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1 はじめに 
本ドキュメントは、文書管理システムのインストール手順と初期起動の方法について記述しています。 

文書管理システムをインストールするには、大きく分けて５つの作業が必要です。 

 
1. サーバへのファイルのインストール 

2. サーバへの JavaMail のインストール 

3. 初期化ファイルの設定変更 

4. ライセンスの登録 

5. 初期データ（メニュー・ロール・デフォルトユーザ・データベース構築など）の登録 

 
このうち、1.～4.はシステム全体に対し１回行いますが、5.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。 

 
【用語】 

intra-mart ベースモジュール 

以下、BM と略します。 
intra-mart Server Manager  
BM のサービス監視サービスです。以下、imSM と略します。  
intra-mart Application Runtime  
BM の基本動作サービスです。以下、imAR と略します。  
intra-mart 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。  
intra-mart Storage Service  
BM のファイル管理サービスです。以下、imSS と略します。  

 

2 前提条件 
文書管理システム ver5.0 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 ver5.0 が正常に動作していること。 
 JavaMail1.2が利用できる環境にあること。  
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3 インストール手順 

3.1 サーバへの JavaMail 1.2 のインストール  
掲示板メール投稿機能において SMTP サーバや IMAP4 サーバ・POP3 サーバへの接続送受信に必要となります。  

製品版に同梱されていますが、以下の場所からもダウンロードできます。(2005 年 6 月 20 日現在)  

http://java.sun.com/products/javamail/  

javamail-1_2.zip というファイルをダウンロード後解凍すると  

javamail-1.2/imap.jar  

javamail-1.2/mail.jar  

javamail-1.2/mailapi.jar  

javamail-1.2/pop3.jar  

javamail-1.2/smtp.jar  

というファイルができますので、imAR をインストールしたディレクトリ直下の lib ディレクトリに全てのファイルをそれぞれコピー

してください。  

 

3.2 サーバへの文書管理システムのインストール 
文書管理システムのインストーラは、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選択しコピーします。

文書管理システムでは Web Server Connector と、Application Runtime 、Server Manager、Resource Service、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。 

 

3.2.1 インストーラの起動と操作方法 
インストーラでは以下の項目を入力します。 

  
 BMのインストールタイプ  

 サーバで使用する文字コード  

 インストール先のサービス（サーバ）の種類  

 ・ Web Server Connector  

 ・ Server Manager  
 ・ Application Runtime  
 ・ Resource Service  

・ Storeage Service  
 プログラムをインストールするディレクトリ  

 
また、インストーラの起動及び操作方法は以下の通りです。 

  Windows の場合 

1. エクスプローラで本リリースの CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

2. webdoc¥install に移動します。 

3. setup.bat をダブルクリックし起動します。 

4. インストーラの画面が表示されます。 

5. まず、BM をインストールした時のタイプを選びます。BM をインストールした時に選択したインストールタイプを

選択してください。 
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6. 次に文字コードを設定します。BM で設定した文字コードと同じ文字コードを選択してください。 

7. BM をインストールした時のルートディレクトリを選択してください。 

8. （5.で分散環境を選択した場合、） そのサーバに入っているモジュールの種類（Web Server Connector、Server 

Manager、Application Runtime、Resource Service、Storage Service）を選択してください。 

9. それぞれのサーバをインストールした時のルートパスを設定してください。デフォルトでは以下のようになってい

ます。 

  Web Server Connector の場合：7.で設定したパス 
imARのの場合：7.で設定したパス/doc/imart 
imRSの場合：7.で設定したパス/pages  
imSSの場合：7.で設定したパス/storage  

 
10.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） 

11.インストールが開始されます。 

 

3.2.2 intra-mart の再起動 
文書管理システムを認識するため、intra-martシステムのサービスをすべて再起動してください。  
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3.3 データベースへの接続確認 
文書管理システムをインストールするためには、使用するログイングループ毎にデータベースへの接続されている必要

があります。データベースへの接続確認方法は、ベースモジュール・アドミニストレータ・カイド（admin_guide_v5.pdf）及

びベースモジュール・インストールガイド(install_guide_v5.pdf)を参照してください。 

3.4 ライセンスの登録 
インストール直後は、試用版として動作しています。試用版は、６０日の使用期限が設定されています。 

ライセンスをご購入いただいている場合には、ライセンス登録画面にて、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：intra-mart のすべてのサーバモジュールが停止している事を確認します。 

２：ライセンサを起動します。 

< Server Manager のルート>/bin/tools/licedit.bat 

(UNIX の場合は licedit.sh) 

３：メニューから２を入力して、ライセンスキーを登録します。 

４：正常に登録されると、登録されたライセンスが表示されます。 

５：メニューから３を入力してライセンサを終了します。 

６：ライセンスの登録に失敗した場合 

入力したキーが正しいか確認して、間違っていた場合には、正しいキーを入力した上で、再度登録ボタンをクリックして

下さい。 

何回登録処理をしても、ライセンス登録ができない場合には、インストールが失敗している可能性があります。 

７：ライセンスの登録に成功した場合 

ライセンス登録が完了したら、すべてのサーバモジュールを再起動します。 

すべてのサーバモジュールを再起動する事で、登録したライセンス情報が有効になり、試用版の制限がなくなります。 

 

