは必須の設定です。

標準設定で、クラスターは設定されていません。標準設定値は空白です。

これは、スタンドアロンのALMOctaneサーバーを表します。

heapSize ALMOctaneサーバーを最初に起動する前に、すべてのアクティブなクラス

ターノードでヒープメモリの値を変更します。

たとえば、ALMOctaneのアクティブなワークスペースの数が増加する場合

や、同時ユーザーセッション数が増加する場合には、ヒープサイズを大きくす

る必要があります。

heapSizeは、負荷に関係なく、専用サーバー上の使用可能なメモリの半

分に設定してください。

ヒープサイズは31GBを超えないようにします。

値はMB単位で指定します (たとえば、4GBの場合は4096)。

標準設定 : 4096
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server HTTP用のJettyポート、またはHTTPS用のJettyセキュアポートの値。

ALMOctaneのインストール後に、ALMOctaneサーバーのポート番号の変

更が必要になる場合があります。

インストールではroot以外のユーザーが使用されるため、ALMOctaneで共

通ポート (1024未満 )を使用することはできません。

標準設定で、インストールではHTTPにはポート8080、HTTPS (SSL)には

ポート8443が使用されます。

httpPort: 8080

httpsPort: 8443

これらのポートを空白のままにすると、指定されたhttpスキーマサーバーを使

用したアクセスが無効になります。

標準設定のアプリケーションサーバーポートは、同じマシン上で実行されて

いる別のアプリケーションによって使用される可能性があります。この場合

は、そのポートを使用しているアプリケーションを見つけて使用を停止する

か、ALMOctaneサーバーのポートを変更します。

proxy ALMOctaneがファイアウォールの内側にあり、外部のサーバーにアクセスする

必要がある場合は、プロキシサーバーを使用するようALMOctaneを設定す

る必要があります。

外部サーバーにアクセスする必要があるのは、URLの呼び出しルールを使

用する場合などです。

host: <proxy_host>
port: <proxy_port>
user: <user>
password: <password>

authenticationType ALMOctaneのインストールでユーザー管理に標準のユーザー管理を使用

するか、LDAP認証を使用するかを指定します。

値は次のとおりです。

ldap: LDAP認証を使用します。

internal (または、ldap以外の任意の値 ): ALMOctane内部のネイティブ

ユーザー管理を使用します。

LDAP設定

お使いのLDAPシステムに、必須のLDAP設定に対応する属性があることを確認して
ください。

connectionTimeout 接続タイムアウト (秒 )。オプション。

標準設定 : 30秒
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adminDn LDAP認証を最初にセットアップしたときにALMOctaneにログオンするユー

ザー。これは、LDAPユーザー認証の設定を始める際に使用できるユー

ザーを1人確保するためのものです。

ALMOctaneサーバーは起動時に、octane.ymlをチェックし、このユーザー

が存在することを確認し、このユーザーをLDAPデータに対して検証します。

この属性が正しく定義されていない場合、サーバーは起動しません。この

ユーザーの詳細を修正してサーバーを再起動してください。

このユーザーは、setup.xmlファイルで指定したユーザーと同じユーザーで

も、別のユーザーでもかまいません。このユーザーの値を入力してALM
Octaneサーバーを再起動すると、setup.xmlファイルで指定した管理者

ユーザーは上書きされます。

注 : adminDnを変更してサーバーを再起動した場合、元のadminDnと
新しいadminDnの両方がサイト管理者として存在することになります。

adminDnを変更しても元の情報は削除されません。

LDAPサーバー設定

お使いのLDAPシステムに、必須のLDAP設定に対応する属性があることを確認して
ください。

LDAPサーバーごとに以下の設定を入力します。

各LDAPサーバーは、一連の設定で定義します。各LDAPサーバーの設定は、ハイフ
ン (-)に続くhost設定で始まります。

注意:以下で設定するパスワードはすべてバックアップしてください。パスワード

はALM Octaneサーバーの初期化後に暗号化されます。

servers 下の情報が各LDAPサーバーに関するものであることを示すヘッダー行。値は

入力しません。

host LDAPサーバーのホスト名またはIPアドレス。必須。

ホスト項目ごとに次のように先頭に-記号を付けます: - host。これは、各ホス

トがどこから始まるかをALMOctaneに示すためのものです (特に複数のLDAP
サーバーが存在する場合 )。

port LDAPサーバーの接続ポート。必須。

isSsl LDAPサーバーでのSSLの使用の有無。必須。

YまたはNを指定します。

Yの場合は、LDAPサーバーの証明書を発行した証明機関に対して信頼を

確立します。詳細については、ALMOctaneサーバーでの信頼の設定を参照

してください。

description LDAPサーバーの説明。オプション。
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baseDirectories ALMOctaneのスペースに新しいLDAPユーザーを追加する場合に、ユーザーの

