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改訂情報
変更
年月
日

変更内容

2015- 初版
08-01
2016- 第2版 設定ファイルの更新に
04-01 従って「システム設定ファイ

ル」に「フォルダパスの区切
り文字」を追加しました。
2017- 第3版 設定ファイルの更新に
08-01 従って「システム設定ファイ

ル」に「メールの宛先表示時
のソート順」を追加しまし
た。
2018- 第4版 「システム設定ファイ
02-01 ル」の 「メール作成時の本文

テキスト形式」にコラムを追
記しました。
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はじめに

intra-mart Accel GroupMail — 設定ファイルリファレンス 第4版 2018-02-01
システム設定ファイル
ログ設定ファイル

対象読者

項目

本書では次の読者を対象としています。
● intra-mart Accel GroupMail を利用した
アプリケーション開発を行う方

項目

概要

概要

リファレンス

監査ログ

メール文字列の検索方法

標準出力設定

添付ファイルの保存区分

出力パターン

不在通知機能の使用可否

● intra-mart Accel GroupMail 上でのシス

利用可能なパターン文字列

メール本文の最大文字数

テム運用を行う方

利用可能なMDCキー

振り分け条件最大行

本書の構成
本書は intra-mart Accel GroupMail で提供
されている設定ファイルに関する説明を行っ

アプリケーションログ

添付ファイルの上限数

標準出力設定

フォルダパスの区切り文字

出力パターン

メールの宛先表示時のソート順

利用可能なパターン文字列

一覧の表示件数

利用可能なMDCキー

閲覧状況一覧の表示件数

ています。

管理者機能一覧の表示件数
● 機能(モジュール)別の設定ファイルの種類

システム環境で設定できる最大値

● 設定ファイル別の仕様説明

概要

メールの有効保存期間

● 設定項目に対する設定内容ならびに注意点

添付ファイルの有効保存期間

の説明

利用者の最大使用データ量

intra-mart Accel GroupMail のログ出力情報の設定です。
モジュール

Accel GroupMail

設定場所

WEB-INF/conf/iag-

個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報

本書の説明について

ユーザ環境設定の初期値情報
メールの有効保存期間

● 「デフォルト値」

利用者の最大使用データ量
メール個人設定の初期値情報

該当の設定を省略した場合の値となります。
製品出荷時の値ではありません。

メール一覧表示件数
メール作成時のCC、BCCの表示有無
メール作成時の本文テキスト形式
簡易宛先検索の表示区分
簡易宛先検索のユーザ表示件数
簡易宛先検索のグループ表示件数
自分宛メール送信有無
署名の使用有無
署名
メール返信時の署名の挿入有無
メール転送時の署名の挿入有無
メール返信時の元メッセージ使用区分
メール返信時のインデント記号
メール転送時の元メッセージ使用区分
メール転送時のインデント記号
メールプレビュー表示
添付ファイルの自動アップロード
不在通知の有無
不在通知件名
不在通知本文
メール作成・詳細画面の表示区分
振り分け条件設定
振り分け条件1

