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Snap Creator をアップグレードします

Snap Creator の最新バージョンには、サポートされているさまざまなバージョンからア
ップグレードできます。

コミュニティサイトにあるリリースからアップグレードできるかどうかについて不明な点があ
る場合は、ネットアップコミュニティフォーラムをご利用ください。ネットアップコミュニテ
ィフォーラムには、次のアドレスからアクセスできます。 https://communities.netapp.com/

community/products_and_solutions/databases_and_enterprise_apps/snapcreator

Snap Creator の最新バージョンにアップグレードする前に、現在インストールされている Snap Creator のバ
ージョンのジョブモニタサイズを確認してください。Snap Creator をアップグレードするときは、ジョブ監
視データベースのデータが失われないように、ジョブ監視のサイズを以前の設定と同じかそれよりも大きくす
る必要があります。

また、 Snap Creator をアップグレードする場合は、同じオペレーティングシステム環境を使用するホスト上
でアップグレードを実行する必要があります。たとえば、 Windows 環境でアップグレードを実行する場合、
バックアップデータをコピーするときは、 UNIX ベースのシステムではなく Windows 環境にもデータをコピ
ーして戻す必要があります。

Snap Creator にはダウングレード（リバート）オプションはありません。アップグレードプロ
セスでは、複数のファイルをバックアップします。Snap Creator の以前のバージョンにリバー
トする必要がないことが確実に確認されるまで、バックアップファイルを保持しておくことが
重要です。

• 関連情報 *

ジョブ監視のサイズを確認しています

ジョブ監視のサイズを確認しています

Snap Creator の最新バージョンにアップグレードする前に、現在インストールされてい
る Snap Creator のバージョンのジョブモニタサイズを確認する必要があります。

Snap Creator をアップグレードするときは、ジョブ監視データベースのデータが失われないように、ジョブ
監視のサイズを以前の設定と同じかそれよりも大きく設定してください。Snap Creator が取得するジョブ
は、更新されたジョブ監視の最大サイズまでです。

たとえば、 Snap Creator 4.0 でジョブモニタのサイズが 500 の場合は、最新の Snap Creator にアップグレー
ドする際に、ジョブモニタのサイズを必ず 500 以上に設定してください。

1. 次のいずれかのオプションを実行して、ジョブモニタのサイズを確認します。

◦ Snap Creator サーバのプロパティファイル（
/install_path/scServer4.1.x/engine/etc/snapcreator.properties ）を開き、
SNAPCREATOR_JOB_MONITOR_SIZE 変数を確認します。

◦ Snap Creator の GUI のメインメニューで、 * Management * > * Job Monitor * を選択し、 * Size * を
クリックします。
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[ ジョブモニタサイズ ] ダイアログボックスが開き、現在のサイズが上部のフィールドに表示され
ます。

Snap Creator 3.6 より前のリリースからのアップグレード

Snap Creator 3.6 よりも前のリリースからアップグレードする場合は、最初に Snap

Creator 3.6 に一度に 1 つのバージョンをアップグレードする必要があります。

たとえば、 Snap Creator 3.5.x からアップグレードするには、まず 3.5.x から 3.6 にアップグレードする必要
があります。Snap Creator 3.6 を実行したあと、最新バージョンへのアップグレードを完了できます。このア
ップグレードプロセスでは、 Snap Creator サーバのアップグレードと同時に Snap Creator エージェントをイ
ンストールできます。

• 関連情報 *

Windows での Snap Creator サーバ 3.6.x のアップグレード

Snap Creator 3.6.x からのアップグレード

Snap Creator 3.6.x からアップグレードすると、データベーススキーマがアップグレー
ドされ、すべての構成ファイルのパスワードが最新の Snap Creator との互換性を維持す
るように更新されます。

Windows での Snap Creator サーバ 3.6.x のアップグレード

Windows 上の Snap Creator サーバ 3.6.x から直接アップグレードできます。

• Snap Create のユーザ名に特殊文字が含まれている場合は、アップグレードの実行前にアルファベット（
a~z 、 A~Z ）のみを使用し、それらのユーザの名前を変更してください。

• Snap Creator ディレクトリをバックアップしてバックアップデータが完全であることを確認する前に、
Snap Creator のサービス（「 napcreatorserverservice 」および「 Snapcreatoragentservice 」）を停止し
ておきます。

たとえば、サービススナップインを使用してサービスを停止できます。

a. 「 * Start * > * Run * 」を選択し、「 ervices .msc 」と入力します。

b. Snap Creator サービスを探して選択し、サービスを停止します。または、コマンドプロンプトを開い
て次のコマンドを入力することもできます。

sc stop snapcreatorserverservice

sc stop snapcreatoragentservice

• Snap Creator 3.6.x Server ディレクトリ（ C ： \Program Files\NetApp\SnapManager

Create_Creator_Framework\scServer3.6.x ）内で、次のディレクトリと関連するすべてのサブディレクト
リおよびファイルをバックアップしておきます。

◦ Snap Creator データベース（ ..\GUI\snapcreator ）
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◦ プロファイルと構成ファイル（ ..\configs ）

◦ ログ（ ..\logs ） * メモ： * 作成した Snap Creator 3.6.x バックアップコピーは削除しないでくださ
い。

• （オプション） Snap Creator エージェントが Snap Creator サーバと同じホストにインストールされてい
る場合は、 agent.conf ファイル（ C ： \Program Files\NetApp\NetApp_Snap Creator

_Framework\scServer3.6.x\config\agent.conf ）をバックアップする必要があります。

以降の手順で示すパスは、 Windows のデフォルトのインストールパスです。デフォルト値を使用しなかった
場合は、パス情報が異なる可能性があります。

アップグレードプロセスが完了したら、次の点を考慮してください。

• アップグレードされた Snap Creator データベースに「 in progress 」とマークされたタスクが含まれてい
る場合、アップグレード・プロセスが完了しても、状態は同じままです。

• 最新の Snap Creator のデフォルト管理者は、 Snap Creator 3.6.x の管理者である必要があります3.6.x ユ
ーザが管理者ではない場合、アップグレードによってオペレータロールが 3.6.x ユーザに割り当てられま
す。

a. Snap Creator サービスをまだ停止していない場合は停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

b. Snap Creator （ Windows ）をアンインストールするには、 * Start * > * Programs * > * Snap Creator