検索に使用するLDAPパスのルート。ここでは、共通名とドメインコンポーネント

(cnとdn)のリストや、組織単位 (ou)のリストなどを設定します。

オプション。標準設定 :空白。

指定する場合は、

ハイフン (-)と指定するフィルターの間にスペースを入れる必要があります。

例 :

baseDirectories:

- ou=Groups,o=organization.com
- dc=maxcrc,dc=com

baseFilters ALMOctaneのスペースに新しいLDAPユーザーを追加する場合に、ユーザーの

検索を絞り込むのに使用するフィルター。ここでは、通常、LDAPの
objectClassのリストを設定します。

オプション。標準設定 : (objectClass=*)

ハイフン (-)と指定するフィルターの間にスペースを入れる必要があります。

例 :

baseFilters:

- (objectClass=*)
- (&(objectClass=user)(objectCategory=person))

authentication: 下の情報が認証に関するものであることを示すヘッダー行。値は入力しませ

ん。

method LDAPサーバーでサポートしているLDAP認証方法。LDAPサーバーで使用して

いる認証方法。次の認証方法がサポートされています。

o anonymous: この場合、次の2つのパラメーター (userとpassword)は
省略します。

o simple: userとpasswordが必須です。

user authenticationパラメーターをsimpleに設定した場合にのみ必要。

LDAPサーバーにアクセスするためのユーザー名。このユーザーには、少なくとも

LDAPサーバーに対する読み取りの権限が必要です。

password authenticationパラメーターをsimpleに設定した場合にのみ必要。

LDAPサーバーにアクセスするためのパスワード。

このパスワードは暗号化されます。

LDAPサーバーマッピング設定

お使いのLDAPシステムに、必須のLDAP設定に対応する属性があることを確認して
ください。
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LDAPサーバーごとに以下のマッピング設定を入力します。

マッピングセクションで使用する値は、大文字と小文字が区別されます。

octane.yml内の

ALM Octane属
性

使用できるLDAP属
性の例

値および説明

mapping 下の情報がLDAP属性のマッピング用であることを示す

ヘッダー行。値は入力しません。

dn distinguishedName

(Active Directoryの
場合 )

LDAPの識別名属性。一意。必須。

この属性は、通常、次のような共通名と組織の詳細

を含む形式です。

cn=<common_name>,ou=<organizational_
unit>,dc=<part_of_domain>

dnは一意の文字列です。この文字列には、通常、

cn、ou、dcなどの他のLDAP属性が含まれます。

例

i. LDAP内で、entryDN属性が次の値を取りま

す。cn=<common_
name>,ou=<organizational_
unit>,dc=<part_of_domain>

ii. octane.ymlで、dnの値が次にマッピングされま

す。entryDN
iii. LDAPからユーザーをエクスポートする場合、各

LDAPユーザーのdn文字列表現は、次のよう

に、共通名、組織単位、ドメインの一部の順に

なります。cn=Joe_Smith@nga,ou=my_
org,dc=com

entryDN

(他のLDAPシステム

の場合 )
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octane.yml内の

ALM Octane属
性

使用できるLDAP属
性の例

値および説明

uid objectGUID

(Active Directoryの
場合 )

グローバルに一意な不変の識別子として使用する

LDAP属性。必須。

このドキュメントでは、これをUUID (ユニバーサル一意

識別子 )とも呼びます。

Active Directoryと組み合わせてALMOctaneを使用す

る場合は、objectGUIDを使用します。

これは、ALMOctaneとLDAPとの間で同期を行うため

に、ALMOctane内部で各ユーザーを識別するための

属性です (ALMOctaneにユーザーをインポートする場

合など)。

entryUUID

(他のLDAPシステム

の場合 )

