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1. バージョンアップ内容 

 
以下にこのバージョンで変更になった点を列挙します。 

なお、各機能の詳細に関してはマニュアルまたはＡＰＩリストを参照して下さい。また、各機能の設定方法に関しては、マニュアル

またはインストールガイド等を参照して下さい。 

 
 基本機能(詳しくは、マニュアル、インストールガイドまたはＡＰＩリストを参照して下さい) 

 Flash Player 8 に対応しました。なお、Ver.5.0 と同様に FlashPlayer 7 でも動作します（FlashPlayer 8 は FlashPlayer 7 と比較してパ

フォーマンスが向上しているため、FlashPlayer 8 のご利用を推奨します）。 

 遷移ログが追加されました（これに伴い TransitionLogFilter が追加されています）。このログには、セッションＩＤ、遷移先ページパ

ス、ログインアカウントＩＤなどが出力されます（このログは、画面遷移からユーザのオペレーションを知る手がかりとなります）。 

 NoCacheFilter がオプション扱いとなり、初期設定で無効になっています。 

 ライセンスＩＤの仕様が変わりました。（既に購入済みのアプリケーションズ（イントラネット・スタートパックなど）を動作させる場合、

BaseModule/Framework Ver.5.1 で動作させるための新しいライセンスＩＤが必要になります。詳しくは購入先にお問合せくださ

い。） 

 管理コマンドのエラーメッセージが標準エラー出力に書き出されるように仕様変更されました。 

 管理コマンドの-show オプション指定時の表示内容が変わりました（サービスの状態が表示されます）。 

 管理コマンドの-show オプション指定時に、-id オプションでチェック対象サーバを指定できる機能が追加されました。 

 eBuilder Framework-Producer と連動した際のデバッグサーバの起動処理時間が短縮されました。 

 im-J2EE Framework の PresentationFramework が廃止されました。 

 

 アクセスセキュリティ(詳しくは、マニュアル、インストールガイドまたはＡＰＩリストを参照して下さい) 

 ログイングループ管理者用メニュー（システム管理者が設定）に権限設定機能が追加されました。 

 メニューにアイコン表示機能が追加されました（システム管理者用メニューを除く）。 

 

 アプリケーション共通マスタ(詳しくは、マニュアル、インストールガイドまたはＡＰＩリストを参照して下さい) 

 商品マスタが追加されました。 

 検索系ＡＰＩ（ユーティリティ的なもの）がいくつか追加されました。 
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 ユーザ検索画面にロールによる絞込み機能（検索画面呼び出し時に絞込条件を引数指定）が追加されました。 

 

 ポータル(詳しくは、マニュアル、インストールガイドまたはＡＰＩリストを参照して下さい) 

 ポートレットの表示領域（高さ・幅）を指定できるようになりました（グローバルポータルを除く）。 

 RSS 表示ポートレットの仕様が変わりました。 

 メニューから任意の項目を指定して一覧表示するポートレットが追加されました。 

 汎用情報リストポートレット（新着情報表示などに利用できます）が追加されました。 

 

 ワークフロー(詳しくは、マニュアル、インストールガイドまたはＡＰＩリストを参照して下さい) 

 代理機能を強化しました。 

 ユーザ検索時に、案件の処理権限をもつユーザのみを検索対象とするようになりました。 

 承認タスクに以下を対象者として設定したとき、対象者の絞込条件として「役職」を設定する事ができるようになりました。 

 前処理者の所属組織 

 前処理者の上位組織 

 代理者がタスク処理を実施したとき、代理者および代理元の両方にタスク処理実施の通知メールが送信されるようになりました（た

だし、代理設定で代理元によるタスク処理を許可している場合に限ります）。 

 ドキュメントワークフロー（申請者/承認者ルート作成ワークフローを含む）で、タスク毎に画面フレーム枠を選択できるようになりまし

た。 
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3. パッケージ毎の機能一覧 

本製品は、パッケージの種類により使える機能が異なります。 

ご購入いただいたライセンスをご確認の上、下表をご覧ください。 

なお、表に掲載されていない機能に関しては、すべてのパッケージでご利用可能となっております。 

機能 スタンダード アドバンスド 

アクセスセキュリティ機能 ○ ○ 
バッチ機能 ○ ○ 
ページベース開発モデルによるアプリケーション構築 ○ ○ 
J2EE ベース開発モデルによるアプリケーション構築 ○ ○ 
ドキュメント・ワークフロー ○ ○ 
ドキュメント・ワークフローにおける分岐ルートの作成(※1)  ○ 
ビジネス・プロセス・ワークフロー  ○ 
EJB サーバ機能(※2)  ○ 
ERP 連携機能  ○ 

※1 スタンダード版でもワークフローデザイナ（別売）を追加することにより分岐ルートを作成可能になります。 

※2 EJB サーバ機能は、BaseModule のみの機能です。また、フレームワークの場合は、ご利用になる WebApplication サーバが提供する機

能になります。 

 

機能 ベースモジュール フレームワーク

im-Administrator ○ ○ 
Windows 環境でのサービス化(※1) ○ ○ 
スタンドアロン型サーバ ○ ○ 
ネットワークサーバ型による分散システム構築 ○ ○ 
intra-mart HTTP Server 機能 ○  