* > * Uninstall NetApp Snap Creator Framework * を選択します。

詳細については、 Windows での Snap Creator のアンインストールに関する情報を参照してくださ
い。

c. 最新の Snap Creator サーバをインストールします。

詳細については、 Windows への Snap Creator サーバのインストールに関する情報を参照してくださ
い。

d. 最新の Snap Creator サーバのインストール時に Snap Creator サーバのサービスを開始するように選
択した場合は、サービスを停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

e. 最新の Snap Creator Server データベースフォルダ（ C ： \Program Files\NetApp\Snap Creator

_Framework\scServer4.1.x \engine/snapcreator ）を削除します。

f. バックアップした Snap Creator 3.6.x データベースディレクトリを最新の場所にコピーします（ C ：
\Program Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scServer4.1.x\engine/snapcreator ）。

g. バックアップした Snap Creator 3.6.x のプロファイルと設定ディレクトリを最新の場所にコピーしま
す（ C ： \Program Files\NetApp\SnapCreator _Framework\scServer4.1.x\engine\configs ）。

h. バックアップした Snap Creator 3.6.x のログディレクトリを最新の場所にコピーします（ C ：
\Program Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scServer4.1.x\engine\logs ）。

i. コマンドプロンプトを開き、 Snap Creator のインストールパス（ C ： \Program

Files\NetApp\SnapCreator _Framework\scServer4.1.x \engine ）のエンジンサブディレクトリにディ
レクトリを変更します。

j. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator をアップグレードします。 java -jar snapcreator.jar -upgrade
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アップグレードプロセスが完了したら、次のいずれかの方法で Snap Creator サーバサービスを開始します。

• サービススナップインを使用してサービスを開始します。

• コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 'c start snapcreatorserver'

また、指定したポート上のローカルホストに移動することで、 Snap Creator Framework の GUI の起動を検
証する必要があります (https://IP_address:gui_port)。

HTTPS を使用して接続する必要があります。接続が HTTPS 接続に自動的にリダイレクトされず、 GUI が機
能しません。

• 関連情報 *

Snap Creator サーバをインストールします

Windows での Snap Creator のアンインストール

UNIX ベースのシステムでの Snap Creator サーバ 3.6.x のアップグレード

UNIX ベースのシステムでは、 Snap Creator サーバ 3.6.x から直接アップグレードでき
ます。

• Snap Creator に特殊文字を含むユーザ名がある場合は、アップグレードの実行前にアルファベット（ a~z

、 A~Z ）のみを使用し、それらのユーザの名前を変更してください。

• Snap Creator のディレクトリをバックアップする前に Snap Creator のプロセスを停止し、バックアップ
されたデータが確実に完了するようにしておきます。

たとえば、次のコマンドを入力します。

/install_path/scServer3.6.x/bin/scServer stop

/install_path/scAgent3.6.x/bin/scAgent stop

• Snap Creator 3.6.x Server ディレクトリ（ /install_path/scServer3.6.x ）にある次のディレクトリと、関連
するすべてのサブディレクトリおよびファイルをバックアップしておきます。

◦ Snap Creator データベース（ ./snapcreator /gui/snapcreator ）

◦ プロファイルと構成ファイル（ ./configs ）

◦ ログ（ ./logs ） * メモ： * 作成した Snap Creator 3.6.x バックアップコピーは削除しないでくださ
い。

次の手順で指定するパスは、デフォルトのインストールパスを示しています。以下のコマンドで使用するパス
は、インストールパスと異なる場合があります。

アップグレードプロセスが完了したら、次の点を考慮してください。

• アップグレードされた Snap Creator データベースに「 in progress 」とマークされたタスクが含まれてい
る場合、アップグレード・プロセスが完了しても、状態は同じままです。

• 最新の Snap Creator のデフォルト管理者は、 Snap Creator 3.6.x の管理者である必要があります3.6.x ユ
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ーザが管理者ではない場合、アップグレードによってオペレータロールが 3.6.x ユーザに割り当てられ
ます。

a. Snap Creator プロセスをまだ停止していない場合は停止します。

プロセスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

b. 最新の Snap Creator をインストールします。ただし、 Snap Creator サーバサービスは開始しないで
ください。

詳細については、 UNIX への Snap Creator サーバのインストールに関する情報を参照してください。

c. バックアップした Snap Creator 3.6.x データベースディレクトリを最新のデータベースの場所にコピ
ーします（ /install_path/scServer4.1.x/engine/snapcreator ）。

d. バックアップした Snap Creator 3.6.x のプロファイルと構成フォルダを最新の場所にコピーします（
/install_path/scServer4.1.x/engine/configs ）。

e. バックアップした Snap Creator 3.6.x のログフォルダを最新の場所にコピーします（
/install_path/scServer4.1.x/engine/logs ）。

f. Snap Creator のインストールパス（ /install_path/scServer4.1.x/engine ）のエンジンサブディレクト
リにディレクトリを変更します。

g. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator をアップグレードします。 java -jar snapcreator.jar -upgrade

アップグレードプロセスが完了したら、次のコマンドを入力して、 Snap Creator サーバのサービスを開始し
ます。

/install_path/scServer4.1.x/bin/scServerstart に入力します

また、 Snap Creator 3.6.x のインストールディレクトリを削除します。

古いバージョンにリバートする必要がないことが確実に確認されるまで、バックアップコピー
を削除しないでください。

また、指定したポート上のローカルホストに移動することで、 Snap Creator Framework の GUI の起動を検
証する必要があります (https://IP_address:gui_port)。

HTTPS を使用して接続する必要があります。接続が HTTPS 接続に自動的にリダイレクトされず、 GUI が機
能しません。

• 関連情報 *

UNIX ベースのシステムへの Snap Creator サーバのインストール

Windows での Snap Creator エージェント 3.6.x のアップグレード

Windows では Snap Creator エージェント 3.6.x から直接アップグレードできます。

• Snap Creator エージェントのディレクトリをバックアップしてバックアップデータが完全であることを確
認する前に、 Snap Creator エージェントサービス（「 napcreatoragentservice 」）を停止しておきま
す。

たとえば、サービススナップインを使用してサービスを停止できます。
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a. 「 * Start * > * Run * 」を選択し、「 ervices .msc 」と入力します。

b. Snap Creator エージェントサービスを探して選択し、サービスを停止します。または、コマンドプロ
ンプトを開いて次のコマンドを入力することもできます。

sc stop snapcreatoragentservice

• Snap Creator エージェントのディレクトリ（ C ： \Program Files\NetApp\Virtual Snap

_Creator_Framework\scAgent3.6.x ）に、次のディレクトリと、それに関連付けられているすべてのサブ
ディレクトリおよびファイルをバックアップしておきます。