グローバルに一意な不変の識別子として使用する

LDAP属性。必須。

このドキュメントでは、これをUUID (ユニバーサル一意

識別子 )とも呼びます。

ALMOctaneを使用する場合は、OpenLDAPの
entryUUIDを使用するのが一般的です。ただし、お

使いのLDAPによっては、この属性が異なっている場合

があります (GUIDやorclguidなど)。

これは、ALMOctaneとLDAPとの間で同期を行うため

に、ALMOctane内部で各ユーザーを識別するための

属性です (ALMOctaneにユーザーをインポートする場

合など)。

GUIDやorclguidなどの別の値を設定することも、その他の一意の値を設定す

ることもできます。

firstName givenName 名のLDAP属性 (givenNameなど)。必須。

lastName sn 姓のLDAP属性 (snなど)。必須。

fullName cn フルネームのLDAP属性 (cnなど)。オプション。
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octane.yml内の

ALM Octane属
性

使用できるLDAP属
性の例

値および説明

logonName mail これはすべてのALMOctaneユーザー間の一意の識別

子です。この属性はALMOctaneにログオンするのに使

用されます。

ALMOctaneとLDAPとの間で同期を行うために、ALM
Octaneがこの属性を使用して各ユーザーを内部的に

識別する場合があります (ALMOctaneにユーザーをイ

ンポートする場合など)。

一般にmailはユーザーごとに一意です。そのため、

mailはlogonNameにマッピングするのに適したLDAP
属性です。必須。

d. logonName属性のマッピングはいつでも変更できま

す。ただし、logonNameはすべてのALMOctaneユー

ザー間で一意である必要があります。

email mail 電子メールアドレスのLDAP属性 (mailなど)。必須。

phone1 telephoneNumber プライマリ電話番号のLDAP属性

(telephoneNumberなど)。オプション。

ライセンス設定

trialEdition お使いの評価版に応じて、enterpriseなどのエディションを入力しま

す。詳細については、『ALMOctaneユーザーガイド』のALMOctaneの
エディションに関する説明を参照してください。

注: この設定は、ALMOctaneサーバーを最初に起動したとき

に使用されます。この設定を過去にさかのぼって変更すること

はできません。

mode o ALMOctaneのスタンドアロンライセンスを使用する場合は、

「standalone」と入力します。この場合、 [ライセンス]セクションの

残りのフィールドは省略できます。初期値。

o ALMからALMOctaneにライセンスを割り当てる場合は、

「almSharing」と入力します。この場合、以下のフィールドに入

力する必要があります。

almSharingモードの場合、以下のフィールドは必須です。

url ALMにアクセスするのに使用する完全パスを入力します。通常、この

パスの末尾にはqcbinが付きます。
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almIntegrationUser ALMにアクセスするのに使用するユーザー名を入力します。このユー

ザーは、統合用にALMで定義したものです。

almIntegrationPassword almIntegrationUserのパスワードを入力します。

このパスワードは、ALMOctaneサーバーを再起動すると自動的に暗

号化されます。

d. ファイルを保存します。

アップグレード
1. サーバーマシン上で、[スタート ] > [ALM Octane] > [Initialize Server] を選択します。

または、 initserver.batを実行します。

C:\octane\install\initserver.bat

2. C:\octane\log\wrapper.logファイルを確認します。"Server is ready!" というメッセージが見
当たらない場合は、ログに示されたエラーを修正します。

注意: 「ALM Octaneでのスペースのアップグレード」(54ページ)が完了するまでALM
Octaneを使用しないでください。

クラスターノードの設定とアップグレード

注意: 「ALM Octaneでのスペースのアップグレード」(54ページ)が完了するまでALM
Octaneを使用しないでください。

1つ目のノードでのアップグレードが正常に完了したら、クラスター内の残りのノードをアップグ
レードします。

1. setup_upgrade.xmlファイルを各ノードにコピーし、ファイル名をsetup.xmlに変更します。

2. 追加の各ノードでconnectnode.batを実行して、ALM Octaneのインストールと初期化を
行います。

C:\octane\install\connectnode.bat <path_to_repository>

詳細については、「クラスターのインストール (オプション)」(39ページ)を参照してください。

ALMOctaneでのスペースのアップグレード
アップグレードが済んだら、サイト管理者としてALM Octaneにログインしてスペースをアップグ
レードします。

1. ブラウザーで、<ServerURL>:<port>/ui?siteに移動します。

2. setup.xmlファイルで指定したユーザー名とパスワードを使用して、共有スペース管理者と
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してログインします。

