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NXJの移行

NXJ10.Xから NXJ11.Xへの移行

Unify NXJ 10.xから 11.x にアップグレードする場合、 既存のデータ リポジ ト リ と コン
ト ロールセンタを移行する必要があります。

データ リポジ ト リの移行

NXJ管理者ガイ ドで記述されるように、 ActiveWorkflow （以前は BPM と呼ばれる） は
データ リポジ ト リを使用します。 ActiveWorkflow プロセスのパフォーマンスを向上する
為に、 ポリシーソースコードは 4000文字に限られています。 ソースコードがこの制限
を越えるかどうか、 そしてポリシーを更新するかどうかを確かめる為に既存のポリシー

を確認する必要があります。

注 : ActiveWorkflow を使用しない場合は、 コン ト ロールセンタの移行を
省く ことができます。

1. データベースに対して、 正しい pre-migration クエリを実行します。

クエリは、 インス トール CD-ROMのルートディ レク ト リの PreMigrationCheck.sql
ファイルにあります。 4000文字の制限を超えるポリシーを見つけた場合、 クエリ
は警告を表示します。 クエリが警告を表示しなければ、 データ リポジ ト リでのそれ
以上の移行作業はな く、 コン ト ロールセンタを移行することができます。

2. 制限を超える各ポリシーに対して、 以下の内の 1 つを行う必要があります。

• （推奨） Java クラスにポリシーを使用する各プロセスをコンパイルする。

『ActiveWorkflow Online Help』 の 「Developers Guide」 の 「Policies」 を参照し
て く ださい。

• 4000文字の制限を超えないようにポリシーを編集する。
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• DBMigrator ツール （後のステップの） を実行するときに、 force オプシ ョ ンを実
行する。 これは、 制限を越えるポリシーを切り捨てます。 切り捨てられたポリ
シーは、 コンパイルすることはできません。

3. サーバをシャ ッ トダウンします。

4. Unify NXJ を更新します。

5. NXJDBMigrator コマンド ラインユーテ ィ リテ ィ を実行します。

ユーテ ィ リテ ィは、 <UNIFY_HOME>/bin ディ レク ト リにあります。 ユーテ ィ リ
テ ィには、 以下のオプシ ョ ンがあります。

Required:
-dbVendor - データベースベンダの名前 （Oracle、 Cloudscape、 MSSQL）。
-dbURL -JDBC コネクシ ョ ン URL。
-dbUsername - データベースのユーザ名。
-dbpassword - データベースのパスワード。

Optinal:
-dbDriver - デフォルトの JDBC ド ライバをオーバライ ド します。
-force - 警告を無視します。

Example:
nxjdbmigrator -dbVendor Cloudscape -dbURL
“jdbc:Cloudscape:embedded:repository;database.home=<db_home> 
-dbUsername PBPUBLIC -dbPassword PBPUBLIC

6. サーバを再起動し、 完了する為に変更されたプロセスのすべてのインスタンスを許
可します。 次に、 NXJDBMigrator コマンド ラインユーテ ィ リテ ィ を再度実行しま
す。

コン ト ロールセンタの移行

コン ト ロールセンタを使用している場合、 移行する必要があります。

1. まだサーバをシャ ッ トダウンしていない場合は、 シャ ッ トダウンします。

2. Unify NXJ を更新していない場合は、 更新します。

3. <UNIFY_HOME>/lib/repository ディ レク ト リにある ccMigration-
<db_vendor>.sql スク リプ ト を実行します。
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