◦ agent.conf ファイル（ ..\config\agent.conf ）

Snap Creator サーバが同じシステムにインストールされている場合は、 Snap Creator

サーバ 3.6.x のアップグレード時にこのファイルをバックアップ済みの可能性がありま
す

◦ ログディレクトリ（有効な場合）（ ..\logs ）

◦ Plug-ins ディレクトリ（ ..\plugins ）

4.1 より前のバージョンの Snap Creator エージェントでは、 agent.conf というファイルを使用して、 Snap

Creator の外部で Snap Creator エージェント上で実行される可能性のあるコマンドをリストしました。4.1 で
は、 allowed_command.config ファイルが使用されます。

同様に、 Snap Creator エージェントが通信を許可した、 agent.conf ファイルが表示されたホスト。デフォル
トでは、 Snap Creator エージェントはすべての Snap Creator サーバとの通信を許可しました。ただし、以前
のバージョンの Snap Creator でこの機能を使用するように選択した場合は、 agent.properties ファイルの
authorized_hosts パラメータがこの機能を置き換えます。

これらのパラメータを使用しなかった場合は、新しいエージェントを簡単にインストールする
だけで済みます。

以降の手順で示すパスは、 Windows のデフォルトのインストールパスです。デフォルト値を使用しなかった
場合は、パス情報がインストールパスと異なることがあります。

1. Snap Creator エージェントサービスをまだ停止していない場合は停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

2. Snap Creator （ Windows ）をアンインストールするには、 * Start * > * Programs * > * Snap Creator * > *

Uninstall NetApp Snap Creator Framework * を選択します。

詳細については、 Windows での Snap Creator のアンインストールに関する情報を参照してください。

3. 最新の Snap Creator エージェントをインストールします。

詳細については、 Windows への Snap Creator エージェントのインストールに関する情報を参照してくだ
さい。

4. バックアップした agent.conf ファイルのコピーをテキストエディタで開きます。
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agent.conf の例を次に示します。

host: scServer@Tampico

command: sdcli.exe

5. 新しい allowed_commands.config ファイル（ C ： \Program Files\NetApp\SnapManager

Creator_Framework\scAgent4.1.x\etc\allowed_commands.config ）をテキストエディタで開き、
agent.conf のコマンドラインを allowed_commands.config ファイルにコピーします。ただし、最新の
Snap Creator のセキュリティ強化により、コマンドが完全に認定されていることを確認してください。

前述の例では、 allowed_command.config ファイルに次の情報を指定する必要があります。

command: "C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"

"[.code]Program Files の間のスペースのため、コマンドをカプセル化するには引用符を
含める必要があります。コマンドにスペースが含まれていない場合は、引用符は必要あり
ません。

必要に応じて、コマンドを個別の行に追加できます。

6. ファイルを保存して閉じます。

7. テキストエディタで agent.properties ファイル（ C ： \Program Files\NetApp\Virtual

Creator_Framework\scAgent4.1.x \etc\agent.properties ）を開き、 authorized_hosts=* のデフォルトのエ
ントリを変更して、 agent.conf ファイルのホスト設定を反映します。

前述の例では、 authorized_hosts パラメータに次の値を指定する必要があります。

AUTHORIZED_HOSTS=Tampico

ホストは必要に応じて追加できます。複数のホスト名を指定する場合はカンマで区切ります。ホスト名と
IP アドレスの両方がサポートされます。

AUTHORIZED_HOSTS=Tampico, 10.10.10.192, Fuji01

8. ファイルを保存して閉じます。

9. 次のいずれかを実行して、 Snap Creator エージェントサービスを開始します。

◦ サービススナップインを使用してサービスを開始します。

◦ コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。 'c start snapcreatoragentservice`

▪ 関連情報 *

Windows への Snap Creator エージェントのインストール

Windows での Snap Creator のアンインストール
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UNIX での Snap Creator エージェント 3.6.x のアップグレード

UNIX 上の Snap Creator エージェント 3.6.x から直接アップグレードできます。

• Snap Creator エージェントのディレクトリをバックアップする前に Snap Creator エージェントを停止
し、バックアップされたデータが確実に完了するようにしておきます。

たとえば、次のコマンドを入力します。

/install_path/scAgent3.6.x/bin/scAgent stop

• Snap Creator エージェントのディレクトリ（ /install_path/scAgent3.6.x ）に、次のディレクトリと、関連
するすべてのサブディレクトリおよびファイルをバックアップしておきます。

◦ agent.conf ファイル（ ./config/agent.conf ）

◦ ログディレクトリ（有効な場合）（ ./logs ）

◦ Plug-ins ディレクトリ（ ./plugins ）

4.1 より前のバージョンの Snap Creator エージェントでは、 agent.conf というファイルを使用して、 Snap

Creator の外部で Snap Creator エージェント上で実行できるコマンドをリストしました。4.1 では、
allowed_command.config ファイルが使用されます。

同様に、 Snap Creator エージェントが通信を許可した、 agent.conf ファイルが表示されたホスト。デフォル
トでは、 Snap Creator エージェントはすべての Snap Creator サーバとの通信を許可しました。ただし、以前
のバージョンの Snap Creator でこの機能を使用するように選択した場合は、 agent.properties ファイルの
authorized_hosts パラメータがこの機能を置き換えます。

これらのパラメータを使用しなかった場合は、新しいエージェントを簡単にインストールする
だけで済みます。

次の手順で指定するパスは、デフォルトのインストールパスを示しています。以下のコマンドのパスは、イン
ストールパスのパスとは異なる場合があります。

1. Snap Creator エージェントをまだ停止していない場合は停止します。

詳細については、このトピックで前述の説明を参照してください。

2. 最新の Snap Creator エージェントをインストールします。ただし、 Snap Creator エージェントは起動し
ないでください。

詳細については、 UNIX への Snap Creator エージェントのインストールに関する情報を参照してくださ
い。

3. バックアップした agent.conf ファイルのコピーをテキストエディタで開きます。

agent.conf の例を次に示します。
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host: scServer@Lyon

command: rc_domino

4. 新しい allowed_commands.config ファイル（ /install_path/scAgent4.1.x /etc/allowed_commands.config ）
をテキストエディタで開き、 agent.conf からコマンドラインを allowed_commands.config ファイルにコ
ピーします。ただし、最新の Snap Creator でのセキュリティの強化により、コマンドが完全に認定され
ていることを確認してください。