3. [サイト ]をクリックしてから、 [スペース]タブをクリックします。

4. スペースを選択し、 [アップグレード ]をクリックします。

[アップグレード ]が利用できるのは、選択したスペースにアップグレードが必要な場合のみで
す。

[更新 ]をクリックしてスペースの最新のステータスを確認します。

注:アップグレードされたスペースは、標準設定で個別スペースになります。共有ス

ペースを使用するには、スペースを新規に作成します。

スペースのアップグレードの詳細については、『ALM Octaneユーザーガイド』のサイト管理
に関する説明を参照してください。

すべてのJettyサーバーの再起動
[設定 ]でスペースをアップグレードした後に、次の操作を行ってキャッシュをクリアします。

1. すべてのJettyサーバーを停止します。

2. 各Jettyサーバーを再起動します。

注:すべてのJettyサーバーが同時に停止した状態になったのを確認してから、Jetty
サーバーを再起動してください。
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アップグレード後
アップグレードが正常に完了したら、以下を確認してください。

l スペースのステータスがアクティブになります。

l スペースのバージョンが最新のバージョンに更新されます。

l 個々のワークスペースはバックグラウンドでアップグレードされます。[設定] > [スペース]で [バッ

クグラウンドジョブ]をクリックし、ワークスペースのアップグレードの進行状況を追跡します。

注:すべてのバックグラウンドジョブが完了するまで、トレンドグラフで一部のデータが

利用できなくなる場合があります。

l ロールバックが利用できます。詳細については、「ロールバック」(56ページ)を参照してくださ
い。

l 必須の設定パラメーター (SMTP_NOTIFICATION_SENDER_EMAILなど)を更新しま
す。詳細については、 ALM Octane Developer Helpまたは『ALM Octaneユーザーガイド』
の設定パラメーターの設定に関する説明を参照してください。

l このバージョンのALM Octaneに合った最新のIDEプラグインをダウンロードします。詳細につ
いては、 『ALM Octaneユーザーガイド』の統合に関する説明を参照してください。

l REST APIを使用している場合は、非推奨になったAPIリソースがないかどうかを確認してく
ださい。非推奨のリソースは当面はサポートされますが、リソースのエイリアスを使用するよう
にコードを変更することをお勧めします。特定バージョンの非推奨のリソースを確認するに
は、ALM Octane Developer Helpで対応するREST APIの例とインタラクティブAPIクライア
ントの使用方法を参照してください。

ロールバック
本項では、オンプレミスALM Octaneサーバーをアップグレード後にロールバックする方法につい
て説明します。これは、何らかの理由でアップグレードに失敗した場合や、パフォーマンスが低
下した場合に必要になります。

ロールバックを行う手順は、ロールバックを行うタイミングによって異なります。

l 「アップグレードのセットアップ検証フェーズの後」(56ページ)
l 「サイトスキーマをアップグレードした後」(57ページ)
l 「スペーススキーマをアップグレードした後」(58ページ)
l 「アップグレードの完了後」(58ページ)
l 「クラスターノードのアップグレード後」(59ページ)

アップグレードのセットアップ検証フェーズの後

セットアップ検証フェーズの成否に関係なく、セットアップ検証フェーズまで実行されたアップグ
レードをロールバックすることができます。
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アップグレードがセットアップ検証フェーズまで実行された場合、以下の内容が変更されてい
ます。

l 以前にデプロイされたファイル

l setup.xmlとoctane.ymlの各設定ファイル

デプロイされたファイル(setup.xmlおよびoctane.ymlファイルなど)をロールバッ
クするには

1. setup.xmlファイル、octane.ymlファイル、およびリポジトリを格納したフォルダー
(C:\octane\repo\など。インストールフォルダー内にある場合 )をバックアップします。

