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1. はじめに 

本ドキュメントは、intra-mart EX 申請システム ver.5.4 提出依頼機能のインストールと初期データインポート、

アンインストールの手順について記述しています。 

 

1.1 インストールの概要 

intra-mart EX 申請システム ver.5.4 提出依頼機能をインストールするには、大きく分けて 2 つの作業が必要と

なります。 

 

１． サーバへのファイルのインストール（2 インストール手順を参照) 

２． 初期データ（ロール、メニュー、データベースの構築）のインポート（3.2 EX 申請システム提出依頼用初期

データインポートを参照) 

 

上記のうち、１はシステム全体に対し１回行いますが、２についてはログイングループ毎に実行する必要があり

ますのでご注意ください。 

 

1.2 用語 

以下、本ドキュメントで使用する用語を定義します。 

 

intra-mart ベースモジュール（intra-mart WebPlatform 含む） 

以下、BM と略します。 

Application Runtime 

BM の基本動作サービスです。以下、imAR と略します。 

Web Server Connector 

HttpServer との連携用モジュールです。以下、WSC と略します。 

Server Manager 

BM のサービス監視サービスです。以下 imSM と略します。 

Resource Service 

BM のプログラム管理サービスです。以下、imRS と略します。 

Storage Service 

BM のファイル管理サービスです。以下、imSS と略します。 

intra-mart EX 申請システム 

以下、EX 申請システムと略します。 

intra-mart EX 申請システム 提出依頼機能 

以下、EX-提出依頼機能と略します。 

 

1.3 前提条件 

EX-提出依頼機能をインストールするためには、以下の前提条件があります。 

 

■ BM Ver6.0 又は Ver.6.1 又は Ver7.0 又は Ver7.1 のいずれかが正常に動作していること。 

■ BM Ver6.0 又は Ver.6.1 又は Ver7.0 又は Ver7.1 のインストールガイドの内容を理解できていること。 

■ EX 申請システム ver.5.4.2 以降のパッチを適用していること。 

■ イントラマートに準拠しているメールサーバが動作していること。 
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2. インストール手順 

EX-提出依頼機能のインストーラは、intra-mart システムの各サービスに必要なファイルを対話形式でコピーし

ます。EX-提出依頼機能では Web Server Connector と Server Manager、Application Runtime、Storage Service

に対しファイルのコピーを行います。それ以外のサービスに対してファイルをコピーすることはありません。 

Web Server Connector とそれぞれのサービスを別マシンで運用している場合には、それぞれのマシンにインスト

ールする必要があります。Web サーバのラウンドロビン機能を使用している場合は、すべての Web サーバに対し

インストールしてください。 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させてからインストールを始めてください。 

 

2.1 インストーラの起動と操作方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Windows の場合 

(A) java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(B) エクスプローラで本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

(C) im_sep_presentrequest\install ディレクトリへ移動します。 

(D) setup.bat をダブルクリックし起動します。 

(E) インストーラの画面が表示されます。 

(F) 画面の入力項目を入力します。 

(G) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ OK ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、Prev ボタンで戻り、設定し直してください） 

(H) インストールが開始されます。 
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(2) Linux の場合 

(A) java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(B) コンソール画面で本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

(C) ./im_sep_presentrequest/install ディレクトリへ移動します。 

(D) コンソールから sh setup.sh と入力します。 

(E) コンソール画面にインストーラが起動されます。 

(F) 画面の入力項目を入力します。 

(G) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ OK ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、Prev ボタンで戻り、設定し直してください） 

(H) インストールが開始されます。 
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2.2 サーバの構成とインストール 

以下に Windows Server を使用する場合のサーバの構成と、インストール時の入力項目の例を示します。 

尚、以下に示す例では Window Server にインストールする際の例を示しています。Linux にインストールする場

合にはインストール先を適宜変更してインストールを行ってください。 

 

(1) マシン構成１ サーバをスタンドアロンで運用する（intra-mart HTTP サーバを使用) 

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(HttpServer、全サービス)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
1 

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 Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
1 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

imAR インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/doc/imart 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(2) マシン構成２ サーバをスタンドアロンで運用する（Web Server Connector を使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(全サービス)
・Server Manager
・Web Server Connector

インストール先：
　例）Service Platform→C:\imart\app
　　　 Web Server Connector→C:\imart\web

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
1 

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 Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imAR をインストール（y/n) y 

Web Server Connector をインストール（y/n) y 

BM のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

Web Server Connector インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/web 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/doc/imart 

imSS のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(3) マシン構成３ サーバを分散環境で運用する（intra-mart HTTP サーバを使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(HttpServer、Application Runtime)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart

サーバ2

・Service Platform(Storage Serviceを含むそ
全てのサービス)

インストール先：
　例）C:\imart

 

 

の他

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

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 Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
1 

imSM をインストール（y/n) y 

imAR をインストール（y/n) y 

imSS をインストール（y/n) n 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/doc/imart 

imSM のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

サーバ２ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

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 Windows-31J 

HTTP サーバの構成 1 



intra-mart EX 申請システム ver.5.4 提出依頼機能 インストールガイド 
 

- 7 – 

Copyright© 2011 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

手順 入力 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) y 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(4) マシン構成４ サーバを分散環境で運用する（Web Server Connector を使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Web Server
・Web Server Connector