前述の例では、 allowed_command.config ファイルに次の情報を指定する必要があります。

command: /etc/init.d/rc_domino

コマンドにスペースが含まれている場合は、コマンドを引用符で囲む必要があります。

必要に応じて、コマンドを個別の行に追加できます。

変更を行った後、ファイルを保存して閉じます。

5. テキストエディタで agent.properties ファイル（ /install_path/scAgent4.1.x /etc/agent.properties ）を開
き、 authorized_hosts=* のデフォルトエントリを変更して agent.conf ファイルのホスト設定を反映させ、
ファイルを保存して閉じます。

前述の例では、 authorized_hosts パラメータに次の値を指定する必要があります。

AUTHORIZED_HOSTS=Lyon

ホストは必要に応じて追加できます。複数のホスト名を指定する場合はカンマで区切ります。ホスト名と
IP アドレスの両方がサポートされます。

AUTHORIZED_HOSTS=Lyon, 10.10.10.192, Fuji01

6. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator エージェントを起動します。

/install_path/scAgent4.1.x/bin/scAgent start

◦ 関連情報 *

UNIX ベースのシステムへの Snap Creator エージェントのインストール

Snap Creator 4.0.x からアップグレードする

Snap Creator 4.0.x からアップグレードすると、データベーススキーマがアップグレー
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ドされます。

Windows での Snap Creator サーバ 4.0.x のアップグレード

Windows 上の Snap Creator サーバ 4.0.x から直接アップグレードできます。

• Snap Creator に特殊文字を含むユーザ名がある場合は、アルファベット（ a~z と A~Z ）のみを使用し、
それらのユーザの名前を変更する必要があります。

• Snap Creator ディレクトリをバックアップしてバックアップデータが完全であることを確認する前に、
Snap Creator のサービス（「 napcreatorserverservice 」および「 Snapcreatoragentservice 」）を停止し
ておく必要があります。

たとえば、サービススナップインを使用してサービスを停止できます。

a. 「 * Start * > * Run * 」を選択し、「 ervices .msc 」と入力します。

b. Snap Creator サービスを探して選択し、サービスを停止します。または、コマンドプロンプトを開い
て次のコマンドを入力することもできます。

sc stop snapcreatorserverservice

sc stop snapcreatoragentservice

• 次のディレクトリと、関連付けられているすべてのサブディレクトリとファイルをバックアップしておく
必要があります。これらのディレクトリは、 Snap Creator 4.0.x Server エンジンのサブディレクトリ（ C

： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Framework\scServer4.0.x\engine ）内にバックアップされている
必要があります。

◦ Snap Creator データベース（ ./snapcreator ）

◦ Snap Creator サーバのプロパティ（ ..\etc ）

◦ プロファイルと構成（ ..\configs ）

◦ ログ（ ..\logs ） * 注： * 作成した Snap Creator 4.0.x バックアップコピーは削除していないでくださ
い。

• （オプション） Snap Creator エージェントが Snap Creator サーバと同じホストにインストールされてい
る場合は、 agent.conf ファイル（ C ： \Program Files\NetApp\SnapManager

Creator_Framework\scAgent4.x\config\agent.conf ）をすでにバックアップしておく必要があります。

以降の手順で示すパスは、 Windows のデフォルトのインストールパスです。デフォルト値を使用しなかった
場合は、パス情報がインストールパスと異なることがあります。

アップグレードプロセスが完了したら、次の点を考慮してください。

• アップグレードされた Snap Creator データベースに「 in progress 」とマークされたタスクが含まれてい
る場合、アップグレード・プロセスが完了しても、状態は同じままです。

• 最新の Snap Creator のデフォルト管理者は、 Snap Creator 4.0.x で管理者である必要があります4.0.x ユ
ーザが管理者でない場合、アップグレードにより、 4.0.x ユーザにオペレータロールが割り当てられま
す。

a. Snap Creator サービスをまだ停止していない場合は停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。
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b. Snap Creator （ Windows ）をアンインストールするには、 * Start * > * Programs * > * Snap Creator

* > * Uninstall NetApp Snap Creator Framework * を選択します。

詳細については、 Windows での Snap Creator のアンインストールに関する情報を参照してくださ
い。

c. 最新の Snap Creator サーバをインストールします。

詳細については、 Windows への Snap Creator サーバのインストールに関する情報を参照してくださ
い。

d. 最新の Snap Creator サーバのインストール時に Snap Creator サーバのサービスを開始するように選
択した場合は、サービスを停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

e. 最新の Snap Creator Server データベースフォルダ（ C ： \Program Files\NetApp\Snap Creator

_Framework\scServer4.1.x \engine/snapcreator ）を削除します。

f. バックアップした Snap Creator 4.0.x データベースのディレクトリを最新の場所（ C ： \Program

Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scServer4.1.x\engine/snapcreator ）にコピーします。

g. バックアップした Snap Creator 4.0.x のプロファイルと設定ディレクトリを最新の場所（ C ：
\Program Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scServer4.1.x\engine\configs ）にコピーします。

h. バックアップした Snap Creator 4.0.x のログディレクトリを最新の場所（ C ： \Program

Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scServer4.1.x\engine\logs ）にコピーします。

i. コマンドプロンプトを開き、 Snap Creator のインストールパス（ C ： \Program Files\NetApp\Snap

Creator _Framework\scServer4.1.x \engine ）の engine サブディレクトリにディレクトリを変更しま
す。

j. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator をアップグレードします。 java -jar snapcreator.jar -upgrade

アップグレードプロセスが完了したら、次のいずれかの方法で Snap Creator サーバサービスを開始します。

• サービススナップインを使用してサービスを開始します。

• コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。「 -c start snapcreatorserverservice 」

また、指定したポート上のローカルホストに移動することで、 Snap Creator Framework の GUI の起動を検
証する必要があります (https://IP_address:gui_port)。

HTTPS を使用して接続する必要があります。接続が HTTPS 接続に自動的にリダイレクトされず、 GUI が機
能しません。

• 関連情報 *

Snap Creator サーバをインストールします

Windows での Snap Creator のアンインストール

UNIX ベースのシステムでの Snap Creator サーバ 4.0.x のアップグレード

UNIX ベースのシステムでは、 Snap Creator サーバ 4.0.x から直接アップグレードでき
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ます。

• Snap Creator に特殊文字を含むユーザ名がある場合は、アルファベット（ a~z または A~Z ）のみを使用
し、それらのユーザの名前を変更する必要があります。

• Snap Creator のディレクトリをバックアップする前に Snap Creator のプロセスを停止し、バックアップ
されたデータが確実に完了するようにしておきます。

