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はじめに 

本ドキュメントは、Linux 用パッケージを使用して Helix Swarm をアップグレードする手順を記述しています。 

 

アップグレードの流れ 

Helix Swarm のアップグレード作業は、以下の流れに沿って、対象のサーバマシン上で作業を実施します。 

 

 

 

 

Helix Swarm アップグレードに必要なリポジトリと GPG キーの設定をします。 

作業対象サーバマシン： Helix Swarm, Helix Core 

 

 

 

 

Perforce Software 社のリポジトリを使用して Helix Swarm アップグレードをします。 

Helix Swarm のアップグレードに合わせてインデックスをアップデートします。 

作業対象サーバマシン： Helix Swarm 

 

 

 

 

同様のリポジトリを参照して、Helix Core サーバマシンにインストールされている 

Helix Swarm 用トリガをアップグレードします。 

作業対象サーバマシン： Helix Core 

  

 1 アップグレード準備作業 

 2 Helix Swarm/オプショナルパッケージ アップグレード 

 3 Helix Swarm トリガ アップグレード 
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1. アップグレード準備 

1.1 リポジトリ設定の追加 

Helix Swarm と Helix Swarm 用トリガのアップグレードに必要なリポジトリを参照できるようにするため、

各サーバマシンに対して、リポジトリ参照用の設定ファイルを定義します 

*手順は、Linux のディストリビューションによって異なります。 

 

対象サーバマシン：Helix Swarm、Helix Core 

注意点 

Helix Swarm と Helix Core を同一サーバマシンにインストールする場合、1 台のサーバマシンに対して作業を

行います。 

 

A) CentOS 7 の場合 

“vi”コマンドを使用して、次のファイルを作成します。 

- 作成先 

/etc/yum.repos.d 

- ファイル名 

helix-swarm.repo 

- 実行コマンド 

# vi /etc/yum.repos.d/helix-swarm.repo 

- 記述内容 

[Perforce] 

name=Perforce 

baseurl=http://package.perforce.com/yum/rhel/7/x86_64/ 

enabled=1 

gpgcheck=1 

 

B) Ubuntu 16.04 の場合 

“vi”コマンドを使用して、次のファイルを作成します。 

- 作成先 

/etc/apt/sources.list.d 

- ファイル名 

perforce.list 

 

- 実行コマンド 
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$ sudo vi /etc/apt/sources.list.d/perforce.list 

- 記述内容 

deb http://package.perforce.com/apt/ubuntu/ xenial release 

 

1.2 GPG キー（公開鍵）インストール 

この手順では、Perforce Software 社のリポジトリからパッケージを入手する際に必要な GPG キー（公開

鍵）を各サーバマシンへ登録します。 

 

A) CentOS7 の場合 

以下のコマンドを実行して GPG キーを登録します。 

- 実行コマンド 

# rpm --import https://package.perforce.com/perforce.pubkey 

 

B) Ubuntu 16.04 の場合 

以下のコマンドを実行して GPG キーを登録します。 

- 実行コマンド 1 

$ sudo wget -qO - https://package.perforce.com/perforce.pubkey | sudo 

apt-key add - 

- 実行コマンド 2 

$ sudo apt-get update 

 

1.3 EPEL パッケージのインストール 

CentOS 環境へ Helix Swarm オプショナルパッケージをアップグレードする場合、EPEL リポジトリを参照でき

る必要があります。必要に応じ、以下のコマンドから EPEL リポジトリの設定をインストールします。 

- 実行コマンド 

# yum install epel-release 
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2. Helix Swarm/オプショナルパッケージのアップグレード 

Helix Swarm と必要に応じてオプショナルパッケージをアップグレードします。 

対象サーバマシン：Helix Swarm 

 

2.1 Helix Swarm アップグレード 

以下のコマンドから Helix Swarm のアップグレードを実施します。 

注意点 

コマンド実行時には必ず引数にバージョン情報の付与を忘れないように注意してください。 

 

A) CentOS7 の場合 

- 実行コマンド（Helix Swarm） 

# yum install helix-swarm-2018.1 

*環境により時間がかかります。（2～3 分程度） 

 

- 期待する出力結果 

... 

:: Swarm has been upgraded, using the existing config. 

... 

 

B) Ubuntu 16.04 の場合 

- 実行コマンド（Helix Swarm） 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install helix-swarm=2018.1-1742263~xenial 

*環境により時間がかかります。（2～3 分程度） 

 

- 期待する出力結果 

... 

:: Swarm has been upgraded, using the existing config. 

... 