概要
intra-mart Accel GroupMail のシステム共通情報の設定です。
モジュール

Accel GroupMail

フォーマットファ WEB-INF/schema/iag-system-config.xsd
イル(xsd)
設定場所

WEB-INF/conf/iag-system-config.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-system-config
xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmailconfigurations"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
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xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmailconfigurations ../schema/iag-system-config.xsd ">
<tns:mail-search-mode>PREFIX</tns:mail-searchmode>
<tns:attachment-file-naming>ID</tns:attachmentfile-naming>
<tns:enable-out-of-office-setting>false</tns:enableout-of-office-setting>
<tns:characters-per-message>4000</tns:charactersper-message>
<tns:filters-per-user>5</tns:filters-per-user>
<tns:attachments-permessage>20</tns:attachments-per-message>
<tns:folder-path-separator> / </tns:folder-pathseparator>
<tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:addressorder>
<tns:length-per-page>
<tns:users-in-mail-status>15</tns:users-in-mailstatus>
<tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
</tns:length-per-page>
<tns:quota-max>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
<tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-peruser>
</tns:quota-max>
<tns:defaults>
<tns:quota>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytesper-user>
</tns:quota>
<tns:preference>
<tns:messages-per-page>15</tns:messages-perpage>
<tns:display-carbon-copy>false</tns:displaycarbon-copy>
<tns:message-content-type>HTML</tns:messagecontent-type>
<tns:recipients-order-in-recentlist>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
<tns:users-in-recent-list>10</tns:users-inrecent-list>
<tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-inrecent-list>
<tns:cc-to-me>false</tns:cc-to-me>
<tns:add-signature>false</tns:add-signature>
<tns:signature></tns:signature>
<tns:add-signature-on-reply>false</tns:addsignature-on-reply>
<tns:add-signature-on-forward>false</tns:addsignature-on-forward>
<tns:quotation-onreply>NO_QUOTE</tns:quotation-on-reply>
<tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-markon-reply>
<tns:quotation-onforward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
<tns:indent-mark-on-forward>></tns:indentmark-on-forward>
<tns:show-preview>true</tns:show-preview>
<tns:notify-out-of-office>false</tns:notify-out-ofoffice>
<tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
<tns:out-of-office-message></tns:out-of-officemessage>
<tns:enable-auto-upload>true</tns:enable-autoupload>
<tns:popup-message-view>true</tns:popupmessage-view>
</tns:preference>
<tns:filter>
<tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
</tns:filter>
</tns:defaults>
</tns:iag-system-config>

リファレンス
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<included>

<!-- GROUPMAIL_USER_CONTEXT
-->
<appender name="GROUPMAIL_USER_
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFile
<file>${im.log}/groupmail/groupmail
<append>true</append>

<!-<rollingPolicy class="ch.qos.logback.c
<fileNamePattern>
${im.log}/groupmail-user_contex
</fileNamePattern>
</rollingPolicy>
-->

<rollingPolicy class="ch.qos.logback
<fileNamePattern>${im.log}/gro
user_context%i.log</fileNamePattern>
<minIndex>1</minIndex>
<maxIndex>5</maxIndex>
</rollingPolicy>

<triggeringPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBased
<maxFileSize>10MB</maxFileSi
</triggeringPolicy>

<encoder class="ch.qos.logback.core
<layout
class="jp.co.intra_mart.common.platform.log
<pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:
%X{log.report.sequence} %-5level %X{tenan
%msg%nopex%n</pattern>

<enableOutputStackTrace>
<stackTraceDir>${im.log}/grou
<stackTraceFilename>
ss'_%logId.log'</stackTraceFilename>
</layout>
<immediateFlush>true</immedi
</encoder>
</appender>

<logger name="GROUPMAIL_USER_CON
<level value="info" />
<appender-ref ref="GROUPMAIL_USE
<appender-ref ref="STDOUT"
</logger>

<!-- GROUPMAIL
-->
<appender name="GROUPMAIL"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFile
<file>${im.log}/groupmail/groupmail
<append>true</append>

<!-<rollingPolicy class="ch.qos.logback.c
<fileNamePattern>
${im.log}/groupmail-application</fileNamePattern>
</rollingPolicy>
-->

<rollingPolicy class="ch.qos.logback
<fileNamePattern>${im.log}/gro
application%i.log</fileNamePattern>
<minIndex>1</minIndex>
<maxIndex>5</maxIndex>
</rollingPolicy>

<triggeringPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBased
<maxFileSize>10MB</maxFileSi
</triggeringPolicy>

<encoder class="ch.qos.logback.core
<layout
class="jp.co.intra_mart.common.platform.log
<pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:
%X{log.report.sequence} %-5level %X{tenan
%msg%nopex%n</pattern>
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メール文字列の検索方法
タグ名

mail-searchmode

メールの文字列検索方法を設定します。
【設定項目】
<tns:mail-search-mode>PREFIX</tns:mail-search-mode>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メールの文字列検索方法を「前方一致」と
定値

「部分一致」の二種類から設定できます。
PREFIX ：メールの文字列検索を前方一致で
検索します。
SUBSTRING ：メールの文字列検索を部分
一致で検索します。

単位・型

文字列(PREFIX／SUBSTRING)

