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NetIQ Identity Manager Designer 4.7 には、新機能が追加され、さらに使いやすくなっており、以前

にあった問題もいくつか解決されています。

これらの改善の多くは、お客様から直接ご提案いただいたものです。皆様の貴重なお時間とご意見
に感謝いたします。弊社の製品が皆様のご期待に添えるよう、引き続きお力添えを賜りたく存じま
す。フィードバックがございましたら、弊社のコミュニティサイト Identity Manager Community 
Forums までお寄せください。こちらのサイトでは、製品通知、ブログ、および製品ユーザグルー

プのサービスも提供しています。

以前のリリースの新機能の詳細については、Identity Manager マニュアルの Web サイトで「以前の

リリース」のセクションを参照してください。

このリリースと最新のリリースノートに関する詳細情報については、Identity Manager のドキュメ

ントページを参照してください。この製品をダウンロードするには、Identity Manager 製品 Web サ

イトをご覧ください。

 1 ページのセクション 1「新機能と変更点」

 6 ページのセクション 2「システム要件」

 6 ページのセクション 3「Designer 4.7 のインストール」

 7 ページのセクション 4「Designer 4.7 へのアップグレード」

 7 ページのセクション 5「オフラインモードでの Designer パッケージの更新」

 8 ページのセクション 6「macOS 10.13 (High Sierra) での Designer の使用」

 9 ページのセクション 7「既知の問題」

 24 ページのセクション 8「連絡先情報」

 24 ページのセクション 9「保証と著作権」

1 新機能と変更点
この後の各セクションでは、このバージョンで提供されている主な機能、製品から削除された機能、
およびこのリリースで解決されている問題について概要を示します。

 2 ページのセクション 1.1「新機能」

 2 ページのセクション 1.2「拡張機能」

 3 ページのセクション 1.3「変更点」

 3 ページのセクション 1.4「修正された問題」
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1.1 新機能

このリリースでは以下の主な機能が提供されています。

 2 ページのセクション 1.1.1「サポートしているオペレーティングシステム」

 2 ページのセクション 1.1.2「Java 8 Update 162 のサポート」

1.1.1 サポートしているオペレーティングシステム 

このリリースでは以下のプラットフォームのサポートが追加されました。

 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP2、SLES 12 SP3 
 macOS 10.13 (High Sierra) 

NetIQ では、macOS 10.13 上の Designer サポートを拡張しました。Designer のファイルは、

Identity_Manager_4.7_MacOSX_Designer.tar.gz ファイル内にパッケージ化されています。詳細に

ついては、『NetIQ Identity Manager Designer 4.7 リリースノート』の「Working with Designer 
on macOS 10.13 (High Sierra)」を参照してください。

1.1.2 Java 8 Update 162 のサポート 

Designer は Java 8 Update 162 にアップデートされました。

1.2 拡張機能

このリリースでは、次の拡張機能が導入されました。

1.2.1 CEF 監査のサポート

Designer では、CEF (Common Event Format) 監査をサポートするための新しいオプションがドラ

イバセットプロパティに含まれています (［ログレベル］ > ［特定のイベントを記録］ > ［CEF］)。

Identity Manager 4.7 では、すべての Identity Manager コンポーネントにまたがってイベントを監査

するための CEF (Common Event Format) が導入されています。CEF は、拡張可能なテキストベー

スのフォーマットであり、最適な情報を提供することで複数のデバイスタイプをサポートできるよ
うに設計されています。CEF を使用すると、埋め込み Syslog マネージャの標準化を扱うための

メッセージ構文が縮約されます。 

1.2.2 リモートローダと Identity Manager エンジンの間の相互認証のサポート

このリリースには、Identity Manager 4.7 エンジンとの相互認証を設定するための更新されたドライ

バ設定ページが含まれています。 

相互認証を設定すると、リモートローダと Identity Manager エンジンとの間のセキュアな通信を保

証することができます。相互認証では、パスワードの代わりにハンドシェークの証明書を使用しま
す。リモートローダと Identity Manager エンジンは、信頼する認証局 (CA) によって発行された公開

鍵証明書やデジタル証明書、または自己署名証明書を交換して検証することにより相互認証します。
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1.2.3 フィルタエディタでの補助クラスの選択または追加に関する制限

補助クラスは、Identity Manager エンジンによって処理されません。Designer は、ドライバフィル

タへの補助クラスの追加を制限するように更新されました。開発モードで作業中に、補助クラスを
追加して、旧バージョンの Designer を使用してその補助クラスを識別ボールトに展開した場合、そ

の補助クラスを識別ボールトからインポートした後に、その補助クラスに属性を追加しようとする
と、このバージョンの Designer では警告メッセージが表示されます。

1.2.4 Identity Manager エンジンに対する LDAP 接続タイムアウト値の設定のサポート 

このリリースでは、識別ボールトに対する LDAP 接続タイムアウト値を設定するための新しいオプ

ションが［初期設定］ページに追加されています。LDAP 接続の設定を行うには、［Designer］ > 
［Windows］ > ［初期設定］ > ［NetIQ］ > ［Designer］ > ［LDAP Connection (LDAP 接続 )］の順に移

動します。 

1.3 変更点 

1.3.1 NCP ベースの Designer の後継となる LDAP ベースの Designer

Designer 4.7 は、従来の API の代わりに LDAP 呼び出しを使用して識別ボールトと通信します。

LDAP 通信では、通常の ( 私設網 ) 環境および仮想私設網環境の両方において、インポートと展開

操作が大幅に改善されます。LDAP 通信では、アイデンティティボールト内の LDAP サーバに対し

て設定されたポートを使用します。このリリースでは、NCP ベースの Designer の後継として

LDAP ベースの Designer が導入されています。このバージョンの Designer には、Identity Manager
の NCP ベース Designer によって以前に提供されていたすべての機能が含まれています。このリ

リースにアップグレードする場合は、まず LDAP ベースの Designer 4.6 にアップグレードする必要

があります。詳細については、『Designer 4.6 リリースノート』を参照してください。

1.4 修正された問題

このリリースには、次のソフトウェアの修正が含まれています。 

1.4.1 token-convert-time トークンまたは token-time トークンの作成時または編集時

に、ポリシービルダの GUI では UTC タイムゾーンがデフォルトで使用される

Designer では、token-convert-time トークンまたは token-time トークンの作成時または編集時に、

デフォルトのタイムゾーンとして UTC が使用されます。これらのトークンのタイムゾーンが事前

に選択されていない状態で、これらのトークンをポリシービルダの GUI で開いた場合は、Designer
ではデフォルトで UTC タイムゾーンが自動的に選択されます。( バグ 876042)

1.4.2 ポリシービルダで特定の操作のタイムアウト値として GCV を指定できる

ポリシービルダでは、次の操作に対して 30000 より大きいタイムアウト値を持つ GCV を指定でき

ます。( バグ 993892)

 ワークフローの開始

 役割の追加

 ロールの作成
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 リソースの追加

 リソースの作成

1.4.3 シミュレータの［トレース］タブ、［出力］タブ、および［比較］タブにポリシー
の同じ出力が表示される 

ポリシーによって 1 つ以上の操作が現在の XDS エンベロープに追加されると、シミュレータのト

レースには正しい出力が表示されます。シミュレータの［出力］タブと［比較］タブにも同じ出力
が正しく表示されます。( バグ 977038) 