2. Windowsの [プログラムの追加と削除 ]を使用して、新しいバージョンのALM Octaneをアン
インストールします。詳細については、「アンインストール」(62ページ)を参照してください。

3. 前のバージョンのALM Octaneをインストールします。詳細については、「インストール」(19
ページ)を参照してください。

4. バックアップしたsetup.xmlファイルとoctane.ymlファイルを元に戻します。

5. 必要に応じて、バックアップしたリポジトリを格納したフォルダー (C:¥octane¥repo¥など)を
元に戻します。

6. ALM Octaneサービスを再度初期化します。詳細については、「ALM Octaneサーバーの
手動での起動」(60ページ)を参照してください。

サイトスキーマをアップグレードした後

サイトスキーマのアップグレードまで実行されたアップグレードをロールバックすることができます。

アップグレードがサイトスキーマのアップグレードまで実行された場合、以下の内容が変更され
ています。

l 以前にデプロイされたファイル

l setup.xmlとoctane.ymlの各設定ファイル

l サイトスキーマ

サイトスキーマをロールバックするには

1. ALM Octaneサービスを停止します。

2. setup.xmlファイル、octane.ymlファイル、およびC:\octane\repo\フォルダー (インストールフォ
ルダー内にある場合 )をバックアップします。

3. バックアップしたサイトスキーマに戻します。

4. Windowsの [プログラムの追加と削除 ]を使用して、新しいバージョンのALM Octaneをアン
インストールします。詳細については、「アンインストール」(62ページ)を参照してください。

5. 前のバージョンのALM Octaneをインストールします。詳細については、「インストール」(19
ページ)を参照してください。

6. 必要に応じて、バックアップしたC:¥octane¥repo¥フォルダーを元に戻します。

7. setup.xmlとoctane.ymlの各設定ファイルをバックアップしたファイルに戻します。
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8. ALM Octaneサービスを再度初期化します。詳細については、「ALM Octaneサーバーの
手動での起動」(60ページ)を参照してください。

スペーススキーマをアップグレードした後

アップグレードがサイトスキーマのアップグレードまで実行された場合、以下の内容が変更され
ています。

l スペーススキーマ

l Elasticsearchのインデックス

l ALM Octaneのリポジトリファイル

次のいずれかのオプションの手順を実行します。

ロールバックオプション 手順

スペーススキーマへの変更内容を
ロールバックする

1. スペーススキーマのバックアップを開きます。

2. Elasticsearchのインデックスのバックアップを開き
ます。

3. このスペースのリポジトリバックアップを開きます。

4. アップグレードが失敗した原因を修正します。

5. サイトスキーマ内のスペースで、以下をリセットしま
す。

a. SHARED_SPACEテーブルを開きます。

b. 共有スペースのレコードを見つけます。SP_
NAMEを検索します。

c. SP_STATUSをACTIVEに設定します。

d. SP_VERSIONをアップグレード前の元のバー
ジョン番号に設定します。

6. 再度アップグレードします。

アップグレード全体をロールバックす
るには

「サイトスキーマをロールバックするには」(57ページ)の
手順を実行します。

アップグレードの完了後

アップグレードが正常に完了した場合、以下の内容が変更されています。

l 以前にデプロイされたファイル

l setup.xmlとoctane.ymlの各設定ファイル

l サイトスキーマ

l スペーススキーマ
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l Elasticsearchのインデックス

l ALM Octaneのリポジトリファイル

アップグレード全体をロールバックするには

1. 「サイトスキーマをロールバックするには」(57ページ)の手順を実行します。

2. スペースごとに「スペーススキーマへの変更内容をロールバックする」(58ページ)の手順を
実行します。

クラスターノードのアップグレード後

追加のクラスターノードをアップグレードした場合、クラスターノードで以下の内容が変更され
ています。

l 以前にデプロイされたファイル

l setup.xmlとoctane.ymlの各設定ファイル

以前にデプロイされたファイルをロールバックするには

1. 現在のバージョンをアンインストールします。詳細については、「アンインストール」(62ペー
ジ)を参照してください。

2. 前のバージョンをノードにインストールします。

3. 追加の各クラスターノードでconnectnode.batを実行します。詳細については、「クラス
ターのインストール (オプション)」(39ページ)を参照してください。

4. 各クラスターノードでALM Octaneサービスを再度初期化します。詳細については、「ALM
Octaneサーバーの手動での起動」(60ページ)を参照してください。

管理
ここでは、インストール中またはインストール後に行う管理タスクについて説明します。

本項の内容

• ALMOctaneサーバーの手動での起動 60
• データベースに関連する問題の処理 60
• ALMOctaneサーバーとのセキュリティで保護された接続の設定 (Jetty) 61
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これらの管理タスクを含め、各種設定パラメーターを設定することで、サイトの動作を定義す
ることができます。

l [設定 ]を使用してサイトの設定パラメーターを設定します。詳細については、ALM Octane
ユーザーヘルプの関連するセクションを参照してください。

l REST APIを使用してスペースの設定パラメーターを設定します。詳細については、ALM
Octane Developer Helpの関連するセクションを参照してください。

