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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 をインストールする手順を記述しています。 

 

インストールの流れ 

Helix Swarm のインストール作業は、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。 

- 注意点 

作業内容により、Helix Swarm 用サーバマシン、Helix Core 用サーバマシンの別々の環境で行う必要があります。 

 

 

 

 

Helix Swarm インストール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 インストールをします。 

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 Swarm 用トリガを Helix Core サーバへインストールをします。 

作業対象サーバマシン： Helix Core 

 

 

 

 

Helix Swarm のパフォーマンス向上のため、拡張モジュールをインストールします。 

作業対象サーバマシン： Helix Swarm 

  

 1 インストール準備作業 

 2 Helix Swarm/オプショナルパッケージ インストール 

 3 Helix Swarm トリガ インストール 

 4 PHP 拡張モジュールのインストール（オプション） 
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1. インストール準備 

1.1 リポジトリ設定の追加 

この手順では、Helix Swarm と Helix Swarm 用トリガのインストール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 

$ sudo vi /etc/apt/sources.list.d/perforce.list 
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- 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インストールする場合、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インストール 

Helix Swarm と必要に応じてオプショナルパッケージをインストールします。 

対象サーバマシン：Helix Swarm 

 

2.1 Helix Swarm インストール 

注意点 

以下のコマンドから Helix Swarm のインストールを実施します。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-2018.1 

 

B) Ubuntu 16.04 の場合 

- 実行コマンド（Helix Swarm） 

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

 

2.2 Helix Swarm オプショナルパッケージ 

注意点 1 

以下のコマンドからオプショナルパッケージのインストールを実施します。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。 

注意点 2 

このオプションインストールは必須ではありませんが、インストールすることで、さまざまな画像およびオフィス文書

のプレビュー機能が有効になります。 

 

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 
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3. Helix Swarm 用トリガのインストール 

Helix Swarm 用トリガを Helix Core サーバがインストールされているサーバマシンへインストールします。 

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 サーバがインストールされているサ

ーバマシンへインストールする必要があります。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 

 

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 サーバがインストールされているサ

ーバマシンへインストールする必要があります。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 install helix-swarm-triggers=2018.1-1742263~xenial 
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4. PHP 拡張モジュールのインストール 

この手順では P4PHP のインストールチェックに加え、APCu、Zend OPCache、ImageMagick のインストール、お

よび、設定を行います。 

対象サーバマシン：Helix Swarm 

 

4.1 P4PHP のインストール確認 

モジュールの概要 

P4PHP（必須）: Helix Swarm が Perforce サーバと通信するために必要が拡張モジュールとなります。 

APCu: PHP により動的に生成されるページデータを指定時間キャッシュし、PHP ページの表示を高速化する機能です。 

Zend OPCache: コンパイルされた PHP コードをキャッシュに格納することで PHP のパフォーマンスを向上させます。 

ImageMagick: Web ブラウザが通常表示できないグラフィックス形式をプレビューさせることができます。 

 

P4PHP は、Helix Swarm インストール時に同時に”/etc/php.d”、もしくは、“/etc/php/7.0/mods-

available”ディレクトリ配下に作成される"perforce.ini"にて定義されています。設定ファイルが存在してい

ることを次のコマンドから確認します。 

 

A) CentOS7 の場合 

- 実行コマンド 

# ls -l /etc/php.d/perforce.ini 

- 出力結果 

-rw-r--r--1 root root 109 Oct   3 11:49 /etc/php.d/perforce.ini 

 

B) Ubuntu16.04 の場合 

- 実行コマンド 

$ sudo ls -l /etc/php/7.0/mods-available/perforce.ini 

- 出力結果 

-rw-r--r-- 1 root root 109 12 月 17 15:50 /etc/php/7.0/mods-available/perforce.ini 

 

 

4.2 Zend OPCache のインストール（CentOS7 のみ） 

Zend OPCache を追加でインストールする場合、pecl コマンドを利用します。Zend OPCache のインスト

ールには、”php-devel(PHP 開発モジュール)”が必要なため、先に yum コマンドからインストールを行う必

要があります。 
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- 実行コマンド（php-devel のインストール） 

# yum install php-devel 

- 実行コマンド(zendopcache のインストール) 

# pecl install zendopcache 

 

インストール完了後、拡張モジュールを有効にするために、以下の内容を”perforce.ini”へ追 

記します。 

 

- 実行コマンド 

# vi /etc/php.d/perforce.ini 

- 追記内容 

; P4PHP Extension (for Helix Swarm) 

extension=/opt/perforce/swarm/p4-bin/bin.linux26x86_64/perforce-php54.so 

※以下、追記箇所（3 行追記） 

[perforce] 

zend_extension=/usr/lib64/php/modules/opcache.so 

opcache.enable = 1 

 

4.3 APCu のインストール（Ubuntu のみ） 

APCu をインストールでインストールする pecl コマンドを利用します。APCu のインストールには、”php-

devel(PHP 開発モジュール)”が必要なため、先に apt-get コマンドからインストールを行う必要があります。 

 

- 実行コマンド（php-devel のインストール） 

$ sudo apt-get install php-dev 

$ sudo apt-get install php-xml 

- 実行コマンド(APCu のインストール) 

$ sudo pecl install apcu 

 

インストール完了後、拡張モジュールを有効にするために、以下の内容を”perforce.ini”へ追記します。 

 

- 実行コマンド 

$ sudo vi /etc/php/7.0/mods-available/perforce.ini 

- 追記内容 

; P4PHP Extension (for Helix Swarm) 

extension=/opt/perforce/swarm/p4-bin/bin.linux26x86_64/perforce-php70.so 
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※以下、追記箇所（2 行追記） 

[perforce] 

extension=apcu.so 

 

4.4 ImageMagick のインストール 

ImageMagick も同様にインストールには、pecl コマンドを利用します。ImageMagick のインストールに

は、”re2c(字句解析ツール)”が必要となります。加えて、CentOS の場合は、”ImageMagick 開発モジ

ュール”も必要なため、先に yum コマンド、もしくは、apt-get コマンドからインストールを行う必要があります。 

 

A) CentOS7 の場合 

- 実行コマンド（re2c のインストール） 

# yum install re2c 

- 実行コマンド（ImageMagick-devel のインストール） 

# yum install ImageMagick-devel 

- 実行コマンド（imagick のインストール） 

# pecl install imagick 

 

インストール完了後、拡張モジュールを有効にするために、以下の内容を”perforce.ini”へ追記しま

す。 

 

- 実行コマンド 

# vi /etc/php.d/perforce.ini 

- 追記内容 

... 

[perforce] 

zend_extension=/usr/lib64/php/modules/opcache.so 

opcache.enable = 1 

※以下、追記箇所（1 行追記） 

extension=/usr/lib64/php/modules/imagick.so 

 

B) Ubuntu16.04 の場合 

- 実行コマンド（re2c のインストール） 

$ sudo apt-get install re2c 

- 実行コマンド（imagick のインストール） 

$ sudo pecl install imagick 
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インストール完了後、拡張モジュールを有効にするために、以下の内容を”perforce.ini”へ追記しま

す。 

- 実行コマンド 

$sudo vi /etc/php/7.0/mods-available/perforce.ini 

- 追記内容 

... 

[perforce] 

extension=apcu.so 

※以下、追記箇所（1 行追記） 

extension=imagick.so 

 

以上の作業にて、Helix Swarm に関連したソフトウェア、拡張モジュールのインストールは終了となります。 

以上 