3.5 ファイル閲覧形式の設定 
文書管理システムではダウンロードしたファイルの閲覧形式を初期化ファイル（webdoc.ini）で設定することができます。

運用開始前に設定を行ってください。 

設定後、intra-mart システムの再起動が必要です。 

 
設定ファイルは以下の場所にあります。 

ResourceService インストールディレクトリ/ pages/product/src/webdoc/ webdoc.ini 

 
設定内容は以下の通りです。 

項目名称 初期値 説明 

WDC_FILE_DOWNLOAD_DISPLAY OFF ・ ONの場合 

文書ファイルのリンクをクリックした場合、ブラウザに電子ファ

イルを表示します。 

・ OFFの場合 

文書ファイルはブラウザ内に表示されず、ダウンロードして

閲覧します。 

  
初期値は OFF に設定してあるので、ブラウザ内に電子ファイルを表示して運用したい場合は、設定値を ON にしてくだ

さい。 
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4 文書管理システムの起動 

4.1 intra-mart の再起動 
文書管理システムを認識するため、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文書管理システムも起動されます。 

 

4.2 初期データの登録（ログイングループ毎） 
文書管理システムを使用する際に必要な基本データ（メニュー・ロール・メッセージ・バッチ設定・データベーステーブル

定義・データベース初期データ）を登録します。 

メニューの[システム設定]-[ライセンス]をクリックします。 

 

 
 

 
初期データの登録は、[初期データインポート]欄の登録先のログイングループを選択し、「インポート」ボタンをクリックし

てください。（登録には少し時間がかかります。） 

また、サンプルデータを登録するには[サンプルデータインポート]欄の登録先のログイングループを選択し、「インポー

ト」ボタンをクリックしてください。 
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4.3 ログイン 
サンプルデータ登録後は、以下のサンプルユーザが登録されています。サンプルユーザでログインするには、以下の

ユーザ ID、パスワードでログインしてください。 

 
・ 文書管理システム一般ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ１ 

パスワード=wdc1 

・ 文書管理システム申請ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ2 

パスワード=wdc2 

・ 文書管理システム承認ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ3 

パスワード=wdc3 

・ 文書管理システム管理者ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ4 

パスワード=wdc4 

 
   ※サンプルデータ登録後のサンプルユーザは、文書管理システムのアプリケーションロールがないため操作できません。

使用する場合はアプリケーションロールを追加してください。（アプリケーションロール付与の方法は後述、4.4 アプリケ

ーションロール参照） 

 

4.4 アプリケーションロール 
文書管理システムを使用するユーザはユーザ設定で文書管理システムのアプリケーションロールを登録する必要があ

ります。 

 

 
 
[ログイングループ管理]-[アカウント設定]で文書管理システムを使用するユーザを選択してください。 

アカウントプロファイル編集画面のアプリケーションロール欄の追加ボタンをクリックしてください。アプリケーションロー
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ルの追加画面が別ウィンドウで開きます。 

 

 
 
該当画面の「文書管理システム」欄にチェックし、決定ボタンをクリックしてください。 

ログインアカウント編集画面のアプリケーションロール欄に、「文書管理システム」が追加されていることを確認したら、更

新ボタンをクリックしてください。更新完了後、該当のユーザは文書管理システムの使用ができるようになります。 
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5 ファイル一覧 
文書管理システムで使用するファイルおよびディレクトリの一覧は以下のとおりです。種別の D はディレクトリで、

F はファイルです。 
 
 Web Server Connector 

 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

doc/imart/webdoc D 文書管理システムの画像などの静的ファイル※スタンドアロン 

 
 Server Manager 

 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

Licenses/webdoc.iar F 文書管理システム license 情報アーカイブ 

 
 Resource Service 

 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

pages/product/src/webdoc/batch D バッチ処理および手動バッチ実行機能のプログラム 

pages/product/src/webdoc/bh D 文書表示画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/bt D ツリー表示画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/common D 共通関数のプログラム 

pages/product/src/webdoc/fu D ファイルアップロード共通画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/hds D 発行台帳画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/hh D 発行画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/ins D CSV データ取り込み画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/kh D 掲示板画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/kk D 審査・承認画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/kkk D 掲示板掲載画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/ks D 関連文書逆検索画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/mb D 文書種別マスタメンテナンス画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/mc D コメントマスタメンテナンス画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/mh D 版数マスタメンテナンス画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/mhc D ハードコピー標準保管先マスタメンテナンス画面のプログラム

pages/product/src/webdoc/mk D 改訂可能部門マスタメンテナンス画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/parts D 共通画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/portlet D ポートレットのプログラム 

pages/product/src/webdoc/rd D 関連文書追加・削除共通画面のプログラム 
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pages/product/src/webdoc/rk D 立案画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/rt D ルート共通画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/ss D 申請・再申請画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/access D UNIT-アクセス権設定画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/accessl D UNIT-アクセス権一覧画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/company D UNIT-自部門検索画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/shubetsu D UNIT-文書種別検索画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/user D UNIT-ユーザ検索（副所属検索あり）画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/upd D 文書データ修正画面のプログラム 