1.4.4 ［役割］セクションで getRolesToGroupAssignments メソッドが選択されたとき

に、ワークフロー ECMAScript エディタによって正しいメソッドが入力される

ワークフローで作業中に、［conditionexpression］ > ［Vault Expressions( ボルト式 )］ > 
［RoleVault］ > ［役割］から［Roles to Groups Assignment( 役割からグループへの割り当て )］を選

択した場合は、この項目が［Groups to Role Assignments ( グループから役割への割り当て )］に変

化します。 

この API は、ワークフロー ECMAScript ビルダで変更されました。

getRolesToGroupAssignments メソッドが選択されたときに、ECMAScript エディタによって正しい

メソッドが入力されるようになりました。( バグ 1075462)

1.4.5 Designer ではパブリック証明書とプライベート証明書が統合アクティビティで保

管される 

Designer では、ワークフロー統合アクティビティ時に送信されたパブリック証明書と秘密鍵が保管

されるようになりました。これらの鍵は、SOAP エンドポイントとの相互認証に対応した SSL 接続

を確立する際にロードされます。( バグ 1056232) 

1.4.6 インポートされた XML ファイルからパッケージ化されたドライバセットライブラ

リをインポートすると、パッケージがドライバセットに正しくインストールされる 

パッケージ化されたドライバセットライブラリを XML ファイルにエクスポートしてから、その

ファイルを別のドライバセットにインポートすると、そのライブラリに含まれているパッケージは、
ドライバセットプロパティでインストール済みとして一覧表示されるようになりました。( バグ
1064816) 

1.4.7 イベントアクション式ビルダ内のフォームイベント interceptAction メソッドの正

しい Order 値 

イベントアクション式ビルダが拡張されて、during が around に置き換えられました (Order の値とし

て )。

プロビジョニング要求定義 (PRD) でイベントアクション式ビルダを使用中に、

interceptAction フォームメソッドを挿入した場合は、Designer では、Order の値として after、
before、および around が表示されるようになりました。( バグ 963062) 
4 NetIQ Identity Manager Designer 4.7 リリースノート



1.4.8 PRD の比較時に Designer で URL の大文字 / 小文字が無視されて正しい XMLData
が表示される 

PRD の比較時に、Designer は URL の大文字 / 小文字を無視して同じ XMLData を表示します。

Designer で差異を調整してから、ドライバを展開すると、Designer によって CN 値が正規化されま

す。( バグ 1042157) 

1.4.9 LDIF ファイルからスキーマがインポートされたときにクラス名と属性名について

正しいオプションが表示される 

Designer は、LDIF ファイルからスキーマをインポートする際に、LDIF XML ファイルを正しく解析

してクラス名を正常にインポートします。( バグ 1061276) 

1.4.10 PRD の編集時に名前付きパスワードを参照できる

PRD の編集時に ECMAScript オブジェクトから名前付きパスワード GCV を参照して選択できるだ

けでなく、この GCV を変更できるようになりました。( バグ 915804) 

1.4.11 サーバ固有の設定をコピーする際に現在のスコープ外の GCV オブジェクトが正し

くコピーされる

ドライバセットからグローバル設定値をコピーする際や、ドライバからサーバ固有の設定をコピー
する際に、そのドライバセットまたはそのドライバにない GCV オブジェクト ( リソースオブジェク

ト ) に含まれている GCV が、Designer によってコピーされるようになりました。( バグ 663835) 

1.4.12 オンライン更新 URL でセキュリティ保護されたサイト、非セキュアサイト、また

はファイルの場所が指定された場合に URL リダイレクトが正常に実行される 

オンライン更新 URL で有効な http または https URL、またはファイルの場所が指定された場合、

Designer は指定されたサイトへのリダイレクトを可能にします。URL が正しくない場合は、

Designer は例外を報告します。 

有効な URL とともに壊れたページの URL が指定された場合は、Designer は使用可能な更新データ

を正常に取得します。たとえば、Designer は次の場合に更新データを取得します。 ( バグ 991425、
1027518) 

 壊れた site.xml + 有効な URL

 空の site.xml + 有効な URL

 ファイルが指定された壊れた site.xml + 有効な URL

 両方の組み合わせの順序を含む

1.4.13 フィルタエディタの終了時に不要になったメモリが正常に解放される

フィルタエディタが使用されているときは、Designer は、フィルタの再適用や解除などの操作を実

行する一方で、内部でベースコマンドスタックオブジェクトを作成します。フィルタエディタが閉
じられると、Designer はこれらのオブジェクトをメモリから正常にクリアすることで、全体的なパ

フォーマンスを向上させます。( バグ 1075508) 
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1.4.14 Designer と識別ボールトの間でドライバセットが比較される際に LDAP 接続のタ

イムアウトが発生しない

ドライバセットを識別ボールト内の対応するドライバセットと比較する際に、LDAP トラフィック

は Identity Manager サーバ上に蓄積されなくなりました。Designer はドライバセットの比較結果を

直ちに表示します。( バグ 1051954、504823) 

2 システム要件
前提条件、コンピュータ要件、インストール、アップグレード、またはマイグレーションについて
は、次のいずれかの情報を参照してください。

『NetIQ Identity Manager Setup Guide for Linux』の「Planning to Install Designer」

『NetIQ Identity Manager セットアップガイド (Windows 用 )』の「Planning to Install Designer」

3 Designer 4.7 のインストール

Identity Manager 4.7 を購入した後、Identity Manager 製品 Web サイトにログインして、購入した

ソフトウェアをダウンロードできるリンクをクリックします。次のファイルがあります。

インストールキットをダウンロードするには、NetIQ Downloads の Web サイトを参照してくださ

い。

ファイル名 説明

Identity_Manager_4.7_Linux.iso Linux 用のすべての Identity Manager コンポーネントが含

まれています。

Identity Manager Server (Identity Manager エンジン、リ

モートローダ、ファンアウトエージェント、iManager 
Web 管理 )、Identity アプリケーション、Identity 
Reporting、Designer、および Analyzer

Identity_Manager_4.7_Windows.iso Windows 用のすべての Identity Manager コンポーネント

が含まれています。

Identity Manager Server (Identity Manager エンジン、リ

モートローダ、ファンアウトエージェント、iManager 
Web 管理 )、Identity アプリケーション、Identity 
Reporting、Designer、および Analyzer

Identity_Manager_4.7_Linux_Designer.tar.gz Linux 用の Designer が含まれています

Identity_Manager_4.7_Windows_Designer.zip Windows 用の Designer が含まれています

Identity_Manager_4.7_MacOSX_Designer.tar.gz macOS 10.13 (High Sierra) 用の Designer が含まれていま

す
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4 Designer 4.7 へのアップグレード

Designer インストールプログラムを使用して、Designer 4.6 を Designer 4.7 にアップグレードでき

ます。サポートされているアップグレードパスについては、『NetIQ Identity Manager Setup Guide 
for Linux』の「Preparing to Upgrade Identity Manager」を参照するか、『NetIQ Identity 
Manager セットアップガイド (Windows 用 )』の「Preparing to Upgrade Identity Manager」を参照

してください。 

5 オフラインモードでの Designer パッケージの更新

オフラインモードで Designer パッケージを更新するには、コンピュータ上のローカルディレクトリ

でパッケージ更新ファイルを使用できるようにして、次にこのディレクトリからファイルを読み込
むように Designer を設定します。

パッケージ更新ファイルのオフラインコピーを作成するには :