省略時のデフォル PREFIX
ト値
iag_system_config

親タグ

添付ファイルの保存区分
タグ名

attachment-filenaming

添付ファイルの保存区分を設定します。
【設定項目】
<tns:attachment-file-naming>ID</tns:attachment-filenaming>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 添付ファイルの保存区分を「仮想ファイル
定値

名」と「実ファイル名」の二種類から設定
できます。
ID ：添付ファイルを仮想ファイル名(ID)で
保存します。
NAME ：添付ファイルを実ファイル名で保
存します。

単位・型

文字列(ID／NAME)

省略時のデフォル ID
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111
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

%msg%nopex%n</pattern>
<enableOutputStackTrace>
<stackTraceDir>${im.log}/grou
<stackTraceFilename>
ss'_%logId.log'</stackTraceFilename>
</layout>
<immediateFlush>true</immedi
</encoder>
</appender>
<logger name="GROUPMAIL"
<level value="error" />
<appender-ref ref="GROUPMAIL"
<appender-ref ref="STDOUT"
</logger>

<!-- GROUPMAIL_AUDIT
-->
<appender name="GROUPMAIL_AUDIT"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFile
<file>${im.log}/groupmail/groupmail
<append>true</append>

<!-<rollingPolicy class="ch.qos.logback.c
<fileNamePattern>
${im.log}/groupmail-audit-%d{yy
</fileNamePattern>
</rollingPolicy>
-->

<rollingPolicy class="ch.qos.logback
<fileNamePattern>${im.log}/gro
audit%i.log</fileNamePattern>
<minIndex>1</minIndex>
<maxIndex>5</maxIndex>
</rollingPolicy>

<triggeringPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBased
<maxFileSize>10MB</maxFileSi
</triggeringPolicy>

<encoder class="ch.qos.logback.core
<layout
class="jp.co.intra_mart.common.platform.log
<pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:
%X{tenant.id} %X{log.id} %X{request.id}
%X{iag.operation} %X{iag.sender} %X{iag.t
%X{iag.title} %X{iag.escapedContent} %X{
%X{iag.attachmentNames} %X{iag.fileCd} %
<enableOutputStackTrace>
<stackTraceDir>${im.log}/grou
<stackTraceFilename>
ss'_%logId.log'</stackTraceFilename>
</layout>
<immediateFlush>true</immedi
</encoder>
</appender>

ト値

不在通知機能の使用可否
タグ名

<logger name="GROUPMAIL_AUDIT"
<level value="info" />
<appender-ref ref="GROUPMAIL_AU
</logger>

iag_system_config

親タグ

</included>

enable-out-of-office-

コラム

setting
不在通知機能の使用可否を設定します。

Accel GroupMail に特化しない項目については、
を参考してください。
http://www.intra-

【設定項目】

mart.jp/document/library/iap/public/im_core
<tns:enable-out-of-office-setting>false</tns:enable-outof-office-setting>

監査ログ
必須項目

○

複数設定

×

以下の操作結果のログを出力します。
● メール送信
● メール参照
● 添付ファイルダウンロード
● メール削除
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設定する内容・設 不在通知機能の使用可否を真偽値で設定で
定値

● 添付ファイル削除

きます。
true ：不在通知機能を使用します。

標準出力設定

false ：不在通知機能を使用しません。
単位・型

真偽値(true／false)

ログレベル(初期

INFO

値)

省略時のデフォル false

出力先(初期値)

ト値

${im.log}/groupmail/groupmai

iag_system_config

親タグ

出力パターン
メール本文の最大文字数
利用可能なパターン文字列
characters-per-

タグ名

message

フォーマット文字列

説明

%d

出力日時

メール本文の最大文字数を設定します。
【設定項目】
<tns:characters-per-message>4000</tns:characters-permessage>

必須項目

○

複数設定

×

初期書式は”yyyy-MM-dd
%thread

スレッド名

%level

ログレベル(INFO)

%logger

ロガー名

%msg

ログメッセージ

リクエストを受け付けた時
出力されます。

設定する内容・設 メール本文の文字数を最小1文字〜最大
定値

999999999文字の間で設定できます。

単位・型

整数(1〜999999999)

