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================================================================== 
【名  称】 intra-mart e Builder Ver.6.1 
【制作者名】 NTTDATA INTRAMART Corp. 
【動作環境】 Windows2000, Windows XP 
【内  容】 intra-mart 対応アプリケーション作成支援ツール 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
【用語】 

intra-mart e Builder 
intra-mart におけるスクリプト開発モデルおよび JavaEE 開発モデルのプログラム開発支援ツールの総称です。以下、imEB と略しま

す。 
intra-mart e Builder Script Producer 

intra-mart におけるスクリプト開発モデルのプログラム開発支援ツールです。以下、imSP と略します。 
intra-mart e Builder Framework Producer 

intra-mart における JavaEE 開発モデルのプログラム開発支援ツールです。以下、imFP と略します。 
intra-mart Debug Server 

intra-mart のデバッグ専用サーバです。以下、imDS と略します。 
 
【概要】 

intra-mart のための開発支援ツールです。 
Script Producer では画面の GUI 開発、業務ロジック作成支援の他に、トレース実行によるデバッグ機能などが提供されています。 
Framework Producer では、im-JavaEE Framework の設計を GUI で行い、設定ファイルを自動生成する機能が提供されています。 

 
【前提】 

imEB は、下記の環境で動作します。 
動作ＯＳ： Windows2000, Windows XP 
※） InternetExplorer.6.0 以上が必要となります。 
※） デバッグサーバでのトレース実行機能を利用する場合は、intra-mart WebPlatform に準じます。 

 
 
 
【インストーラーの構成】 

root/ 
├ patches/ ・・・ e Builder のパッチ保管ディレクトリ 
├ eBuilder610.exe ・・・ e Builder のセットアップファイル 
└ product.txt ・・・ プロダクトのバージョン情報 
 
 
 
 

【インストール後のファイル構成】 
インストールディレクトリ/ 

  ├ features/ ・・・言語情報保管ディレクトリ 
  ├ plugins/ ・・・プラグイン保管ディレクトリ(imSP , imFP プラグインを含む) 
  ├ samples/ ・・・サンプル保管ディレクトリ 
  ├ eclipse.exe ・・・eclipse 本体 
 └ etc  ・・・設定ファイル等 
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★ intra-mart e Builder のインストール手順 
セットアップする内容は以下の 2 点です。 

・ JDK 
・ intra-mart e Builder 

以下の手順で、必要なすべてのモジュールをインストールして下さい。インストール完了後、intra-mart e Builder のパッチ

を適用してください。詳しくは、patches/eBuilder61_patchX_readme.txt をご覧ください。 
 
０：確認 

 ディスクの空き容量は十分ですか？（約 450MB 以上） 
 InternetExplorer.6.0 以上がインストールされていますか？ 

 
１：JDK のインストール 

JDK 1.5.x をインストールします。（e Builder の動作環境として必要になります。） 
 
2：intra-mart e Builder のインストール 
 intra-mart e Builder をインストールします。 

(a) eBuilder610.exe をダブルクリックして下さい。 

 
(b) 『次へ』をクリックして下さい。 

 
(c) インストール先ディレクトリを選択して下さい（通常は変更する必要はありません）。 
(d) 『次へ』をクリックして下さい。 
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(e) ショートカットフォルダ名を入力して下さい（通常は変更する必要はありません）。 

(f) 『次へ』をクリックして下さい。 

 
(g) 内容を確認して、『次へ』をクリックして下さい。 

(h) インストールが開始されます。 

 
(i) インストールが完了しました。 
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★ デバッグサーバのインストールと設定 
 
imEB(imSP,imFP)には、デバッグサーバは同梱されていません。 

デバッグサーバは imSP および imFP のプロジェクトを作成する時に必要になります。 

 

１．imEB インストール後に、デバッグサーバを別途インストールしてください。 

（デバッグサーバは、intra-mart WebPlatform のインストーラーからインストールします。） 

intra-mart Debug Server をインストールする方法を説明します。 

 

下記の状況を想定してデバッグサーバをインストールする場合の <例> となっています。 

■ OS ： Windows 

■ サーバモジュールの文字コード ： WIndows-31J 

■ ウェブブラウザへ送信する文字コード ： Shift_JIS 

■ 製品の種類 ： DebugServer 

 

他の OS にインストールする場合は、OS に合わせて文字コードを選択してください。 

 

intra-mart DebugServer は、スタンドアロン環境、かつ、ウェブサーバとして intra-mart Http Server を利用することが前提と

なります。 

  【 インストール手順 】 

(1) intra-mart WebPlatform のインストーラーを起動します。 

(2) 以下の手順でインストールを進めます。 

手順 入力 
製品を選択してください 

(1:intra-mart WebPlatform (Resin) 2:intra-mart WebPlatform 

 (JBoss) 3:intra-mart AppFramework 4:intra-mart DebugServer )? 