1 Designer がインストールされているコンピュータにログインして、ローカルディレクトリを作

成します。

2 ステップ 1 で作成されたディレクトリにパッケージ更新ファイルをコピーします。 
 Linux: シェルで、そのディレクトリに移動して、以下のコマンドを実行します。

wget -r -nH -np https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite1_0_0/

wget -r -nH -np https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite2_0_0/

 Windows:  次の操作を実行します。

1. 以下の URL のいずれかを使用してパッケージ更新サイトを起動します。

 https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite1_0_0/

 https://nu.novell.com/designer/packages/idm/updatesite2_0_0/

2. 必要なファイルを選択してダウンロードします。

ローカルディレクトリからファイルを読み込むように Designer を設定するには :

1 Designer を起動します。

2 Designer のメインメニューから、［Windows］ > ［初期設定］をクリックします。

3［NetIQ］ > ［Package Manager］ > ［Online Updates ( オンライン更新 )］をクリックします。

4［プラス］アイコンをクリックして、新しい URL を追加します。

5 以下のフィールドに情報を指定します。

5a［ベンダー］: パッケージ更新のベンダー名を指定します。

5b［URL］: URL として file:///<path_to_files>/packages/idm/updatesite1_0_0/ を指定します。

Linux にマウントされた ISO の場合、以下の URL フォーマットを使用します :

file:////media/designer460offline/packages/idm/updatesite1_0_0/

file:////media/designer460offline/packages/idm/updatesite2_0_0/

注 : 複数のパッケージサイトを追加するには、このステップを繰り返して指定された URL
を含めます。

6［OK］をクリックします。
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7［初期設定］ウィンドウで当該のサイトに対して必要なチェックボックスを選択します。

注 : デフォルトでは新しいサイトが選択されます。

8［適用］をクリックし、［OK］をクリックします。

9 Designer のメインメニューから、［ヘルプ］ > ［Check for Package Updates ( パッケージ更新の

確認 )］をクリックします。

10 必要な更新を選択して、［はい］をクリックし、Designer パッケージの更新を受け入れて更新

します。

変更を有効にするには、Designer を再起動する必要があります。

6 macOS 10.13 (High Sierra) での Designer の使用

NetIQ は、macOS 10.13 上で Designer を実行するために必要なファイルを

Identity_Manager_4.7_MacOSX_Designer.tar.gz ファイルという形で提供しています。このファイルの

内容を抽出すると、Designer パッケージを含む Designer ファイルがシステム上に配置されます。

お使いのコンピュータ上で Designer ファイルが使用可能になると、グラフィカルユーザインタ

フェース (GUI) またはコマンドラインを通じて Designer を起動できます。 

Designer をインストールするコンピュータが次のシステム要件を満たしていることを確認します。

 プロセッサ : 1 GHz

 ディスク容量 :1GB

 メモリ : 1 GB

6.1 GUI からの Designer の起動 
1 Keka ファイルアーカイバをダウンロードしてお使いのコンピュータにインストールします。

たとえば、Keka-1.0.13 アーカイバなどです。

Keka は、macOS 用のフリーのファイルアーカイバです。このアーカイバを使用して

macOS 上で Designer ファイルを抽出できます。

2 Identity_Manager_4.7_MacOSX_Designer.tar.gz ファイルをダウンロードします。

2a ダウンロードするファイルの横のダウンロードボタンをクリックします。

2b 画面の指示に従って、ファイルをコンピュータ上のディレクトリにダウンロードします。

3 Keka アーカイバを使用して、Identity_Manager_4.7_MacOSX_Designer.tar.gz ファイルの内容を抽

出します。

4 抽出された内容から、Keka アーカイバを使用して designer-macosx.cocoa.x86_64.zip ファイルを

抽出します。

これにより、Designer ファイルがお使いのコンピュータ上に配置されます。

5 Designer を起動するには、デスクトップ上の［Designer］アイコンをクリックします。

Designer の使用の詳細については、『NetIQ Designer for Identity Manager Administration 
Guide』を参照してください。
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6.2 コマンドラインからの Designer の起動 
1 Identity_Manager_4.7_MacOSX_Designer.tar.gz ファイルをダウンロードします。

1a ダウンロードするファイルの横のダウンロードボタンをクリックします。

1b 画面の指示に従って、ファイルをコンピュータ上のディレクトリにダウンロードします。

2 Designer のインストール先となるディレクトリで、次のコマンドを使用して tar ファイルを解

凍します。

tar -xvf Identity_Manager_4.7_MacOSX_Designer.tar.gz

3 次のコマンドを実行して、抽出された内容に含まれている designer-
macosx.cocoa.x86_64.zip ファイルを圧縮解除します。

unzip designer-macosx.cocoa.x86_64.zip

これにより、Designer ファイルがお使いのコンピュータ上に配置されます。

4 Designer を起動するには、次のコマンドを入力します。 

./designer/Designer.app/Contents/MacOS/Designer

Designer の使用の詳細については、『NetIQ Designer for Identity Manager Administration 
Guide』を参照してください。

6.3 Designer の使用に関する考慮事項

macOS 10.13 上で Designer を使用する際は、次の考慮事項が当てはまります。

 edir-to-edir 証明書の作成はサポートされていません 

7 既知の問題
NetIQ Corporation は、弊社の製品が企業のソフトウェアの必要にかなった質の高いソリューション

を提供できるよう努めています。次の問題は、現在調査中です。いずれかの問題についてさらに支
援が必要な場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

 10 ページのセクション 7.1「インストールに関する問題」

 10 ページのセクション 7.2「一般的な問題」

 18 ページのセクション 7.3「ワークフロー / プロビジョニングに関する問題」

 19 ページのセクション 7.4「ドキュメント生成の問題」

 20 ページのセクション 7.5「後方互換性の問題」

 21 ページのセクション 7.6「アップグレードに関する問題」

 23 ページのセクション 7.7「ローカライズに関する問題」

 24 ページのセクション 7.8「アンインストールに関する問題」
NetIQ Identity Manager Designer 4.7 リリースノート 9

http://www.netiq.com/support


7.1 インストールに関する問題 
Designer をインストールするときに以下の問題が発生する場合があります。

 10 ページのセクション 7.1.1「東アジア言語パックおよびダブルバイトのインストールパスを使

用した英語版 Windows へのインストール」

 10ページのセクション7.1.2「インストーラが英語以外のopenSUSEサーバ上にDesignerデスク

トップショートカットを作成しない」

 10 ページのセクション 7.1.3「Active Directory Basic が英語以外のロケールにインストールされ

ている場合、ユーザインタフェースが正しく表示されない」

7.1.1 東アジア言語パックおよびダブルバイトのインストールパスを使用した英語版
Windows へのインストール

2 バイト文字が含まれているパスでインストールする際に、東アジア言語パックがインストールさ

れている英語版の Windows をオペレーティングシステムとして実行している場合、圧縮ファイル

を解凍できないことを通知するエラーがインストールパッケージで発生します。Windows のファイ

ルパスでダブルバイト文字セット (DBCS) を使用すると、オペレーティングシステム (OS) のベン

ダーまたはインストールフレームワークのベンダーが原因の問題が発生することが報告されていま
す。ローカライズ版のオペレーティングシステムであれば、DBCS が含まれるパスにもインストー

ルできます。

7.1.2 インストーラが英語以外の openSUSE サーバ上に Designer デスクトップショー

トカットを作成しない

英語以外の環境で openSUSE サーバ上に Designer 4.7 をインストールする場合、インストーラは

デスクトップに Designer ショートカットアイコンを作成しません。( バグ 751561)