省略時のデフォル 4000

%x

MDC

利用可能なMDCキー

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下の通りです

ト値
iag_system_config

親タグ

振り分け条件最大行
タグ

filters-per-user

MDCキー

説明

iag.contextUserCd

処理者のユーザIDを出力

iag.mailId

メールのメールIDを出力

iag.operation

iAG の操作種別を出力し
● SEND メール送信

名

● SAVE メール下書き保
● PULL_BACK

利用者が設定できる振り分け条件の最大行を設定します。

● REFER メール参照
● FILE_DOWNLOAD

【設定項目】

● DELETE メール削除
● FILE_DELETE

<tns:filters-per-user>5</tns:filters-per-user>

必須項目

○

複数設定

×

iag.sender

メールの差出人のユーザI

iag.to

メールの宛先(TO)のユー

複数の場合はユーザ、会社
ベートグループの順かつ

設定する内容・設 利用者が設定できる振り分け条件の行数を
定値

を最小1行〜最大99行の間で設定できます。

単位・型

整数(1〜99)

名称の昇順にカンマ区切り

グループIDの出力内容は
● 会社・組織

省略時のデフォル 5

会社コード + “|” + 組

ト値
親タグ

● パブリックグループ

“public|” + パブリッ

iag_system_config

クグループコード

● プライベートグループ

添付ファイルの上限数
タグ名

“private|” + プライベ

attachments-permessage

iag.cc

メールの宛先(CC)のユー

複数の場合はユーザ、会社
ベートグループの順かつ

一度に登録できる添付ファイルの上限数を設定します。

名称の昇順にカンマ区切り

グループIDの出力内容は

【設定項目】

● 会社・組織
<tns:attachments-per-message>20</tns:attachmentsper-message>

会社コード + “|” + 組
● パブリックグループ

“public|” + パブリッ
必須項目
複数設定

クグループコード

○

● プライベートグループ

×

“private|” + プライベ
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設定する内容・設 一度に登録できる添付ファイルの上限数を0
定値

〜設定できます。

単位・型

数字(0〜)

MDCキー

説明

iag.bcc

メールの宛先(BCC)のユー

複数の場合はユーザ、会社
ベートグループの順かつ

省略時のデフォル 20

名称の昇順にカンマ区切り

ト値
iag_system_config

親タグ

グループIDの出力内容は
● 会社・組織

会社コード + “|” + 組

フォルダパスの区切り文字

● パブリックグループ

“public|” + パブリッ
folder-path-

タグ名

クグループコード

separator

● プライベートグループ

“private|” + プライベ
API の FolderService#getPathList() が返すフォルダのパスの区切り
文字です。スマートフォン版のメールボックス画面で表示されます。

iag.title

メールの件名を出力します
す。

【設定項目】
<tns:folder-path-separator> / </tns:folder-pathseparator>

必須項目
複数設定

iag.content

メールの本文を出力します

iag.escapedContent

メールの本文の改行とタブ

iag.contentType

メールの本文の形式を出力

×

● HTML

HTML形式

×

● TEXT

プレーンテキ

設定する内容・設 フォルダの階層を表す区切り文字を設定し
定値

ます。

単位・型

文字列

iag.attachmentNames

メールの添付ファイル名を
で出力します。

iag.fileCd

添付ファイルのファイルI
りで出力します。

省略時のデフォル ‘ / ‘

iag.path

ト値

メールの添付ファイルの格

複数の場合はカンマ区切り
iag_system_config

親タグ

格納先はパブリックストレ
は”/”で区切ります。

メールの宛先表示時のソート順

アプリケーションログ
タグ

address-order

名

APIの開始と終了及び処理結果をログ出力します。

メール一覧やメール詳細画面などで表示される宛先となるユーザの表

標準出力設定

示順を設定します。
【設定項目】
<tns:address-order>USER_SPECIFIED</tns:address-order>

ログレベル(初期値)

ERROR

出力先(初期値)