4 

サーバモジュールをインストール(ｙ/n)? ｙ 

JDK のホームディレクトリを入力してください パスをフルパスで入力してください

インストール先を入力してください パスをフルパスで入力してください

サーバモジュールの文字コードを選択してください 

(1:Windows-31J 2:SJIS 3:EUC-JP 4:UTF8)? 
1 

ウェブブラウザへ送信する文字コードを選択してください 

(1: Windows-31J 2:Shift_JIS 3:EUC-JP 4:UTF8)? 
2 

このホストのアドレスを入力してください       192.168.0.1 （※1） 

HTTP サーバが使用するポート番号を入力してください       8080 （※2） 

Service Platform の ID を入力してください APP:192.168.0.1:8080 

Application Runtime の URL を入力してください http://192.168.108.1:8080/imart/HTTP

ActionEventListener （※3） 

Service Platform の初期ヒープサイズ (-Xms) [MB] (例：64) 128 

Service Platform の最大ヒープサイズ (-Xmx) [MB] (例：128) 256 

サンプルをインストール(y/n)? ｎ 

以下のスタートメニューに登録します intra-mart DebugServer Ver6.x 

この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

（※1）～（※3） の詳細については、 次節の「注意事項」を参照してください。 
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  【 注意事項 】 

インストールの際に必要となる入力項目の注意点を説明します。 

 

（※1） Server Manager または Service Platform のアドレスを入力する項目では、 

      必ず マシンの IP アドレス を入力してください。 

      「localhost」 と入力してしまうと、イントラマートシステムは動作しません。 

  （例） 192.168.0.1 

 

（※2） Oracle10g を標準でインストールすると、ポート番号「8080」 を使用してしまうため、 

Oracle10g と intra-mart を同じコンピュータにインストールした場合、ネットワークのポート設定が衝突してサーバが

起動できないことがあります。 

インストールを行う際は、ポート番号が重複しないように、設定には十分注意してください。 

 

（※3） Application Runtime の URL は、ウェブサーバコネクタの設定に合わせて IP アドレスとポート番号の部分だけを

変更してください。 

ただし、intra-mart DebugServer は、スタンドアロン環境、かつ、ウェブサーバとして intra-mart Http Server を利用す

るので、通常は変更の必要がありません。 

 

（※4） 登録されるスタートメニューからデバックサーバを起動することはできません。デバックサーバを起動するには、各

imSP,imFP のプロジェクト作成後に imEB から起動します。詳しくは、各 imSP,imFP のヘルプをご覧ください。 

 

 

２．デバッグサーバに対して、intra-mart WebPlatform と同様にデータベースの設定を行ってください。 

 

また、データベース設定は、開発用プロジェクトを作成する前に行ってください。 

開発プロジェクトの作成時に、デバッグサーバ/conf の http.xml および imart.xml をプロジェクト/conf フォルダにコピーを

行います。プロジェクトからのデバッグサーバ起動時には、プロジェクト/conf フォルダ以下の http.xml および imart.xml を

参照して起動されます。 

 

デバッグサーバ/lib に JDBC ドライバをコピーし、デバッグサーバ/conf の http.xml および data-source.xml の編集を行いま

す。 

詳細は、WebPlatform のインストールガイド、またはセットアップガイドを参照してください。 

 

３．開発をはじめる前に、各 imSP,imFP のプロジェクトにデバッグサーバのインストールパスを設定する個所がありますので、

設定してください。 

詳しくは、各 imSP,imFP のヘルプをご覧ください。 
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★intra-mart e Builder の起動とライセンス登録 
 

【操作方法】  
『スタート』メニューの『プログラム』－『intra-mart e Builder Ver.6.1.』－『e Builder Ver.6.1』をクリックしてくだ

さい。 
  

まずは、デバッグサーバをインストールし、デバッグサーバの設定を行ってください。 
その後、プロジェクトを新規作成してください。 
imSP,imFP の各プロジェクト作成時に、デバッグサーバパスの設定を行ってください。 
プロジェクトの作成が完了すれば、プログラム開発およびデバッグ等をすることができます。 
 

 また、メニューバーから[ヘルプ]-[ヘルプ目次]を選択し左側メニューから intra-mart e Builder Ver.6.1 ヘルプを選択すると

ヘルプが表示されます。 
詳しい操作方法等に関しては、この『intra-mart e Builder Ver.6.1 ヘルプ』をご覧ください。 

 
【ライセンス登録】 

 
登録前は、試用版となっております。試用版では、30 日間は無制限で使用することが出来ます。 
試用期限が切れると、設定ファイルの作成および各エディタからの保存ができなくなります。 
 
ライセンスをご購入いただいている場合には、ライセンスの登録をしていただく必要があります。 
下記の手順で、ライセンスの登録を行って下さい。 
１. Eclipse を起動します。 
２. 『ウィンドウ』－『設定』をクリックします。  
３. 左側のツリーの「intra-mart」-「ライセンス」を選択します。 
４. プロダクトキーを入力します。 
５. 『登録』をクリックします。 
６. ライセンスの登録に成功するとライセンス番号が表示されます。 
７. 「OK」をクリックします。 
８. Eclipse を再起動します。 
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【アンインストール】 
Windows のアンインストーラーでアンインストールします。以下の手順に従ってアンインストールを行って下さい。 
 

(a) コントロールパネルから『プログラムの追加と削除』を起動します。 
（また、『スタート』メニューの『プログラム』－『intra-mart e Builder Ver.6.1.』－『Uninstall intra-mart e 
Builder Ver.6.1.』からもアンインストーラーを起動できます。） 

(b) 『intra-mart e Builder Ver.6.1』を選択します。 

 
(c) 『変更と削除』をクリックします。 

 
(d) 『アンインストール』をクリックします。 

 
(e) アンインストールされました。 

 

※ imEB をアンインストールしても インストール後に imEB で作成されたファイル群は削除されません。 
また、imEB のインストールディレクトリ内にファイルを作成していた場合、アンインストールが完全に行われない場

合があります。その場合は、imEB のインストールフォルダを削除して下さい。 
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下記 FAQ サイトにて intra-mart 技術情報の公開をおこなっています。ご利用ください。 
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