ALMOctaneサーバーの手動での起動
ALM Octaneをインストールする際に、ALM Octaneサーバーは (1つ目のノードで)
initserver.batを実行したとき、および (その他のクラスターノードで) connectnode.batを実行し
たときに自動的に起動されます。

ALM Octaneサーバーを手動で起動する必要がある場合は、以下を実行します。

ALMOctaneサーバーを起動 (または再起動)するには

[スタート ] > [ALM Octane] > [Start Server]

または

[スタート ] > [ALM Octane] > [Restart Server] を選択します。

サービスがバックグラウンドで実行されます。

クラスター設定でALMOctaneを起動 (または再起動)するには

すべてのノードを再起動します。

データベースに関連する問題の処理
このトピックでは、データベース関連の管理タスクの詳細について説明します。

このトピックの内容 :

l 「サイトスキーマの設定の変更と再初期化」(60ページ)

サイトスキーマの設定の変更と再初期化

サイトスキーマの設定を変更する必要がある場合は、setup.xmlファイルで変更を行います。

1. C:\octane\server\conf\フォルダー内のsharedspace_logical_name.txtで、ALM Octaneの
インスタンスに関連するインデックスの名前を取得します。

2. データベースのサイトスキーマを削除します。

3. リポジトリを削除します。

4. Elasticsearchからmqm_<sp_logical_name>インデックスを削除します。ALM Octaneサー
バーのコマンドプロンプトで、次のコマンドを実行します。
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curl -XDELETE 'http://<server address>:9200/mqm_<sp_logical_name>/'

5. setup.xmlファイルでサイトアクションCREATE_NEWを指定してinitserver.batを実行し、
新しいサイトスキーマを作成します。

C:\octane\install\initserver.bat

ALMOctaneサーバーとのセキュリティで保護された接続
の設定 (Jetty)
このトピックでは、Jettyを使用してALM Octaneサーバーとのセキュリティで保護された接続を
設定する方法について説明します。

注: ALM Octaneでは、TLSv1.2セキュアプロトコルを使用します。

1. このALM Octaneサーバーの完全修飾ドメイン名に対して発行されたサーバー証明書を
Javaキーストア形式 (.jks)で取得します。この中には、秘密鍵とその発行元の証明機
関が含まれている必要があります。証明機関を使用した証明書の作成の詳細につい
ては、ソフトウェアセルフソルブナレッジベースの記事KM02707977を参照してください。

2. キーストアファイルをC:\octane\confフォルダーにコピーします。このファイルにkeystore.jksと
いう名前を付けます。

3. C:\octane\install\enablessl.batを実行します。証明書のパスワードはスクリプトのパラ
メーターとして指定します。

次の制限事項に注意してください。

l Jettyサーバーを単一ノード設定でインストールする場合は、完全なアドレスを使用

してサーバーにアクセスする必要があります。つまり、Jettyサーバーが

myserver.mydomain.comという名前のマシンにインストールされている場合は、サー

バーへのアクセスにはhttp[s]://myserver.mydomain.com:<port>を使用し、http
[s]://myserver:<port>は使用しません (クライアント側でDNSショートカットを使用し

ている場合 )。
l Jettyサーバーをクラスター環境でインストールする場合は、ロードバランサーとすべて

のJettyノードとが相互にアクセスできる必要があります。クライアント側からロードバラ

ンサーを介してサーバーにアクセスする際にも同じルールが適用されます。つまり、

ロードバランサーの完全なアドレスを使用してサーバーにアクセスする必要がありま

す。
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アンインストール

ALMOctaneサーバーをアンインストールするには、Windowsのコントロールパ
ネルのアンインストール機能を使用します。

アンインストールプロセスでは、再インストールする場合に備えて、リポジトリ、ログ、および設
定ディレクトリは削除されません。必要に応じて、これらを削除します。
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フィードバックを送信

Windows用インストールガイドを使用してお気づきになった点をお知らせください。

電子メールの宛先 : docteam@microfocus.com
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