たとえば、次のコマンドを入力します。

/install_path/scServer4.0.x/bin/scServer stop

/install_path/scAgent4.0.x/bin/scAgent stop

• Snap Creator 4.0.x Server エンジンのサブディレクトリ（ /install_path/scServer4.0.x/engine ）に、次の
ディレクトリと、関連するすべてのサブディレクトリおよびファイルをバックアップしておきます。

◦ Snap Creator データベース（ ./snapcreator ）

◦ Snap Creator サーバのプロパティ（ /etc ）

◦ プロファイルと構成（ ./configs ）

◦ ログ（ ./logs ） * メモ： * 作成した Snap Creator 4.0.x バックアップコピーは削除していないでくだ
さい。

次の手順で指定するパスは、デフォルトのインストールパスを示しています。以下のコマンドで入力するパス
は、インストールパスと異なる場合があります。

アップグレードプロセスが完了したら、次の点を考慮してください。

• アップグレード対象の Snap Creator データベースに「実行中」とマークされたタスクが含まれている場
合、アップグレードプロセスが完了しても状態は同じままです。

• 最新の Snap Creator のデフォルト管理者は、 Snap Creator 4.0.x で管理者である必要があります4.0.x ユ
ーザが管理者でない場合、アップグレードにより、 4.0.x ユーザにオペレータロールが割り当てられま
す。

a. Snap Creator プロセスをまだ停止していない場合は停止します。

プロセスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

b. 最新の Snap Creator をインストールします。ただし、 Snap Creator サーバサービスは開始しないで
ください。

詳細については、 UNIX への Snap Creator サーバのインストールに関する情報を参照してください。

c. バックアップした Snap Creator 4.0.x データベースディレクトリを最新の場所にコピーします（
/install_path/scServer4.1.x/engine/snapcreator ）。

d. バックアップした 4.0.x のプロファイルと設定ディレクトリを最新の場所（
/install_path/scServer4.1.x/engine/configs ）にコピーします。

e. バックアップした 4.0.x のログディレクトリを最新の場所（ /install_path/scServer4.1.x/engine/logs ）
にコピーします。

f. Snap Creator のインストールパス（ /install_path/scServer4.1.x/engine ）のエンジンサブディレクト
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リにディレクトリを変更します。

g. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator をアップグレードします。 java -jar snapcreator.jar -upgrade

アップグレードプロセスが完了したら、次のコマンドを入力して、 Snap Creator サーバのサービスを開始し
ます。

/install_path/scServer4.1.x/bin/scServerstart に入力します

また、 Snap Creator 4.0 のインストールディレクトリも削除します。

古いバージョンにリバートする必要がないことが確実に確認されるまで、バックアップコピー
を削除しないでください。

また、指定したポート上のローカルホストに移動することで、 Snap Creator Framework の GUI の起動を検
証する必要があります (https://IP_address:gui_port)。

HTTPS を使用して接続する必要があります。接続が HTTPS 接続に自動的にリダイレクトされず、 GUI が機
能しません。

• 関連情報 *

UNIX ベースのシステムへの Snap Creator サーバのインストール

Windows での Snap Creator エージェント 4.0.x のアップグレード

Windows 上の Snap Creator エージェント 4.0.x から直接アップグレードできます。

• Snap Creator エージェントのディレクトリをバックアップしてバックアップデータが完全であることを確
認する前に、 Snap Creator エージェントサービス（「 napcreatoragentservice 」）を停止しておきま
す。

たとえば、サービススナップインを使用してサービスを停止できます。

a. 「 * Start * > * Run * 」を選択し、「 ervices .msc 」と入力します。

b. Snap Creator エージェントサービスを探して選択し、サービスを停止します。または、コマンドプロ
ンプトを開いて次のコマンドを入力することもできます。

sc stop snapcreatoragentservice

• Snap Creator エージェントのディレクトリ（ C ： \Program Files\NetApp\Virtual Snap

_Creator_Framework\scAgent4.0.x ）に、次のディレクトリと、関連付けられているすべてのサブディレ
クトリおよびファイルをバックアップしておく必要があります。

◦ agent.conf ファイル（ ..\config\agent.conf ）

Snap Creator サーバが同じシステムにインストールされている場合は、 Snap Creator

サーバ 4.0.x をアップグレードするときに、このファイルをすでにバックアップしてい
る可能性があります

◦ ログディレクトリ（有効な場合）（ ..\logs ）
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◦ Plug-ins ディレクトリ（ ..\plugins ）

4.1 より前のバージョンの Snap Creator エージェントでは、 agent.conf というファイルを使用して、 Snap

Creator の外部で Snap Creator エージェント上で実行される可能性のあるコマンドをリストしました。4.1 で
は、 allowed_command.config ファイルが使用されます。

同様に、 Snap Creator エージェントが通信を許可されている agent.conf ファイルが表示されたホスト。デフ
ォルトでは、 Snap Creator エージェントはすべての Snap Creator サーバとの通信を許可しました。ただし、
以前のバージョンの Snap Creator でこの機能を使用するように選択した場合は、 agent.properties ファイル
の authorized_hosts パラメータがこの機能を置き換えます。

これらのパラメータを使用しなかった場合は、新しいエージェントを簡単にインストールする
だけで済みます。

以降の手順で示すパスは、 Windows のデフォルトのインストールパスです。デフォルトを使用しなかった場
合は、パス情報がインストールパスと異なることがあります。

1. Snap Creator エージェントサービスをまだ停止していない場合は停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

2. Snap Creator （ Windows ）をアンインストールするには、 * Start * > * Programs * > * Snap Creator * > *

Uninstall NetApp Snap Creator Framework * を選択します。

詳細については、 Windows での Snap Creator のアンインストールに関する情報を参照してください。

3. 最新の Snap Creator エージェントをインストールします。

詳細については、 Windows への Snap Creator エージェントのインストールに関する情報を参照してくだ
さい。

4. バックアップした agent.conf ファイルのコピーをテキストエディタで開きます。

agent.conf の例を次に示します。

host: scServer@Tampico

command: sdcli.exe

5. 新しい allowed_commands.config ファイル（ C ： \Program Files\NetApp\SnapManager

Creator_Framework\scAgent4.1.x\etc\allowed_commands.config ）をテキストエディタで開き、
agent.conf のコマンドラインを allowed_commands.config ファイルにコピーします。ただし、最新の
Snap Creator のセキュリティ強化により、コマンドが完全に認定されていることを確認してください。

前述の例では、 allowed_command.config ファイルに次の情報を指定する必要があります。

command: "C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"
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"[.code]Program Files の間のスペースのため、コマンドをカプセル化するには引用符を
含める必要があります。コマンドにスペースが含まれていない場合は、引用符は必要あり
ません。