7.1.3 Active Directory Basic が英語以外のロケールにインストールされている場合、

ユーザインタフェースが正しく表示されない

Active Directory Basic がインストールされている場合、ドライバ環境設定ウィザードの［リモート

ローダ］ページで、ユーザインタフェース項目の一部が正しく表示されません。

この問題の修正方法はありません。

7.2 一般的な問題 
Designer を使用するときに以下の問題が発生する場合があります。

 12 ページのセクション 7.2.1「ドライバ起動値の上書き」

 12 ページのセクション 7.2.2「マルチサーバ環境における少数のサーバ固有オブジェクト展開時

の問題」

 12 ページのセクション 7.2.3「LDAP 接続パスワードとワークスペースが変更された後で

Designer とパッケージのアップデートが失敗する」

 12 ページのセクション 7.2.4「# 文字を含むドライバ名での問題」

 12 ページのセクション 7.2.5「プロジェクトコンバータはリモートでマウントされたワークス

ペースをサポートしない」
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 12ページのセクション 7.2.6「Designerの内部Webブラウザが Linuxプラットフォームで動作し

ない」

 13 ページのセクション 7.2.7「Designer にプロジェクトをインポートした後で正しく LDAP ポー

トを設定する」

 13 ページのセクション 7.2.8「Designer でパッケージプロンプトとして dn-refジョブパラメータ

を使用できない」

 13ページのセクション 7.2.9「Designerをアップグレードした後でユーザアプリケーションドラ

イバパッケージが正しく表示されないことがある」

 13 ページのセクション 7.2.10「Designer でドライバのインポート中に異なるバージョンのグ

ローバル構成値をマージできない」

 13 ページのセクション 7.2.11「以前に XML にエクスポートした役割またはリソースが Designer
に再インポートされない」

 14 ページのセクション 7.2.12「パッケージリンケージの順序を変更している場合、更新時に

Designer によってその順序が上書きされる」

 14 ページのセクション 7.2.13「識別ボールト内のオブジェクトを既存のプロジェクトにイン

ポートする際に予想以上に時間がかかる」

 14 ページのセクション 7.2.14「削除済みの役割のコンテナまたはサブコンテナが展開されたと

きにエラーメッセージが表示される」

 14 ページのセクション 7.2.15「電子メールテンプレートエディタで通知テンプレートを編集す

るとエラーメッセージが表示される」

 14 ページのセクション 7.2.16「プロビジョニングビューで［リソース］からオブジェクトをイ

ンポートすると、リソースとリソースコンテナが失われる」

 15 ページのセクション 7.2.17「既存の名前を持つプロビジョニングフォルダに対して更新を実

行すると、バージョン管理エラーが発生する」

 15ページのセクション7.2.18「Linuxで解像度1920 x 1200の24インチモニタでDesignerを実行

すると、Designer 4.7 のユーザインタフェース (UI) の一部のタブが大きなフォントサイズで表

示される」

 15 ページのセクション 7.2.19「新しく作成した空の役割またはリソースのサブコンテナをライ

ブアイデンティティボールトサーバと比較すると等しいと表示される」

 15 ページのセクション 7.2.20「エンタイトルメントポリシーを展開するポート」

 15 ページのセクション 7.2.21「ECMA リソースオブジェクトに ]]> 文字列が含まれるパッケージ

をインストールする際にエラーが表示される」

 16 ページのセクション 7.2.22「Designer では、ドライバ設定名が長い場合、および CA が KMO
より前に期限切れになる場合に証明書を作成できない」

 16 ページのセクション 7.2.23「異なるプロジェクトで同じ名前を持つポリシーが同じポリシー

として処理される」

 16 ページのセクション 7.2.24「変更されたドライバベースの GCV を使用してドライバをイン

ポートすると失敗する」

 16 ページのセクション 7.2.25「Designer で識別ボールトのインポート中にエラーメッセージが

表示される」

 17 ページのセクション 7.2.26「ライブ識別ボールトサーバからプロジェクトをインポートする

際に、そのサーバが以前の状態に戻る場合はエラーが報告される」
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 17 ページのセクション 7.2.27「macOS 10.13 で Command + Q キーボードショートカットを押

すとメッセージなしで Designer が閉じられる」

 18 ページのセクション 7.2.28「gtk-qt- が実装されている Linux での Designer の実行」

7.2.1 ドライバ起動値の上書き 

問題 : 新しいサーバをドライバセットに追加した場合は、1 つ目のサーバのドライバセットに含ま

れているドライバに対して指定された起動値が、Designer によって上書きされます。( バグ
1081101)

解決策 : ドライバの設定で起動オプションを手動で変更します。 

7.2.2 マルチサーバ環境における少数のサーバ固有オブジェクト展開時の問題 

問題 : 新しいドライバの展開時に、GCV などのいくつかのサーバ固有のオブジェクトがマルチサー

バ環境内のすべてのサーバに展開されない場合があります。これは、サーバ間でアイデンティティ
ボールトの同期に遅延が生じることにより発生する可能性があります。

解決策 : ドライバを再度展開します。 

7.2.3 LDAP 接続パスワードとワークスペースが変更された後で Designer とパッケージ

のアップデートが失敗する 

問題 : LDAP 接続パスワードとワークスペースの変更後に Designer とパッケージをアップデートす

ると、Designer によってエラーが報告されます。

解決策 : ［Designer］ > ［ウィンドウ］ > ［初期設定］ > ［NetIQ］ > ［Designer］ > ［LDAP Connection 
(LDAP 接続 )］の順に移動して、［適用］をクリックします。

7.2.4 # 文字を含むドライバ名での問題 

ドライバ名に # 文字が含まれている場合は、Designer によってそのドライバのすべての設定が正常

に展開されません。

7.2.5 プロジェクトコンバータはリモートでマウントされたワークスペースをサポートし
ない

問題 : Designer 4.7 がインストールされているローカルコンピュータに Designer 3.5 ワークスペー

スをマウントした後で、Designer 3.5 プロジェクトを Designer 4.7 に変換する場合、プロジェクト

コンバータは Designer 3.5 プロジェクトを変換しません。( バグ 658159)

解決策 : Designer 4.7 がインストールされているローカルコンピュータに Designer 3.5 ワークス

ペースをコピーしてからプロジェクトコンバータを実行します。

7.2.6 Designer の内部 Web ブラウザが Linux プラットフォームで動作しない

問題 : XULRunner の問題のため、内部 Web ブラウザが正常に機能しません。( バグ 612438)

解決策 : ［Designer］ > ［Windows］ > ［初期設定］ > ［一般］ > ［Web ブラウザ］ > ［Use External 
Web Browser ( 外部 Web ブラウザを使用 )］から外部ブラウザに移動します。これにより、Mozilla 
Firefox、Microsoft Internet Explorer などのシステムデフォルトの Web ブラウザを通じて iManager 
URL が起動されるようになります。
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7.2.7 Designer にプロジェクトをインポートした後で正しく LDAP ポートを設定する

問題 : Designer のライブシステムからプロジェクトをインポートした後でプロジェクトを作成する

と、識別ボールトのプロパティビューでポートが正しく設定されません。( バグ 680745)