${im.log}/groupmail/groupm
application.log

必須項目

×

複数設定

×

出力パターン

設定する内容・設 宛先のユーザの表示順を「送信ユーザが指
定値

定した順番」と「表示名で並び替えた順

利用可能なパターン文字列

番」の二種類から設定できます。
USER_SPECIFIED ：メール送信者が宛先に

フォーマット文字列

説明

指定した順番で表示します。

%d

出力日時

DISPLAY_NAME ：ユーザ、会社・組織、パ

初期書式は”yyyy-MM-dd

ブリックグループ、プライベートグループ

単位・型

の順かつ名称の昇順で表示します。

%thread

スレッド名

文字列(USER_SPECIFIED／

%level

ログレベル(OFF)

DISPLAY_NAME)

%logger

ロガー名

%msg

ログメッセージ

省略時のデフォル USER_SPECIFIED
ト値
親タグ

リクエストを受け付けた時
出力されます。

iag_system_config
%x

MDC

一覧の表示件数
利用可能なMDCキー
タグ名 length-per-page

リクエストログで利用可能なMDCのキーは以下の通りです
親タグ iag_system_config
MDCキー

説明

一覧の表示件数情報を設定します。

iag.contextUserCd 処理者のユーザIDを出力します。
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閲覧状況一覧の表示件数
users-in-mail-

タグ名

status
閲覧状況一覧の表示件数を設定します。
【設定項目】
<tns:length-per-page>
<tns:users-in-mail-status>10</tns:users-in-mailstatus>
</tns:length-per-page>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 閲覧状況一覧の表示件数を1〜100の間で設
定値

定できます。

単位・型

整数(1〜100)

省略時のデフォル 15
ト値
length-per-page

親タグ

管理者機能一覧の表示件数
タグ

lines-in-admin

名
管理者機能一覧の表示件数を設定します。
【設定項目】
<tns:length-per-page>
<tns:lines-in-admin>15</tns:lines-in-admin>
</tns:length-per-page>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 管理者機能一覧の表示件数を1〜100の間で
定値

設定できます。

単位・型

整数(1〜100)

省略時のデフォル 15
ト値
length-per-page

親タグ

システム環境で設定できる最大値
タグ名 quota-max
親タグ iag_system_config
システム環境で設定できる最大値を設定します。

メールの有効保存期間
タグ名 months-formail
メールの有効保存期間を月数で設定します。
【設定項目】
<tns:quota-max>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
</tns:quota-max>

必須項目

○

複数設定

×
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設定する内容・設 メールの有効保存期間を月数0〜99ヶ月の間
定値

で設定できます。
0を設定した場合は、無期限でメールを保存
します。

単位・型

整数(0〜99)

省略時のデフォル 12
ト値
quota-max

親タグ

添付ファイルの有効保存期間
タグ名 months-for-files
添付ファイルの有効保存期間を月数で設定します。
【設定項目】
<tns:quota-max>
<tns:months-for-files>6</tns:months-for-files>
</tns:quota-max>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 添付ファイルの有効保存期間を月数0〜99ヶ
定値

月の間で設定できます。
0を設定した場合は、無期限でメールを保存
します。

単位・型

整数(0〜99)

省略時のデフォル 6
ト値
quota-max

親タグ

利用者の最大使用データ量
タグ名

megabytes-peruser

利用者の最大使用データ量を設定します。
【設定項目】
<tns:quota-max>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-peruser>
</tns:quota-max>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 利用者の最大使用データ量を1〜999999の
定値

間で設定できます。
単位はMBとなります。

単位・型

整数(1〜999999)

省略時のデフォル 10
ト値
親タグ

quota-max

個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報
タグ名 defaults
親タグ iag_system_config
個人設定・ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

ユーザ環境設定の初期値情報

10

intra-mart Accel GroupMail — 設定ファイルリファレンス 第4版 2018-02-01
タ

quota

グ
名
親

defaults

タ
グ
ユーザ環境設定の初期値情報を設定します。

メールの有効保存期間
タグ名 months-formail
メールの有効保存期間の月数の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:quota>
<tns:months-for-mail>12</tns:months-for-mail>
</tns:quota>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メールの有効保存期間の初期値を月数0〜
99ヶ月の間で設定できます。

定値

0を設定した場合は、無期限でメールを保存
します。
単位・型

整数(0〜99)