インストール先：
　例）C:\imart\web

サーバ2

・Service Platform(Application Runtime)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart\app

サーバ3

・Service Platform(Storage Serviceを
む
その他全てのサービス)

インストール先：

 

 

含

例）C:\imart

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

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 Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

Web Server Connector をインストール（y/n) y 

imRS をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) n 

Web Server Connector インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/web 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

サーバ２ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

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 Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imSM をインストール（y/n) y 

imAR をインストール（y/n) y 

Web Server Connector をインストール（y/n) n 
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手順 入力 

imSS をインストール（y/n) n 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/doc/imart 

imSM のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

サーバ３ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

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 Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

Web Server Connector をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) y 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

 

 



intra-mart EX 申請システム ver.5.4 提出依頼機能 インストールガイド 
 

- 10 – 

Copyright© 2011 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

3. EX申請システムの起動 

3.1 intra-martの再起動 

EX-提出依頼機能を認識するため、intra-mart システムのサービスをすべて再起動してください。 

intra-mart システム全体を再起動することで同時に EX-提出依頼機能も起動されます。 

 

 

  



intra-mart EX 申請システム ver.5.4 提出依頼機能 インストールガイド 
 

- 11 – 

Copyright© 2011 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

3.2 EX申請システム提出依頼用初期データインポート（ログイングループ毎） 

EX-提出依頼機能を使用する際に必要な基本データ（データベーステーブルの作成、データベース初期データ）を

登録します。初期データのインポートは以下の手順にて行ってください。 

 

（ロール、メニューの登録) 

(A) intra-mart システムにシステム管理者でログインします。 

(B) メニューの「ライセンス」をクリックします。 

(C) EX 申請システム欄の「提出依頼初期データインポート」で初期データを投入するログイングループを選択

し「インポート」ボタンを押下すると、ロール・メニューが登録されます。 

 

（データベーステーブルの作成、初期データの登録) 

(A) intra-mart システムに一般ユーザでログインします。 

(B) 「EX 申請システム」－「システム」－「提出依頼初期データインポート」より初期データインポート画面

を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 初期データをインポートするデータベースの種類を選択します。 

(D) 「EX 申請システム提出依頼用初期データインポート」ボタンをクリックします。 

(E) 初期データのインポートが実行されます。 

 

※EX申請システムver.5.4.2 以降のパッチ適用後、初期データインポートを行ってください。 
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4. EX-提出依頼機能のアンインストール手順 

EX-提出依頼機能をアンインストールする場合は、以下の手順に従って作業を行ってください。 

 

4.1 メニューの削除 

グループ管理者にてログインし、メニュー － [ログイングループ管理] － [メニュー設定]から以下のメニュー

を削除してください。メニューの名称は、初期データによりインストールされた場合のものです。メニュー設定

において、メニューの名称を変更していた場合は、該当するメニューを削除してください。 

 

・提出依頼 

・提出依頼初期データインポート 

 

4.2 ポートレット情報の削除 

グループ管理者にてログインし、メニュー － [システム設定] － [ポータル] － [ポートレット設定]から、以

下のポートレットを削除してください。ポートレット名称を初期データの名称とは違う名前で登録している場合

には、該当するポートレットを削除してください。 

 

・EX 提出依頼一覧 

 

4.3 テーブルの削除 

以下のファイルの SQL を実行してください。 

{ Storage Service インストール先 } /sprist/sep/presentrequestoption/sep_drop_table_presentrequest.sql 

 

4.4 ファイルの削除 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させた後、以下の intra-mart の各サービスをインストールしてい

る各サーバにおいて以下のファイルを削除してください。 

・Server Manager 

{ imSM インストール先 } /licenses/im_sep_proption.iar 

{ imSM インストール先 } /licenses/sep_pro_license.txt 

{ imSM インストール先 } /conf/message/sprist-sep-presentrequest で始まる properties 全て  

{ imSM インストール先 } /conf/message/sprist-sep-log-disposal-presentrequest_ja.properties 

{ imSM インストール先 } /conf/message/sprist-sep-log-function-presentrequest_ja.properties 

・Web Server Connector 

{ WSC インストール先 } /sprist/sep/csjs/presentrequest 以下全て 

・Storage Service 

{ imSS インストール先 } /sprist/sep/presentrequestoption 以下全て 

・Application Runtime 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/sprist/sep/csjs/presentrequest 以下全て 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/sprist/sep/jsp/presentrequest 以下全て 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_presentrequest.jar 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/data-config-sep_presentrequest で始まる xml 全て 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/event-config-sep_presentrequest で始まる xml 全て 

{ imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/service-config-sep_presentrequest で始まる xml 全て 

 

4.5 バッチの削除 

グループ管理者にてログインし、メニュー － [ログイングループ管理] － [バッチ設定] － [バッチ処理]から

以下のロールを削除してください。 
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・EX 申請システム提出依頼バッチ 
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