解決策 : インポートしたプロジェクトを展開する前に、識別ボールトのプロパティビューで

LDAP ポートを変更します。 

7.2.8 Designer でパッケージプロンプトとして dn-ref ジョブパラメータを使用できない

Designer では、パッケージプロンプトとして dn-ref タイプのジョブパラメータを使用できません。

パッケージプロンプトとして dn-ref ジョブパラメータを追加する必要がある場合、代わりに dn ジョ

ブパラメータを使用します。(BUG 806651、BUG 777509)

7.2.9 Designer をアップグレードした後でユーザアプリケーションドライバパッケージ

が正しく表示されないことがある

問題 : Designer でユーザアプリケーションドライバの基本パッケージ以外のパッケージを作成し、

その後 Designer をバージョン 4.6 にアップグレードした場合、このパッケージは、ユーザアプリ

ケーションドライバをインストールする際に［使用可能なパッケージ］リストに表示されません。
(BUG 827294、BUG 789499)

解決策 : パッケージをインストールするには、［適切なパッケージバージョンのみを表示］をクリアし

て、［次へ］をクリックします。 

7.2.10 Designer でドライバのインポート中に異なるバージョンのグローバル構成値を

マージできない

少なくとも 1 つのグローバル構成値 (GCV) を含むドライバを Designer にインストールし、既存の

GCV を変更した値を持つそのドライバの別のバージョンをインポートしようとした場合、グローバ

ル変数をマージできなかったことを示すメッセージが表示されます。

現在の Designer では、ドライバのインポートプロセス中に既存の GCV をマージすることはサポー

トされていません。これは、競合する GCV がドライバ、ドライバセット、または GCV リソースオ

ブジェクトのどこに存在するかには関係ありません。(BUG 838471、BUG 841105)

7.2.11 以前に XML にエクスポートした役割またはリソースが Designer に再インポート

されない

問題 : プロビジョニングビューの役割カタログに役割またはリソースのサブコンテナを作成して役

割またはリソースを追加し、役割カタログを XML ファイルにエクスポートしたとします。その後、

これらのサブコンテナと役割またはリソースを削除し、その XML ファイルから役割またはリソー

スをインポートして回復しようとしても、役割またはリソースは再作成されません。(BUG 846134、
BUG 846604)

解決策 : 役割カタログのサブコンテナとオブジェクトを XML ファイルからインポートするには、新

しいユーザアプリケーションドライバを作成して、そのドライバの役割カタログに XML ファイル

をインポートする必要があります。
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7.2.12 パッケージリンケージの順序を変更している場合、更新時に Designer によってそ

の順序が上書きされる

パッケージ内のリンケージの順序を変更している場合、Designer はパッケージがカスタマイズされ

ていることを認識しません。したがって、パッケージを更新する場合、Designer は、変更したパッ

ケージリンケージの順序を、更新するパッケージで指定されているリンケージの順序で上書きしま
す。( バグ 845207)

7.2.13 識別ボールト内のオブジェクトを既存のプロジェクトにインポートする際に予想以
上に時間がかかる 

問題 : この問題が発生する可能性があるのは、プロジェクトのパッケージカタログに多数の未使用

パッケージが含まれている場合です。( バグ 1034562)

解決策 : 次の操作を実行します。

1 未使用のパッケージをパッケージカタログから削除します。

［Package Catalog( パッケージカタログ )］を右クリックして、［Remove Unused Packages( 未
使用パッケージを削除 )］を選択します。 

2 Identity Manager のオブジェクトを Designer にインポートします。

7.2.14 削除済みの役割のコンテナまたはサブコンテナが展開されたときにエラーメッセー
ジが表示される

問題 : 役割を含むコンテナまたはサブコンテナを削除した後でそれを展開しようとすると、展開は

失敗します。これは、設計上、役割を含むコンテナまたはサブコンテナを削除できないようになっ
ていることが原因です。(BUG 846814、BUG 846359)

解決策 : 次の操作を実行します。

1 コンテナまたはサブコンテナに含まれる役割を削除します。

2 コンテナまたはサブコンテナを展開し、役割ドライバによって役割が削除されるまで待ちま
す。

3 役割が削除されたら、コンテナまたはサブコンテナを削除します。

4 削除したサブコンテナを含むコンテナを展開します。

7.2.15 電子メールテンプレートエディタで通知テンプレートを編集するとエラーメッセー
ジが表示される 

電子メールテンプレートエディタで通知テンプレートを編集すると、［エラー］タブにエラーメッ
セージが表示されます。たとえば、［ヒントを忘れた場合］リンクなどの HTML 電子メールテンプ

レートを開いて、body タグにテキストを入力すると、［エラー］タブにエラー通知が表示されます。

( バグ 879626)

7.2.16 プロビジョニングビューで［リソース］からオブジェクトをインポートすると、リ
ソースとリソースコンテナが失われる 

問題 : プロビジョニングビューで［リソース］(XML ファイル ) からプロビジョニングオブジェクト

をインポートした場合、コンテナおよびそこに含まれるオブジェクトは正常にインポートされず、
プロビジョニングビューにも正しく表示されません。実際には、リソースのみが表示され、コンテ
ナは表示されません。 ( バグ 847299)
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解決策 : ［リソース］ではなく、［役割カタログ］を右クリックして、プロビジョニングオブジェクト

(XML ファイル ) をインポートします。これにより、リソースとリソースコンテナは確実にインポー

トされてプロビジョニングビューに表示されます。

7.2.17 既存の名前を持つプロビジョニングフォルダに対して更新を実行すると、バージョ
ン管理エラーが発生する

同じ名前を持つユーザアプリケーションドライバを 2 つ作成し、更新操作を実行すると、バージョ

ン管理エラーが発生します。これは、あるユーザがプロジェクトに対する変更をコミットし、同時
に別のユーザが同じプロジェクトを更新した場合に発生する競合が原因です。

バージョン管理におけるパッケージの管理の詳細については、『NetIQ Designer for Identity Manager 
Administration Guide』の「Managing Packages Best Practices」を参照してください。( バグ
881818)

7.2.18 Linux で解像度 1920 x 1200 の 24 インチモニタで Designer を実行すると、

Designer 4.7 のユーザインタフェース (UI) の一部のタブが大きなフォントサイズ

で表示される 

この問題を回避するには、Web サイト : (http://blog.nanthrax.net/2012/07/change-tab-font-in-
eclipse-juno/) で説明されている手順を実行します。( バグ 889167)

7.2.19 新しく作成した空の役割またはリソースのサブコンテナをライブアイデンティティ
ボールトサーバと比較すると等しいと表示される

新しく作成した空の役割またはリソースのサブコンテナを比較した場合 ( プロビジョニングビュー

で［ライブ］ > ［比較］をクリックする )、［Designer/eDirectory オブジェクト比較］ウィンドウに表示

される比較ステータスが「等しくない」になりません。実際には、「等しい」と表示されます。 ( バ
グ 890543)

7.2.20 エンタイトルメントポリシーを展開するポート

デフォルトではポート 389 が展開に使用されます。エンタイトルメントポリシーは、ポート 636 な

ど、他のポートを使用して展開することができます。 

ポートを変更するには、モデラーを起動し、［プロパティビュー］に移動して、［アイデンティティ

ボールト］を選択します。［useLDAPSecureChannel］の設定を True に変更します。 

7.2.21 ECMA リソースオブジェクトに ]]> 文字列が含まれるパッケージをインストールす

る際にエラーが表示される

問題 :  ECMA リソースに ]]> 文字列が含まれるパッケージはインポートできません。次のエラー

メッセージが表示されます : ( バグ 1004484)

The bundle file does not contain a valid XML document: ": (47): character not 
allowed.