省略時のデフォル 12
ト値
quota

親タグ

利用者の最大使用データ量
megabytes-per-

タグ名

user
利用者の最大使用データ量を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:quota>
<tns:megabytes-per-user>10</tns:megabytes-peruser>
</tns:quota>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 利用者の最大使用データ量の初期値を1〜
999999の間で設定できます。

定値

単位はMBとなります。
単位・型

整数(1〜999999)

省略時のデフォル 10
ト値
quota

親タグ

メール個人設定の初期値情報
タグ

preference

名
親タ

defaults

グ
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メール個人設定の初期値情報を設定します。

メール一覧表示件数
タグ名

messages-perpage

メール一覧表示件数の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:messages-per-page>15</tns:messages-perpage>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール一覧の表示件数の初期値を1〜100件
定値

の間で設定できます。

単位・型

整数(1〜100)

省略時のデフォル 15
ト値
preference

親タグ

メール作成時のCC、BCCの表示有無
タグ名

display-carboncopy

メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:display-carbon-copy>false</tns:display-carboncopy>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール作成時のCC、BCCの表示有無の初期
定値

値を真偽値で設定できます。
true ：メール作成時にCC、BCCを表示しま
す。
false ：メール作成時にCC、BCCを表示し
ません。

単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル false
ト値
preference

親タグ

メール作成時の本文テキスト形式
タグ名

message-contenttype

メール作成時の本文テキスト形式の初期値を設定します。
【設定項目】
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<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:message-content-type>HTML</tns:messagecontent-type>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール作成時の本文テキスト形式の初期値
定値

を「TEXT」と「HTML」の二種類から設定
できます。
TEXT ：メール作成時にプレーンテキストで
本文を作成します。
HTML ：メール作成時にHTMLで本文を作成
します。

単位・型

文字列(TEXT／HTML)

省略時のデフォル HTML
ト値
preference

親タグ

コラム
書式がHTMLのメールは文字の装飾やリンクの挿入な
ど、単純なプレーンテキストよりも伝わりやすい表現を
使用することができます。 その一方で文字の装飾情報
や、検索用に装飾を省いた文字列の情報など、追加で生
成される情報がありますので、使用可能容量を圧迫しや
すい傾向があります。 またHTMLメールは自動的な装飾
処理のため文章の入力中の負荷が比較的高く、長文の編
集時などにはレスポンスが悪くなる場合があります。

簡易宛先検索の表示区分
recipirnts-order-in-

タグ名

recent-list
簡易宛先検索の表示区分の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:recipients-order-in-recentlist>USAGE</tns:recipients-order-in-recent-list>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 簡易宛先検索の表示区分の初期値を
定値

「USAGE」と「TIMESTAMP」の二種類か
ら設定できます。
USAGE ：メールの送信回数の降順で表示し
ます。
TIMESTAMP ：メールの送信日の降順で表
示します。

単位・型

文字列(USAGE／TIMESTAMP)

省略時のデフォル USAGE
ト値
preference

親タグ

簡易宛先検索のユーザ表示件数
タグ名

users-in-recentlist

簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を設定します。
【設定項目】
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<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:users-in-recent-list>10</tns:users-in-recentlist>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 簡易宛先検索のユーザ表示件数の初期値を1
定値

〜99件の間で設定できます。

単位・型

整数(1〜99)

省略時のデフォル 10
ト値
preference

親タグ

簡易宛先検索のグループ表示件数
タグ名

groups-in-recentlist

簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:groups-in-recent-list>5</tns:groups-in-recentlist>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 簡易宛先検索のグループ表示件数の初期値
定値

を1〜99件の間で設定できます。

単位・型

整数(1〜99)

省略時のデフォル 5
ト値
親タグ

preference

自分宛メール送信有無
タ

cc-to-me

グ
名
メール送信時の自分宛メール送信有無の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:cc-to-me>false</tns:cc-to-me>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール送信時の自分宛メールの送信有無の
定値

初期値を真偽値で設定できます。
true ：メール送信時に自分宛にメールを送
信します。
false ：メール送信時に自分宛にメールを送
信しません。

単位・型

真偽値(true／false)
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省略時のデフォル false
ト値
preference

親タグ

署名の使用有無
タグ

add-signature

名
署名の使用有無の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:add-signature>false</tns:add-signature>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 署名の使用有無の初期値を真偽値で設定で
定値