必要に応じて、コマンドを個別の行に追加できます。

6. ファイルを保存して閉じます。

7. テキストエディタで agent.properties ファイル（ C ： \Program Files\NetApp\Virtual

Creator_Framework\scAgent4.1.x \etc\agent.properties ）を開き、 authorized_hosts=* のデフォルトのエ
ントリを変更して、 agent.conf ファイルのホスト設定を反映します。

前述の例では、 authorized_hosts パラメータに次の値を指定する必要があります。

AUTHORIZED_HOSTS=Tampico

ホストは必要に応じて追加できます。複数のホスト名を指定する場合はカンマで区切ります。ホスト名と
IP アドレスの両方がサポートされます。

AUTHORIZED_HOSTS=Tampico, 10.10.10.192, Fuji01

8. ファイルを保存して閉じます。

9. 次のいずれかを実行して、 Snap Creator エージェントサービスを開始します。

◦ サービススナップインを使用してサービスを開始します。

◦ コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。「 c start snapcreatoragentservice `* Note ： *

allowed_commands.config ファイルまたは agent.properties ファイルに対する変更は、変更が行われ
たときに Snap Creator エージェントの再起動が必要です。

▪ 関連情報 *

Windows への Snap Creator エージェントのインストール

Windows での Snap Creator のアンインストール

UNIX での Snap Creator エージェント 4.0.x のアップグレード

UNIX 上の Snap Creator エージェント 4.0.x から直接アップグレードできます。

• Snap Creator エージェントのディレクトリをバックアップする前に Snap Creator エージェントを停止
し、バックアップされたデータが確実に完了するようにしておきます。

たとえば、次のコマンドを入力します。

/install_path/scAgent4.0.x/bin/scAgent stop

• Snap Creator エージェントのディレクトリ（ /install_path/scAgent4.0.x ）に、次のディレクトリと、関連
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するすべてのサブディレクトリおよびファイルをバックアップしておく必要があります。

◦ agent.conf ファイル（ ./config/agent.conf ）

◦ ログディレクトリ（有効な場合）（ ./logs ）

◦ Plug-ins ディレクトリ（ ./plugins ）

4.1 より前のバージョンの Snap Creator エージェントでは、 agent.conf というファイルを使用して、 Snap

Creator の外部で Snap Creator エージェント上で実行される可能性のあるコマンドをリストしました。4.1 で
は、 allowed_command.config ファイルが使用されます。

同様に、 Snap Creator エージェントが通信を許可されている agent.conf ファイルが表示されたホスト。デフ
ォルトでは、 Snap Creator エージェントはすべての Snap Creator サーバとの通信を許可しました。ただし、
旧バージョンの Snap Creator でこの機能を使用するように選択した場合は、 agent.properties ファイルの
authorized_hosts パラメータがこの機能に置き換えられます。

これらのパラメータを使用しなかった場合は、新しいエージェントを簡単にインストールする
だけで済みます。

次の手順で指定するパスは、デフォルトのインストールパスを示しています。以下のコマンドで入力するパス
は、インストールパスと異なる場合があります。

1. Snap Creator エージェントをまだ停止していない場合は停止します。

詳細については、このトピックで前述の説明を参照してください。

2. 最新の Snap Creator エージェントをインストールします。ただし、 Snap Creator エージェントは起動し
ないでください。

詳細については、 UNIX への Snap Creator エージェントのインストールに関する情報を参照してくださ
い。

3. バックアップした agent.conf ファイルのコピーをテキストエディタで開きます。

agent.conf ファイルの例を次に示します。

host: scServer@Lyon

command: rc_domino

4. 新しい allowed_commands.config ファイル（ /install_path/scAgent4.1.x /etc/allowed_commands.config ）
をテキストエディタで開き、 agent.conf から allowed_commands.config ファイルにコマンドラインをコ
ピーします。ただし、最新の Snap Creator でのセキュリティの強化により、コマンドが完全に認定され
ていることを確認してください。

前述の例では、 allowed_command.config ファイルに次の情報を指定する必要があります。

command: /etc/init.d/rc_domino

コマンドにスペースが含まれている場合は、コマンドを引用符で囲む必要があります。
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必要に応じて、コマンドを個別の行に追加できます。

変更を行った後、ファイルを保存して閉じます。

5. テキストエディタで agent.properties ファイル（ /install_path/scAgent4.1.x /etc/agent.properties ）を開
き、 authorized_hosts=* のデフォルトエントリを変更して、 agent.conf ファイル内のホストの設定を反映
します。

前述の例では、 authorized_hosts パラメータに次の値を指定する必要があります。

AUTHORIZED_HOSTS=Lyon

ホストは必要に応じて追加できます。複数のホスト名を指定する場合はカンマで区切ります。ホスト名と
IP アドレスの両方がサポートされます。

AUTHORIZED_HOSTS=Lyon, 10.10.10.192, Fuji01

変更を行った後、ファイルを保存して閉じます。

6. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator エージェントを起動します。

/install_path/scAgent4.1.x/bin/scAgent start

allowed_command.config ファイルまたは agent.properties ファイルを変更する場合、変更
を行ったときには Snap Creator エージェントを再起動する必要があります。

◦ 関連情報 *

UNIX ベースのシステムへの Snap Creator エージェントのインストール

Snap Creator 4.1.x からのアップグレード

現在利用可能なすべてのパッチレベルを含め、 Snap Creator 4.1.x からアップグレード
できます。

Windows での Snap Creator サーバ 4.1.x のアップグレード

Windows 上で Snap Creator サーバ 4.1.x からアップグレードできます。

• Snap Creator ディレクトリをバックアップしてバックアップデータが完全であることを確認する前に、
Snap Creator のサービス（「 napcreatorserverservice 」および「 Snapcreatoragentservice 」）を停止し
ておく必要があります。

たとえば、サービススナップインを使用してサービスを停止できます。
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a. 「 * Start * > * Run * 」を選択し、「 ervices .msc 」と入力します。

b. Snap Creator サービスを探して選択し、サービスを停止します。または、コマンドプロンプトを開い
て次のコマンドを入力することもできます。

sc stop snapcreatorserverservice

sc stop snapcreatoragentservice

• Snap Creator 4.1.x Server エンジンのサブディレクトリ（ C ： \Program Files\NetApp\SnapCreator

_Framework\scServer4.1.x \engine ）内で、次のディレクトリおよび関連するすべてのサブディレクトリ
とファイルをバックアップしておく必要があります。