解決策 :  以下の解決策のいずれかを使用できます。

 次の関数を使用します。
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function test()
{
 return "]"+"]"+">"

}

または

 次の関数を使用します。

function test()
{
 return "]]\>"
 return "]]&gt"
  
}

7.2.22 Designer では、ドライバ設定名が長い場合、および CA が KMO より前に期限切

れになる場合に証明書を作成できない

問題 :  Designer ではドライバ設定の証明書を長い名前で作成する際に、64 文字より長い名前で

KMO を作成しようとする場合があります。その結果、証明書の作成が失敗します。 

CA の有効期限が KMO の有効期限より前の場合も証明書の作成が失敗します。( バグ 1000125)

解決策 :  次の操作を実行します。

 ドライバ設定に長い名前がある場合は、解決策を使用できません。

 CA の有効期限が KMO の有効期限より前の場合は、証明書の［NotAfter］属性値が CA の対応す

る属性値よりも大きい値に設定されていないことを確認します。

7.2.23 異なるプロジェクトで同じ名前を持つポリシーが同じポリシーとして処理される

問題 : あるプロジェクトのポリシーを開いてから、そのプロジェクトのコピーを作成し、コピーさ

れたプロジェクトからすでに開いているポリシーを開く場合、Designer では元のプロジェクトのポ

リシーを含むエディタにリダイレクトされます。( バグ 1016705)

解決策 : 元のプロジェクトから開いたポリシーエディタを閉じて、それをコピーされたプロジェク

トから開きます。 

7.2.24 変更されたドライバベースの GCV を使用してドライバをインポートすると失敗す

る 

問題 : Designer では新しい GCV を追加できますが、既存の GCV と、インポートされたドライバ設

定で変更された GCV とのマージはサポートしていません。このような場合、Designer ではドライ

バ、ドライバセット、または GCV リソースオブジェクトのいずれかで検出される GCV と競合する

ことがレポートされます。( バグ 1000122)

解決策 : 現時点で解決策はありません。

7.2.25 Designer で識別ボールトのインポート中にエラーメッセージが表示される 

問題 : 識別ボールトを Designer にインポート中に、Designer の［Import Summary( インポートの

概要 )］ページに次のエラーメッセージが表示されます。 
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Default notification collection object is missing.

解決策 : 次の操作を実行します。

1 エラーメッセージに対して［OK］をクリクします。

2 識別ボールトのインポートを続行します。

3［Email templates( 電子メールテンプレート )］ > ［Add all templates( すべてのテンプレートを追

加 )］の順にクリックして、すべてのテンプレートを Designer にインポートします。

4 テンプレートを識別ボールトに展開します。

7.2.26 ライブ識別ボールトサーバからプロジェクトをインポートする際に、そのサーバが
以前の状態に戻る場合はエラーが報告される

問題 : ライブ識別ボールトサーバからプロジェクトをインポートして、証明書を永続的にインポー

トしてから、サーバを以前の状態に戻して ( スナップショットの復元など )、同じプロジェクトを再

インポートした場合は、Designer の［Import Summary( インポートの概要 )］ページにエラーが表

示されます。( バグ 1082018)

解決策 : 識別ボールトサーバでライブ操作を実行する前に、次の操作を実行します。

1 <designer-installation-location>/configuration に移動して、LDAPServerCerts ファイルを削除します。

2 Designer を再起動します。

7.2.27 macOS 10.13 で Command + Q キーボードショートカットを押すとメッセージな

しで Designer が閉じられる 

問題 : macOS では、Command + Q キーボードショートカットを使用して任意のアプリケーション

を終了できます。このショートカットを使用して Designer を閉じた場合は、確認メッセージが表示

されることなく Designer が閉じられます。( バグ 1082018)

解決策 : macOS で Command + Q オプションを無効にします。 

1［システム環境設定］ > ［キーボード］ > ［Keyboard Shortcuts( キーボードショートカット )］の順

に移動します。

2［Application Shortcuts( アプリケーションショートカット )］をクリックします。

3［+］ボタンをクリックして、アプリケーションのショートカットを追加します。この例では、

Designer に対する Cmd-Q を無効にします。

4［アプリケーション］から［Designer］を選択します。

5［Menu Title( メニュータイトル )］について［Show All( すべて表示 )］を指定します。

6［Keyboard Shortcut( キーボードショートカット )］で、新しいキーボードショートカットとし

てメニューアクションアイテムの正確な名前を指定します。Cmd-Q 以外のショートカットを選

択します。たとえば、Cmd-Option-Q を選択します。

7［追加］をクリックして設定を変更します。
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7.2.28 gtk-qt- が実装されている Linux での Designer の実行

gtk-qt-engine RPM がインストールされている環境では Designer を実行しないことを推奨します。そ

のような環境で Designer を実行すると、クラッシュおよび Designer のテーマの問題が発生します。

この RPM パッケージは、SUSE Linux および他の一部の Linux 配布でインストールされます。

gtk-qt-engine RPM パッケージを使用する必要がある場合は、KDE-Look Web サイトからダウンロー

ドできる最新版を入手してください。パッケージが最新バージョンであっても、Designer のテーマ

機能は存在しない場合があります。

gtk-qt-engine RPM パッケージがインストールされているかどうかを判断するには、次のコマンド

を入力してください。 

rpm -qa|grep gtk-qt

リストに gtk-qt-engine が表示される場合は、root ユーザとして次のコマンドを実行して、このパッ

ケージを削除します。

rpm -e gtk-qt-engine

7.3 ワークフロー / プロビジョニングに関する問題 
Designer でワークフローを使用すると、次の問題が発生する場合があります。

 18 ページのセクション 7.3.1「役割に関連付けられたリソースが役割エディタのリソースリスト

から削除されない」

 18 ページのセクション 7.3.2「役割サブコンテナまたはリソースサブコンテナを削除した後に役

割カタログを展開すると、Designer で例外が発生する」

 19 ページのセクション 7.3.3「役割を削除すると、Designer に誤ったステータスが表示される」

7.3.1 役割に関連付けられたリソースが役割エディタのリソースリストから削除されない

問題 : 役割エディタのリソースリストで、関連付けられているリソースの読み取り専用リストが役

割と共に使用できます。このリストの情報は、役割カタログが eDirectory からインポートされる際

に取得され、すべての役割に対して更新されます。新しいリソース関連付けは表示できますが、
ユーザアプリケーションから削除されたリソース関連付けは表示できません。( バグ 516730)

解決策 : 削除されたリソース関連付けがリソースリストから削除されていることを確認します。

1 役割カタログからライブインポートを実行する前に、ナビゲータビューに移動して、
\MyProject\Model\Provisioning\AppConfig\RoleConfig\ResourceAssociations フォルダに移動します。

2 ResourceAssociations.digest ファイルを除くフォルダ内のすべてのファイルを削除します。

3 プロビジョニングビューから、役割カタログオブジェクトを選択して、すべてのリソース関連
付けを再びインポートして更新された正しい情報が提供されるようにライブインポートを実行
します。

7.3.2 役割サブコンテナまたはリソースサブコンテナを削除した後に役割カタログを展開
すると、Designer で例外が発生する

問題 : 役割サブコンテナまたはリソースサブコンテナを作成して 1 つ以上のオブジェクトを追加し、

役割カタログを展開してから、そのサブコンテナを削除して役割カタログをもう一度展開しようと
すると、Designer でエラーメッセージ java.lang.NullPointerException が発生します。
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この問題は、ユーザが役割カタログの役割オブジェクトまたはリソースオブジェクトを削除しても、
Designer ですぐにそれらのオブジェクトが削除されないために発生します。実際には、Designer
は、Role and Resource Service Driver が役割カタログを識別ボールトに展開する際に、それらのオ