きます。
true ：署名を使用します。
false ：署名を使用しません。

単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル false
ト値
preference

親タグ

署名
タグ signature
名
署名の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:signature></tns:signature>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 署名の初期値を最大250文字で設定できま
定値

す。

単位・型

文字列(最大250文字)

省略時のデフォル 未設定
ト値
preference

親タグ

コラム
署名の使用有無(add-signature)が”true”の場合に有効
となります。

メール返信時の署名の挿入有無
タグ名

add-signature-onreply

メール返信時の署名の挿入有無の初期値を設定します。
【設定項目】

15

intra-mart Accel GroupMail — 設定ファイルリファレンス 第4版 2018-02-01
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:add-signature-on-reply>false</tns:addsignature-on-reply>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール返信時の署名の挿入有無の初期値を
定値

真偽値で設定できます。
true ：メール返信時に署名を挿入します。
false ：メール返信時に署名を挿入しませ
ん。

単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル false
ト値
preference

親タグ

コラム
署名の使用有無(add-signature)が”true”の場合に有効
となります。

メール転送時の署名の挿入有無
add-signature-on-

タグ名

forward
メール転送時の署名の挿入有無の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:add-signature-on-forward>false</tns:addsignature-on-forward>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール転送時の署名の挿入有無の初期値を
定値

真偽値で設定できます。
true ：メール転送時に署名を挿入します。
false ：メール転送時に署名を挿入しませ
ん。

単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル false
ト値
preference

親タグ

コラム
署名の使用有無(add-signature)が”true”の場合に有効
となります。

メール返信時の元メッセージ使用区分
タグ名

quotation-onreply

メール返信時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。
【設定項目】
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<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:quotation-on-reply>NO_QUOTE</tns:quotationon-reply>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール返信時の元メッセージ使用区分の初
定値

期値を以下の四種類から設定できます。
NO_QUOTE ：元メッセージを残しません。
NO_INDENT ：元メッセージをそのまま残
します。
INDENT ：元メッセージを残し、インデン
トを設定します。
INDENT_MARK ：元メッセージを残し、イ
ンデント記号を設定します。

単位・型

文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、
INDENT、INDENT_MARK)

省略時のデフォル NO_QUOTE
ト値
preference

親タグ

メール返信時のインデント記号
indent-mark-on-

タグ名

reply
メール返信時のインデント記号の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:indent-mark-on-reply>></tns:indent-mark-onreply>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール返信時のインデント記号の初期値を
定値

最大4文字で設定できます。

単位・型

文字列(最大4文字)

省略時のデフォル >
ト値
preference

親タグ

コラム
メール返信時の元メッセージ使用区分(quotation-onreply)が”INDENT_MARK”の場合に有効となります。

メール転送時の元メッセージ使用区分
タグ名

quotation-onforward

メール転送時の元メッセージ使用区分の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:quotation-onforward>NO_QUOTE</tns:quotation-on-forward>
</tns:preference>
</tns:defaults>
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必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール転送時の元メッセージ使用区分の初
定値

期値を以下の四種類から設定できます。
NO_QUOTE ：元メッセージを残しません。
NO_INDENT ：元メッセージをそのまま残
します。
INDENT ：元メッセージを残し、インデン
トを設定します。
INDENT_MARK ：元メッセージを残し、イ
ンデント記号を設定します。

単位・型

文字列(NO_QUOTE、NO_INDENT、
INDENT、INDENT_MARK)

省略時のデフォル NO_QUOTE
ト値
preference

親タグ

メール転送時のインデント記号
indent-mark-on-

タグ名

forward
メール転送時のインデント記号の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:indent-mark-on-forward>></tns:indent-markon-forward>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール転送時のインデント記号の初期値を
定値

最大4文字で設定できます。

単位・型

文字列(最大4文字)

省略時のデフォル >
ト値
preference

親タグ

コラム
メール転送時の元メッセージ使用区分(quotation-onforward)が”INDENT_MARK”の場合に有効となります。

メールプレビュー表示
タグ

show-preview

名
メールプレビューの表示有無の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:show-preview>true</tns:show-preview>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メールプレビューの表示有無の初期値を真
定値