 

2.2 Helix Swarm オプショナルパッケージ 

注意点 1 

オプショナルパッケージをインストールしていない場合は、不要となります。 

注意点 2 
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以下のコマンドからオプショナルパッケージのアップグレードを実施します。コマンド実行時には必ず引数にバー

ジョン情報の付与を忘れないように注意してください。 

 

A) CentOS7 の場合 

- 実行コマンド（Helix Swarm） 

# yum install helix-swarm-optional-2018.1 

 

B) Ubuntu 16.04 の場合 

- 実行コマンド（Helix Swarm） 

$ sudo apt-get install helix-swarm-optional=2018.1-1742263~xenial 

 

2.3 Swarm インデックスのアップデート 

Helix Swarm バージョン 2017.2 以前のバージョンからアップグレードを行う場合は、インデックスをアップグ

レードします。 

注意点 

Helix Swarm バージョン 2017.3 以降のバージョンからアップグレードを行う場合は、インデックスをアップグ

レードする必要はありません。 

 

Helix Core 上で”admin”権限以上を保有するユーザを使用して Helix Swarm へログインし、以下の

URL を実行します。 

 

- 実行 URL 

http://swarm.example.com/upgrade 

* “swarm.example.com”は環境に適した値に変更します。 

 

インデックスのアップデートが完了すると、ブラウザ画面の中央に[Upgrade:done]と表示されます。 

 

- インデックスアップデート完了画面 

 

*ただしく表示されない場合は、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。 
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3. Helix Swarm 用トリガのアップグレード 

3.1 トリガアップグレード 

以下のコマンドを実行し、Helix Swarm 用トリガをアップグレードします。 

対象サーバマシン：Helix Core 

 

A) CentOS7 の場合 

*注意点 

トリガスクリプトは、Helix Core サーバで実行されるため、Helix Core サーバにインストールされています。

この点を注意してください。 

- 実行コマンド（Helix Swarm 用トリガ） 

# yum install helix-swarm-triggers-2018.1 

 

トリガスクリプトは以下のディレクトリへインストールされるため、設定ファイル（swarm-triggers.conf）

が配置されているディレクトリへコピーします。 

- トリガスクリプトインストール先 

/opt/perforce/swarm-triggers/bin 

 

この手順では、既存のトリガスクリプトと設定ファイルが以下のディレクトリに配置されている例で説明してい

ます。 

- 既存トリガスクリプトと設定ファイルの配置先 

/opt/perforce/etc 

- 既存トリガスクリプトのバックアップ 

# cd /opt/perforce/etc 

# cp swarm-trigger.pl swarm-trigger.pl.bak 

- トリガスクリプトのコピー 

# cp /opt/perforce/swarm-triggers/bin/swarm-trigger.pl . 

 

B) Ubuntu 16.04 の場合 

*注意点 

トリガスクリプトは、Helix Core サーバで実行されるため、Helix Core サーバにインストールされています。

この点を注意してください。 

- 実行コマンド（Helix Swarm 用トリガ） 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install helix-swarm-triggers=2018.1-1742263~xenial 
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トリガスクリプトは以下のディレクトリへインストールされるため、設定ファイル（swarm-triggers.conf）

が配置されているディレクトリへコピーします。 

- トリガスクリプトインストール先 

/opt/perforce/swarm-triggers/bin 

 

この手順では、既存のトリガスクリプトと設定ファイルが以下のディレクトリに配置されている例で説明してい

ます。 

- 既存トリガスクリプトと設定ファイルの配置先 

/opt/perforce/etc 

- 既存トリガスクリプトのバックアップ 

$ sudo cd /opt/perforce/etc 

$ sudo cp swarm-trigger.pl swarm-trigger.pl.bak 

- トリガスクリプトのコピー 

$ sudo cp /opt/perforce/swarm-triggers/bin/swarm-trigger.pl . 

 

3.2 トリガテーブルの編集 

Helix Swarm バージョン 2018.1 から新しいトリガ（shelve-delete）が追加されています。このトリガの

設定を既存のトリガテーブルへ追記します。 

*この手順では、既存のトリガスクリプトと設定ファイルが以下のディレクトリに配置されている例で説明しています。 

- トリガスクリプトと設定ファイルの配置先 

/opt/perforce/etc 

 

手順 3.1 でアップグレードしたトリガスクリプトを使用してトリガテーブルに記載する内容を確認します。 

- トリガ追記内容確認コマンド 

$ sudo perl /opt/perforce/etc/swarm-trigger.pl -o 

- 期待する結果（追記する内容のみ抜粋） 

... 

        swarm.shelvedel  shelve-delete //...  "%quote%/opt/perforce/etc/swarm-

trigger.pl%quote% -t shelvedel    -v %change% -w %client% -u %user% -

d %quote%%clientcwd%%quote% -a %quote%%argsQuoted%%quote% -

s %serverVersion%" 

... 

 

“shelve-delete”トリガの内容をテキストファイルなどにコピーし、”p4 triggers”を実行します。 
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- トリガテーブルへの追記コマンド 

# p4 -u super -p server_name:port triggers 

*”super”には管理者ユーザ、”server_name”には対象の Helix Core サーバを指定します。 

 

記入後、トリガテーブルを保存して Helix Core サーバを再起動します。 

 

- Helix Core サーバ再起動コマンド 

# p4 -u super -p server_name:port admin restart 

*”super”には管理者ユーザ、”server_name”には対象の Helix Core サーバを指定します。 

 

以上の作業にて、Helix Swarm に関連したアップグレードは終了となります。 

以上 