ブジェクトに削除対象であることを示すマークを付けます。( バグ 846814)

解決策 : 次の手順に従います。

1 プロビジョニングビューで、削除するサブコンテナに存在する役割オブジェクトまたはリソー
スオブジェクトを右クリックして、［削除］を選択します。

2［親コンテナの展開時に識別ボールト内のオブジェクトを削除します］を選択し、［OK］をクリッ

クします。

3［役割カタログ］を右クリックし、［ライブ］ > ［すべて展開］の順に選択します。

4［展開］をクリックし、［OK］をクリックします。

5 Role and Resource Service Driver が役割を削除したことを検証するため、iManager にログイ

ンします。

6 iManager で、［オブジェクトの表示］をクリックします。

7 ツリーでユーザアプリケーションドライバに移動し、［AppConfig］ > ［RoleConfig］ > 
［RoleDefs］の順に展開します。

8 役割が格納されていたコンテナをクリックします。役割がまだ識別ボールトのコンテナに存在
する場合、Role and Resource Service Driver がその役割を削除するまで更新を実行します。

9 Designer のプロビジョニングビューで、削除するサブコンテナを右クリックして［削除］を選

択し、［OK］をクリックします。

10［役割カタログ］を右クリックし、［ライブ］ > ［すべて展開］の順に選択します。

11［展開］をクリックし、［OK］をクリックします。

7.3.3 役割を削除すると、Designer に誤ったステータスが表示される

問題 : 現在のところ、Designer で役割カタログから役割を削除してそのカタログを識別ボールトに

展開すると、誤った展開ステータスが表示されます。場合によっては、Role and Resource Service 
Driver が識別ボールトから役割を正常に削除した場合に、誤ってエラーメッセージが表示されるこ

ともあります。一方、Role and Resource Service Driver が停止した場合、誤って成功メッセージが

表示されます。(BUG 846029、BUG 847047)

解決策 : ユーザが削除した役割を Role and Resource Driver が識別ボールトから削除したことを検

証するには、次の手順に従います。

1 iManager にログインし、［オブジェクトの表示］をクリックします。

2 ツリーでユーザアプリケーションドライバに移動し、［AppConfig］ > ［RoleConfig］ > 
［RoleDefs］の順に展開します。

3 役割が格納されていたコンテナをクリックします。

4 終了したら、iManager を閉じます。

7.4 ドキュメント生成の問題

Document Generator を使用すると、次の問題が発生する場合があります。
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7.4.1 ドキュメントジェネレータで役割ベースのオブジェクトのマニュアルが生成されな
い

Designer 4.7 では役割ベースエンタイトルメントポリシーまたは役割ベースプロビジョニングモ

ジュールリソースのマニュアルが生成されません。プロジェクトのマニュアルの生成に関する詳細
については、『NetIQ Designer for Identity Manager 管理ガイド』の「Documenting Projects」を参照

してください。( バグ 480369)

7.4.2 大量のドライバまたは大量の RBPM 展開が存在するプロジェクトのドキュメント

を生成できない

インストールされているドライバの数が 40 を超えるか、または Roles Based Provisioning Module
の展開が大量に存在する Designer プロジェクトの場合、ドキュメントジェネレータがメモリ不足エ

ラーで失敗します。

このエラーは、Designer がドキュメント生成に使用する Apache FOP プリントフォーマッタの制限

により発生します。FOP フォーマッタのメモリ使用量の制限、およびメモリ使用量の向上に関する

推奨事項については、Apache FOP Project ページの「Memory Usage」を参照してください。(BUG 
796616、BUG 520231)

7.4.3 生成されたドキュメントがプロジェクトビューに自動的にリストされない 

問題 : Designer でドキュメントを生成して、その PDF ドキュメントを開いてもエラーが発生しな

いことを確認しても、プロジェクトの［Generated ( 生成済み )］フォルダにはリストされません。

( バグ 879625)

解決策 : ［Generated ( 生成済み )］フォルダを更新して、生成したドキュメントがリストに表示され

るようにします。

7.5 後方互換性の問題 
以前のバージョンの Designer で使用されたワークスペースを操作するときに以下の問題が発生する

場合があります。

 20 ページのセクション 7.5.1「Designer プロジェクト 4.5.x 以前を変換した後にスキーマが正し

く比較されない」

 21 ページのセクション 7.5.2「Designer 4.7 では 2.1.1 のワークスペースはサポートされない」

 21 ページのセクション 7.5.3「Designer 4.7 が Designer 3.0 より古いプロジェクトの変換をサ

ポートしていない」

7.5.1 Designer プロジェクト 4.5.x 以前を変換した後にスキーマが正しく比較されない 

問題 : Identity Manager は、非互換 Designer プロジェクト (Designer 4.5.x 以前など ) から Designer 
4.7 への直接変換をサポートしていません。( バグ 1078772)

解決策 : 次の操作を実行します。 

1 非互換バージョンの Designer を使用して、すべてのスキーマ変更内容を識別ボールトに展開

します。

2 Designer 4.7 のインストール

3 すべてのクラスと属性を識別ボールトから Designer 4.7 にインポートします。
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7.5.2 Designer 4.7 では 2.1.1 のワークスペースはサポートされない

Designer 2.1.1 のワークスペースは Designer 4.7 と互換性がありません。Designer はプロジェクト

と環境設定情報をワークスペースに保存します。これらのワークスペースには、Designer の異なる

バージョン間での互換性はありません。Designer 4.7 が、旧バージョンの Designer で使用していた

ワークスペースではなく新しいワークスペースを指すようにする必要があります。

7.5.3 Designer 4.7 が Designer 3.0 より古いプロジェクトの変換をサポートしていない

この問題を回避するには、まず古いプロジェクトを Designer3.0.1 に変換してからそれらを

Designer4.7 にインポートします。( バグ 531135)

7.6 アップグレードに関する問題 
Designer をアップグレードすると、次の問題が発生する場合があります。

 21ページのセクション 7.6.1「Designerの自動更新ウィンドウにアップグレードに関する間違っ

た情報が含まれる」

 21 ページのセクション 7.6.2「Designer 3.0.1 から Designer 4.7 へのアップグレードがサポート

されていない」

 22 ページのセクション 7.6.3「アップグレード後にスキーマの変更内容を手動で変更および展開

する」

 22 ページのセクション 7.6.4「アップグレード後にパッケージリンケージを新しい構造に移行す

る」

 23 ページのセクション 7.6.5「ユーザアプリケーションドライバパッケージを Designer 3.0 から

4.7 にアップグレードすると、パッケージがカスタマイズ済みと表示される」

 23 ページのセクション 7.6.6「Designer を 4.0.2 からアップグレードした後に、初めて Designer
を起動したときにエラーメッセージが表示される」