◦ Snap Creator データベース（ ./snapcreator ）

◦ Snap Creator サーバのプロパティ（ ..\etc ）

◦ 構成ファイル（ ..\configs ）

◦ ログ（ ..\logs ）

◦ プラグインリポジトリ（有効な場合）（ ..\snapcreatorPlugin ）

• （オプション） Snap Creator エージェントが Snap Creator サーバと同じホストにインストールされてい
る場合は、 Snap Creator エージェントのディレクトリ（ C ： \Program Files\NetApp\Virtual

\SnapCreator _Framework\scAgent4.1.x ）にある次のディレクトリと、関連するすべてのサブディレクト
リおよびファイルをバックアップする必要があります。

◦ Snap Creator エージェントのプロパティ（ ..\etc ）。 allowed_command.config ファイルと
agent.properties ファイルが含まれています

◦ ログ（ ..\logs ）

◦ プラグイン（ ..\plugins ）

• コマンドプロンプトから Snap Creator を手動で起動した場合は、コマンドプロンプトを閉じて停止する
必要があります。

Snap Creator がサービスから起動された場合は、アンインストーラがアンインストールプ
ロセスの一環としてサービスを停止します。

以降の手順で示すパスは、 Windows のデフォルトのインストールパスです。デフォルト値を使用しなかった
場合は、パス情報がインストールパスと異なることがあります。

アップグレードプロセスが完了したら、次の点を考慮してください。

• アップグレードされた Snap Creator データベースに「 in progress 」とマークされたタスクが含まれてい
る場合、アップグレード・プロセスが完了しても、状態は同じままです。

• 最新の Snap Creator のデフォルト管理者は、 Snap Creator 4.1 の管理者である必要があります。

4.1.x ユーザが管理者でない場合は、 4.1.x ユーザにオペレータのロールが割り当てられます。

a. Snap Creator サービスをまだ停止していない場合は停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。
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b. Snap Creator （ Windows ）をアンインストールするには、 * Start * > * Programs * > * Snap Creator

* > * Uninstall NetApp Snap Creator Framework * を選択します。

詳細については、 Windows での Snap Creator のアンインストールに関する情報を参照してくださ
い。

c. 最新の Snap Creator サーバをインストールします。

詳細については、 Windows への Snap Creator サーバのインストールに関する情報を参照してくださ
い。

d. 最新の Snap Creator サーバのインストール時に Snap Creator サーバのサービスを開始するように選
択した場合は、サービスを停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

e. C ： \Program Files\NetApp\Snap Creator _Framework\scServer4.1.x \engine/snapcreator にある最新
の Snap Creator Server データベースフォルダを削除します。

f. バックアップした Snap Creator 4.1 のデータベースディレクトリを、 C ： \Program

Files\NetApp\SnapManager Create_Creator_Framework\scServer4.1.x\engine/snapcreator の最新の場
所にコピーします。

g. バックアップした Snap Creator 4.1 の設定ディレクトリを、 C ： \Program Files\NetApp\Virtual

\SnapCreator _Framework\scServer4.1.x\engine/configs の最新の場所にコピーします。

h. バックアップした Snap Creator 4.1 のログディレクトリを最新の場所（ C ： \Program

Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scServer4.1.x\engine/logs ）にコピーします。

i. コマンドプロンプトを開き、 C ： \Program Files\NetApp\SnapCreator _Framework\scServer4.1.x

\engine ）の Snap Creator インストールパスにあるエンジンサブディレクトリにディレクトリを変更
します。

j. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator をアップグレードします。 java -jar snapcreator.jar -upgrade

アップグレードプロセスが完了したら、次のいずれかの方法で Snap Creator サーバサービスを開始します。

• サービススナップインを使用してサービスを開始します。

• コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

sc start snapcreatorserverservice

また、指定したポート上のローカルホストに移動することで、 Snap Creator Framework の GUI の起動を検
証する必要があります (https://IP_address:gui_port)。

HTTPS を使用して接続する必要があります。接続が HTTPS 接続に自動的にリダイレクトされず、 GUI が機
能しません。

UNIX ベースのシステムでの Snap Creator サーバ 4.1.x のアップグレード

UNIX ベースのシステムでは、 Snap Creator サーバ 4.1.x からアップグレードできま
す。
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• Snap Creator のディレクトリをバックアップする前に Snap Creator のプロセスを停止し、バックアップ
データが確実に完了するようにしておきます。

たとえば、次のコマンドを入力します。

/install_path/scServer4.1.0/bin/scServer stop

/install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop

• Snap Creator 4.1.x Server エンジンのサブディレクトリ（ /install_path/scServer4.1.x/engine ）内で、次
のディレクトリおよび関連するすべてのサブディレクトリとファイルをバックアップしておきます。

◦ Snap Creator データベース（ ./snapcreator ）

◦ Snap Creator サーバのプロパティ（ /etc ）

◦ 構成ファイル（ ./configs ）

◦ ログ（ ./logs ）

◦ プラグインリポジトリ（有効な場合）（ ./snapcreatorPlugin ） * 注： * 作成した Snap Creator 4.1.x

のバックアップコピーは削除しないでください。

次の手順で指定するパスは、デフォルトのインストールパスを示しています。デフォルト値を使用しなかった
場合は、パス情報がインストールパスと異なることがあります。

アップグレードプロセスが完了したら、次の点を考慮してください。

• アップグレードされた Snap Creator データベースに「 in progress 」とマークされたタスクが含まれてい
る場合、アップグレード・プロセスが完了しても、状態は同じままです。

• 最新の Snap Creator のデフォルトの管理者は、 Snap Creator 4.1.x の管理者である必要があります

4.1.x ユーザが管理者でない場合は、 4.1.x ユーザにオペレータのロールが割り当てられます。

a. Snap Creator プロセスをまだ停止していない場合は停止します。

プロセスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

b. 最新バージョンの Snap Creator をインストールします。 Snap Creator サーバは起動しません。

詳細については、 UNIX への Snap Creator サーバのインストールに関する情報を参照してください。

c. バックアップした Snap Creator 4.1.x データベースディレクトリを最新の場所（
/install_path/scServer4.1.x/engine/snapcreator ）にコピーします。

d. バックアップした 4.1.x 設定ディレクトリを最新の場所（ /install_path/scServer4.1.x/engine/configs

）にコピーします。

e. バックアップした 4.1.x ログディレクトリを最新の場所（ /install_path/scServer4.1.x/engine/logs ）に
コピーします。

f. Snap Creator のインストールパスの /install_path/scServer4.1.x/engine に、ディレクトリをエンジン
サブディレクトリに変更します。

g. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator をアップグレードします。 java -jar snapcreator.jar -upgrade
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アップグレードプロセスが完了したら、次のコマンドを入力して Snap Creator サーバを起動します。