偽値で設定できます。
true ：メールプレビューを表示します。
false ：メールプレビューを表示しません。
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単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル true
ト値
preference

親タグ

添付ファイルの自動アップロード
enable-auto-

タグ名

upload
添付ファイルの自動アップロード有無の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:enable-auto-upload>true</tns:enable-autoupload>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 添付ファイルの自動アップロード有無の初
定値

期値を真偽値で設定できます。
true ：添付ファイルを自動アップロードし
ます。
false ：添付ファイルを自動アップロードし
ません。

単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル true
ト値
preference

親タグ

不在通知の有無
notify-out-of-

タグ名

office
不在通知の有無の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:notify-out-of-office>false</tns:notify-out-ofoffice>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 不在通知の有無の初期値を真偽値で設定で
定値

きます。
true ：不在通知を通知します。
false ：不在通知を通知しません。

単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル false
ト値
preference

親タグ

コラム
不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)
が”true”の場合に有効となります。

不在通知件名
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タグ名 out-of-officetitle
不在通知の件名の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:out-of-office-title></tns:out-of-office-title>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 不在通知の件名の初期値を設定できます。
定値
単位・型

文字列

省略時のデフォル 未設定
ト値
preference

親タグ

コラム
不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)
が”true”の場合に有効となります。

不在通知本文
out-of-office-

タグ名

message
不在通知の本文の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:out-of-office-message></tns:out-of-officemessage>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 不在通知の本文の初期値を設定できます。
定値
単位・型

文字列

省略時のデフォル 未設定
ト値
preference

親タグ

コラム
不在通知機能の使用可否(enable-out-of-office-setting)
が”true”の場合に有効となります。

メール作成・詳細画面の表示区分
タグ名

popup-messageview

メール作成・詳細画面の表示区分の初期値を設定します。
【設定項目】
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<tns:defaults>
<tns:preference>
<tns:popup-message-view>true</tns:popupmessage-view>
</tns:preference>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール作成・詳細画面の表示区分の初期値
定値

を真偽値で設定できます。
true ：画面表示(別画面)
false ：ダイアログ表示

単位・型

真偽値(true／false)

省略時のデフォル true
ト値
親タグ

preference

振り分け条件設定
タ

filter

グ
名
親

defaults

タ
グ
振り分け条件設定の初期値情報を設定します。

振り分け条件1
タグ condition1
名
条件1の初期値を設定します。
【設定項目】
<tns:defaults>
<tns:filter>
<tns:condition1>TITLE</tns:condition1>
</tns:filter>
</tns:defaults>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 条件1の初期値を以下の五種類から設定でき
定値

ます。
TITLE ：件名
CONTENT ：本文
FILE_NAME ：添付ファイル名
USER ：差出人(ユーザ)
GROUP ：差出人(グループ)

単位・型

文字列(TITLE、CONTENT、 FILE_NAME、
USER、GROUP)

省略時のデフォル TITLE
ト値
親タグ

filter
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ポートレット設定ファイル
項目
概要
リファレンス
メール未読一覧の表示件数

概要
intra-mart Accel GroupMail のポートレット機能の共通情報の設定
です。
モジュール

Accel GroupMail

フォーマットファ WEB-INF/schema/iag-portlet-config.xsd
イル(xsd)
設定場所

WEB-INF/conf/iag-portlet-config.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:iag-portlet-config
xmlns:tns="http://www.ucm.co.jp/products/groupmailconfigurations-portlet"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ucm.co.jp/products/groupmailconfigurations-portlet ../schema/iag-portlet-config.xsd ">
<tns:mails-per-page>10</tns:mails-per-page>
</tns:iag-portlet-config>

リファレンス
メール未読一覧の表示件数
タグ

mails-per-page

名
メール未読一覧の表示件数を設定します。
【設定項目】
<tns:mails-per-page>5</tns:mails-per-page>

必須項目

○

複数設定

×

設定する内容・設 メール未読一覧の表示件数を1〜100件の間
定値

で設定できます。

単位・型

整数(1〜100)

省略時のデフォル 5
ト値
親タグ

iag-portlet-config
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