 23ページのセクション7.6.7「DesignerはNICI 2.7.7.0を使用してeDirectoryサーバの証明書を生

成しない」

7.6.1 Designer の自動更新ウィンドウにアップグレードに関する間違った情報が含まれ

る

問題 : 自動更新機能が、自動更新のみを実行し、現在のバージョンを Designer 4.7 にアップグレー

ドしません。 

解決策 : 手動で Designer 4.7 にアップグレードします。

7.6.2 Designer 3.0.1 から Designer 4.7 へのアップグレードがサポートされていない

問題 : Designer 3.5 以降は本格的な RCP アプリケーションです。Designer 3.5 より前のバージョン

からのアップグレードはサポートされていません。Designer 3.0.1 プロジェクトを最新リリースの

Designer にインポートする場合、最新の Designer リリースでプロジェクトを使用できるようにす

るため、Designer は自動的にプロジェクトをバージョン 4.7 に変換します。 ( バグ 531690)

解決策 :  現時点で解決策はありません。
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7.6.3 アップグレード後にスキーマの変更内容を手動で変更および展開する 

問題 : 旧バージョンの Designer でプロジェクトを作成した後で環境を Designer 4.7 にアップグレー

ドした場合、そのプロジェクトで使用できるようにスキーマを手動で更新および展開する必要があ
ります。

また、旧バージョンの Designer でプロジェクトを作成し、そのプロジェクトを Designer 4.7 環境

にインポートした場合も、スキーマを更新および展開する必要があります。( バグ 845210)

解決策 : Designer 4.7 のスキーマの変更を手動で変更および展開するには、次の手順に従います。

1 モデラーで［識別ボールト］を右クリックし、［ボールトスキーマの管理］を選択します。

2［クラス］リストで［DirXML-PkgItemAux］を選択します。

3 DirXML-PkgItemAux クラスの［属性］ウィンドウで［オプションを追加］アイコンをクリックし

ます。

4［オプション属性の選択］ウィンドウで［DirXML-pkgLinkages］を選択し、［OK］をクリック

します。

5［OK］をクリックします。

6 Designer プロジェクトを保存します。

7 識別ボールトを右クリックし、［ライブ］ > ［スキーマ］ > ［比較］の順に選択します。

8 ドロップダウンメニューをクリックし、［すべて表示］を選択します。

9［属性］を展開し、［DirXML-pkgLinkages］を選択します。

10［ステータスの比較］が等しくないの場合、［eDirectory の更新］を選択します。

11［クラス］を展開し、［DirXML-PkgItemAux］を選択します。

12［ステータスの比較］が等しくないの場合、［eDirectory の更新］を選択します。

13［調整］をクリックし、［いいえ］をクリックします。

14 作業が終了したら、［OK］をクリックします。

7.6.4 アップグレード後にパッケージリンケージを新しい構造に移行する 

このバージョンをアップグレードした後に、パッケージカタログを新しいリンケージ構造に移行し
ます。

1 ( オプション ) まだプロジェクトを Designer 4.7 にインポートしていない場合は、［ファイル］ > 
［インポート］の順にクリックし、インポートウィザードの手順に従います。

2 ( 条件付き ) 既存のプロジェクトを更新する場合、プロジェクトをバックアップすることをお勧

めします。

2a［プロジェクト］ > ［プロジェクトをエクスポート］の順にクリックします。

2b［プロジェクトをエクスポート］ウィンドウでプロジェクトを選択します。

2c［ファイルをアーカイブする］を選択します。

2d ( オプション ) 環境に合わせて、［zip 形式で保存する］または［tar 形式で保存する］のどち

らかをクリックします。

2e［参照］をクリックし、バックアップファイルの保存先に移動します。

3 アウトラインビューで［パッケージカタログ］を右クリックし［、リンケージの移行］を選択し
ます。
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4［はい］をクリックして、プロジェクトをバックアップ済みであることを確認します。

5［OK］をクリックします。

この手順は、Designer 4.7 より古いバージョンで作成されたプロジェクトおよび識別ボールトから

インポートされたプロジェクトに対して適用できます。( バグ 847441)

7.6.5 ユーザアプリケーションドライバパッケージを Designer 3.0 から 4.7 にアップグ

レードすると、パッケージがカスタマイズ済みと表示される

Designer 3.0 で作成したユーザアプリケーションドライバパッケージを Designer 4.7 にアップグ

レードした場合、インストール済みのユーザアプリケーション基本パッケージのプロパティがカス
タマイズ済みと表示されます。( バグ 889949)

7.6.6 Designer を 4.0.2 からアップグレードした後に、初めて Designer を起動したとき

にエラーメッセージが表示される

問題 : このエラーは、アップグレードプログラムが org.eclipse.osgi コンテナを削除しないことが原

因で発生します。( バグ 886559)

解決策 : このコンテナを <designer_install_location>\configuration\ から削除して、Designer を起動しま

す。

7.6.7 Designer は NICI 2.7.7.0 を使用して eDirectory サーバの証明書を生成しない

問題 : Designer 4.7 で証明書を作成するには、NICI 3.1 以降が必要です。バージョン 9.1 より前の

eDirectory を使用しているサーバに Designer をインストールする場合は、Designer によって NICI
が 3.1 バージョンに自動的にアップグレードされません。Designer によって証明書を作成できるよ

うにするには、NICI を 3.1 にアップグレードしてください。

9.1 より前の eDirectory サーバ上で NICI を 3.1 にアップグレードすると、他の互換性問題が発生す

る可能性があります。したがって、eDirectory を 9.1 以降のバージョンにアップグレードすること

をお勧めします。

解決策 : 現時点で解決策はありません。

7.7 ローカライズに関する問題

7.7.1 日本語とロシア語の電子メールテンプレートを編集する際に Designer でフォーム

XML エディタが間違って開かれる

問題 : 編集用の電子メール通知テンプレートを選択すると、Designer では、日本語とロシア語のロ

ケール用の電子メールテンプレートエディタの代わりにフォーム XML エディタが開かれます。( バ
グ 1080066)

解決策 : 現時点で解決策はありません。
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7.8 アンインストールに関する問題 
Designer をアンインストールすると、次の問題が発生する場合があります。

 24 ページのセクション 7.8.1「アンインストールしても、Windows Server からパッケージおよ

びプラグインフォルダが削除されない」

7.8.1 アンインストールしても、Windows Server からパッケージおよびプラグインフォ

ルダが削除されない

インストーラを実行して Windows サーバから Designer をアンインストールしても、インストール

プロセス中に作成されたすべてのフォルダが削除されない場合がある環境によっては、インストー
ラは Designer インストールフォルダからパッケージまたはプラグインフォルダを削除しない場合が

あります。( バグ 748541)

8 連絡先情報
弊社の目標は、お客様のニーズを満たすマニュアルの提供です。改良点に関するご意見は、
Documentation-Feedback@netiq.com (mailto:Documentation-Feedback@netiq.com) まで電子メー

ルでお寄せください。貴重なご意見をぜひお寄せください。

詳細な連絡先情報については、サポート連絡先情報 Web サイト (http://www.netiq.com/support/
process.asp#phone) を参照してください。

一般的な会社情報と製品情報については、NetIQ Corporate の Web サイト (http://www.netiq.com/)
を参照してください。

他のユーザや NetIQ のエキスパートとやり取りするには、弊社のコミュニティ (https://
www.netiq.com/communities/) のアクティブなメンバーになってください。NetIQ オンラインコミュ

ニティでは、製品情報、有益なリソースへの役立つリンク、ブログ、およびソーシャルメディア
チャネルが用意されています。

9 保証と著作権
保証と著作権、商標、免責事項、保証、輸出およびその他の使用制限、米国政府の規制による権利、
特許に関する方針、および FIPS コンプライアンスの詳細については、https://www.netiq.com/
company/legal/ を参照してください。
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