/install_path/scServer4.1.x/bin/scServer start

また、 Snap Creator 4.1.x のインストールディレクトリも削除してください。

古いバージョンにリバートする必要がないことが確実に確認されるまで、バックアップコピー
を削除しないでください。

また、指定したポート上のローカルホストに移動することで、 Snap Creator Framework の GUI の起動を検
証する必要があります (https://IP_address:gui_port)。

HTTPS を使用して接続する必要があります。接続が HTTPS 接続に自動的にリダイレクトされず、 GUI が機
能しません。

Windows での Snap Creator エージェント 4.1.x のアップグレード

Windows 上で Snap Creator エージェント 4.1.x からアップグレードできます。

• Snap Creator エージェントのディレクトリをバックアップしてバックアップデータが完全であることを確
認する前に、 Snap Creator エージェントサービス（「 napcreatoragentservice 」）を停止しておきま
す。

たとえば、サービススナップインを使用してサービスを停止できます。

a. 「 * Start * > * Run * 」を選択し、「 ervices .msc 」と入力します。

b. Snap Creator エージェントサービスを探して選択し、サービスを停止します。または、コマンドプロ
ンプトを開いて次のコマンドを入力することもできます。

sc stop snapcreatoragentservice

• Snap Creator エージェントのディレクトリ（ C ： \Program Files\NetApp\Virtual Snap

_Creator_Framework\scAgent4.1.x ）内に、次のディレクトリと、関連付けられているすべてのサブディ
レクトリおよびファイルをバックアップしておきます。

◦ Snap Creator エージェントのプロパティ（ ..\etc ）。 allowed_command.config ファイルと
agent.properties ファイルが含まれています

◦ ログ（ ..\logs ）

◦ プラグイン（ ..\plugins ） * 注： * 作成した Snap Creator 4.1.x のバックアップコピーは削除しないで
ください。

以降の手順で示すパスは、 Windows のデフォルトのインストールパスです。デフォルト値を使用しなかった
場合は、パス情報がインストールパスと異なることがあります。

1. Snap Creator エージェントサービスをまだ停止していない場合は停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。
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2. Snap Creator （ Windows ）をアンインストールするには、 * Start * > * Programs * > * Snap Creator * > *

Uninstall NetApp Snap Creator Framework * を選択します。

詳細については、 Windows での Snap Creator のアンインストールに関する情報を参照してください。

3. 最新の Snap Creator エージェントをインストールします。

詳細については、 Windows への Snap Creator エージェントのインストールに関する情報を参照してくだ
さい。

4. 最新の Snap Creator サーバのインストール時に Snap Creator エージェントのサービスを開始するように
選択した場合は、サービスを停止します。

サービスの停止については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

5. バックアップされた Snap Creator 4.1.x のログディレクトリを最新の場所（ C ： \Program

Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scAgent4.1.x \logs ）にコピーします。

6. バックアップされた Snap Creator 4.1.x プラグインディレクトリを最新の場所（ C ： \Program

Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scAgent4.1.x プラグイン）にコピーします。

7. バックアップされた Snap Creator 4.1.x エージェントのプロパティディレクトリを最新の場所（ C ：
\Program Files\NetApp\Virtual Creator_Framework\scAgent4.1.x など）にコピーします。

8. 次のいずれかを実行して、 Snap Creator エージェントサービスを開始します。

◦ サービススナップインを使用してサービスを開始します。

◦ コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

sc start snapcreatoragentservice

allowed_command.config ファイルまたは agent.properties ファイルを変更する場合、変更
を行ったときには Snap Creator エージェントを再起動する必要があります。

UNIX ベースのシステムでの Snap Creator エージェント 4.1.x のアップグレード

UNIX ベースのシステムでは、 Snap Creator エージェント 4.1.x からアップグレードで
きます。

• Snap Creator エージェントのディレクトリをバックアップする前に Snap Creator エージェントを停止
し、バックアップデータが確実に完了するようにしておきます。

たとえば、次のコマンドを入力します。

/install_path/scAgent4.1.0/bin/scAgent stop

• Snap Creator エージェントのディレクトリ（ /install_path/scAgent4.1.x ）に、次のディレクトリと、関連
するすべてのサブディレクトリおよびファイルをバックアップしておきます。
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◦ Snap Creator エージェントのプロパティ（ ./etc ）。 allowed_command.config ファイルと
agent.properties ファイルが含まれています

◦ ログ（ ./logs ）

◦ プラグイン（ ./plugins ） * 注： * 作成した Snap Creator 4.1.x バックアップコピーは削除しないでく
ださい。

次の手順で指定するパスは、デフォルトのインストールパスを示しています。デフォルト値を使用しなかった
場合は、パス情報がインストールパスと異なることがあります。

1. Snap Creator エージェントをまだ停止していない場合は停止します。

詳細については、このトピックで前述した詳細を参照してください。

2. 最新の Snap Creator エージェントをインストールします。ただし、 Snap Creator エージェントは起動し
ないでください。

詳細については、 UNIX への Snap Creator エージェントのインストールに関する情報を参照してくださ
い。

3. バックアップされた Snap Creator 4.1.x のログディレクトリを /install_path/scAgent4.1.x /logs に最新の場
所にコピーします）。

4. バックアップされた Snap Creator 4.1.x プラグインディレクトリを /install_path/scAgent4.1.x /plugins の
最新の場所にコピーします）。

5. バックアップされた Snap Creator 4.1.x エージェントプロパティディレクトリを
/install_path/scAgent4.1.x /etc の最新の場所にコピーします）。

6. 次のコマンドを入力して、 Snap Creator エージェントを起動します。

/install_path/scAgent4.1.x/bin/scAgent start

allowed_command.config ファイルまたは agent.properties ファイルを変更する場合、変更
を行ったときに Snap Creator エージェントが実行されているときは、そのファイルを再起
動する必要があります。

Snap Creator 4.3.x からのアップグレード

現在提供されているすべてのパッチリリースを含め、 Snap Creator 4.3.x からアップグ
レードできます。

アップグレード手順は、 Snap Creator Framework 4.1.x および 4.3.x でも同じです

Snap Creator Framework 4.3.1 を 4.3.1 パッチリリースにアップグレードする場合は、 java -jar

snapcreator.jar -upgrade コマンドの最後の実行手順を省略する必要があります。
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