 
 Storage Service 

 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

storage/webdoc D 文書管理システムデータ用ディレクトリ 
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6 文書管理システム ver5.0 へのデータ移行 
文書管理システム ver4.0 をお使いのお客様は文書管理システム ver5.0 の環境にデータを移行するができます。 

そのためには、ベースモジュールの移行作業を完了している必要があります。 

ベースモジュール付属のインストールガイドをご参照ください。 

 
以下の手順で文書管理システムのデータ移行を行ってください。 

 

6.1 前提条件 
１． Bmver5.0 のインストールが正常に完了し、 

任意のログイングループに文書管理システム ver5.0 の初期データのインポートを完了していることが前提です。 

本ガイド 4.2 の作業まで完了してください。 

２． Bmver5.0 の DB アカウントが作成され、Bmver4.0 のデータが移行済みであることを確認してください。 

３． 以下のデータは手動でデータを移行する必要があります。 

・ 追加・変更したロール、メニューのデータ 

・ 文書管理システムバッチ処理の運用設定データ 

・ 文書種別へのアクセス権データ 

・ 掲示板掲載データ 

・ 滞留中のワークフローデータ 

    （全て最新版文書として閲覧できるようになった時点で、データの移行を行ってください。） 

・ 画面以外の操作から作成された DB データ 

 

6.2 データベースの移行 
４． 文書管理システム ver4.0 の下記テーブルを ver5.0 が接続する DB アカウントに移行します。 

 (移行方法については使用している DB のマニュアル等を参照してください。) 

 
・WDCEM_COMMENT ・WDCEM_COMMENT_GRP ・WDCEM_HANSU 

・WDCEM_ROUTE ・WDCEM_ROUTE_GRP ・WDCEM_ROUTE_IT 

・WDCEM_SHUBETSU ・WDCEM_SHUBETSU_LEVEL ・WDCTB_HAKKO_CMT 

・WDCTB_HAKKO_FILE ・WDCTB_HAKKO_HARD ・WDCTB_HAKKO_HD 

・WDCTB_HAKKO_KANREN ・WDCTB_HAKKO_RCN ・WDCTB_HAKKO_ROUTE 

・WDCTB_HAKKO_ROUTEIT   

 
５． イントラマート(Bmver5.0 環境)に文書管理システムの管理者権限を持つユーザでログインします。 

６． メニュー「文書管理設定」-「ハードコピー標準保管先」をクリックして、 

画面より文書管理システム ver4.0 で登録されているハードコピーの標準保管先を登録してください。 

７． メニュー「文書管理設定」-「文書種別」をクリックして、文書管理システム ver4.0 に登録されている文書種別のアク

セス権を設定します。 

詳細な操作方法は文書管理システムの操作マニュアルを参照ください。 
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6.3 電子ファイルの移行 
８． Bmver4.0 Storage Service 直下の webdoc 以下のフォルダおよびファイルを Bmver5.0 Storage Service ルートにコ

ピーします。（ディレクトリ構成が変わらないよう注意してください。） 

 

6.4 基本データの設定 
９． ロール、およびメニューは文書管理システム ver5.0 でリニューアルしています。 

ver4.0 でカスタマイズを行っている場合は、再度設定してください。 

１０． バッチ処理の運用設定は ver4.0 と同様の設定にしてください。 

１１． 文書管理システム ver4.0 インストール直後、文書管理システム掲示板がポータル画面に表示されましたが、 

ver5.0 ではグループポータル機能より設定していただく必要があります。 
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7 アンインストール方法 
文書管理システム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。 
 

7.1 メニューの削除 
メニューから、[文書管理システム]という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には、該

当するメニューを削除してください。 
  

7.2 ポートレット情報の削除 
メニューから、[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。 
 管理部門からのお知らせ 
 新着タスク 

 

7.3 ファイルの削除 
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下さ

い。 
 Server Manager 

licenses/webdoc.iar 
conf/message/wdc_ja.properties 

 Resource Service 
pages/product/src/webdoc ディレクトリ 

 Storage Service 
storage/webdoc ディレクトリ 

 Web Server Connector のコンテキストルート 
webdoc ディレクトリ 

 

7.4 ユーザの削除 
以下のユーザを[システム設定]-[ユーザ]で削除してください。 

 
・ 文書管理システム一般ユーザ(wdc1) 

・ 文書管理システム申請ユーザ(wdc2) 

・ 文書管理システム承認ユーザ(wdc3) 

・ 文書管理システム管理者ユーザ(wdc4) 
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7.5 ロールの削除 
以下のロールを[システム設定]-[ロール]-[ロール設定]で削除してください。 
 

wdc で始まるロール 
  

7.6 バッチの削除 
以下のバッチを[システム設定]-[バッチ設定]-[バッチ処理]で削除してください。 
 
 期限切れ処理 
 公開日処理 
 実施日処理 
 

7.7 データテーブルの削除 
以下のファイルの SQL を実行してください。 

 

storage/webdoc/data/basic/wdc_drop.sql 
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