市販の Web サーバ製品を利用するための WebServerConnector ○  

EJB サーバ機能(※2) ○  

※1 フレームワークの場合、Application-Runtime が動作する環境では、ご利用の Web アプリケーションサーバの機能になります。 

※2 EJB サーバ機能は、アドバンスド版のみの機能です。 

※3 EJB コンテナを実行できるのは、Application-Runtime の動作している Service-Platform のみです。他のサーバで EJB コンテナを動作さ

せることはできません。この EJB コンテナは J2EE1.3 の仕様を実装しています。ただし以下の機能は利用できません。 

 JavaMail 1.2 （別途インストールすることにより利用可能） 

 JAF 1.0 （別途インストールすることにより利用可能） 

 EJB の RMI サポート 

 JCA 1.0 

 ear ファイルによるデプロイ（J2EE アプリケーションのデプロイはマニュアル操作により可能） 
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4. 対応規格一覧 

本製品に含まれる各機能は、以下の規格に準拠しています。 

機能 対応規格 

J2EE 1.3  
HTML 4.0 
JavaScript(Server Side) 1.2 
メール送信機能 SMTP(RFC821,2045-2049) 

Document Object Model Level2 
RSS 1.0, 2.0 

※ J2EE の対応規格は、BaseModule ではサポートしているバージョンを意味しています。Framework では、動作条件を意味し

ています。 

※ HTML の対応規格は、本製品の各画面が準拠している規格を意味しています。本製品が実装を提供する規格ではありま

せん。 

※ RSS はポータル機能に含まれる RSS 接続ポートレットが対応している規格です。RSS 規格に準拠して情報公開する機能は、

本製品に含まれていません。 
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5. システム要件 

intra-mart ベースモジュールおよび intra-mart フレームワークは、単一のサーバによるスタンドアロン型のみでなく、複数のサーバに

よる分散環境のシステム構築をすることができます。各サーバには自由にサービスを割り当てることができ、すべてのサービスが連

携することにより、システムとして様々な機能を実現します。 

以下は、稼働環境の一例です（Standalone 型の場合は、１台のハードウェア（サーバ）による運用となります）。 

Shared Memory
Service

(サービス)

Permanent Data
Service

(サービス)

Resource Service
(サービス)

Storage Service
(サービス) データベース

Server Manager
Service Platform WebServer

Connector

Serialization Service
(サービス)

Schedule Service
(サービス)

Application Runtime
(EJBコンテナ)

(サービス)

 
注意 1)intra-mart フレームワークの場合、EJB コンテナ（EJB サーバ）はご利用環境の WebApplication サーバ製品の機能となります。 

注意 2)Web Server Connector は、ベースモジュールのみとなります。 
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 サーバ要件 

以降に、各 OS 別のシステム要件を記載します。 

なお、記載内容は目安であり、サーバの運用状況により常に一定のパフォーマンスを発揮できるとは限りません。 

OS Windows 2000(SP4 以上を推奨) 

Windows Server 2003 

Solaris 9 

Redhat Linux Advanced Server3 

HP-UX11i 

AIX 5.2 

i5/OS V5R3 

Windows PC/AT 互換機（CPU の動作クロックが 1GHz 以上を推奨） 

Solaris Solaris9 の稼動可能な Sparc アーキテクチャマシン機種(Ultra SparcⅡ 650MHz 以上を推奨) 

Linux Redhat Linux Advanced Server3 の稼動可能な PC(CPU の動作クロックが 1GHz 以上を推奨) 

HP HP-UX11i の稼動可能な PC(CPU の動作クロックが 1GHz 以上を推奨) 

AIX AIX5.2 の稼動可能な PC(CPU の動作クロックが 1GHz 以上を推奨) 

ハードウェア 

i5/OS IBM iSeries 

メモリ 256MB 以上の RAM(OS やその他のソフトウェアが動作するために必要なメモリが別途必要です)  

512MB 以上を推奨 

※注意 作成されるアプリケーションで多くのメモリを必要とする処理を想定されている場合や、想定ユーザー数等が多い場合は、より多くのメモリを

必要とします。この点を御考慮いただき必要となるメモリ容量を御算出下さい。 

ハードディスク 200MB（intra-mart ベースモジュール／フレームワークのみ） 

※注意 実行するシステムの規模や登録データ量により運用時に必要なハードディスク容量は変化します。また、Storage Service および

Permanent-Data Service は、管理するデータ量に比例してハードディスク容量を必要とします。ログ機能の利用や長期間の運用も考慮し、十

分な空き容量を確保してください。 

ソフトウェア 環境要件を参照してください。 
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 環境要件 

intra-mart ベースモジュール ver.5.1 および intra-mart フレームワーク ver.5.1 の大部分は Java ベースで開発されています。従っ

て、JDK1.4.2 が動作するプラットフォームであればどこでも動作可能です。 

注意１）文字エンコーディングやファイルアクセスに関しては OS その他の影響を受けることがあります。 

注意２）英語コンテンツを追加インストールする場合など、多言語環境で利用する時は、サーバおよびクライアントともに文字コードを Unicode

系に統一する事を推奨します。 

 

intra-mart ベースモジュール ver.5.1 および intra-mart フレームワーク ver.5.1 は下記環境をサポートしています。 

 サーバ(Server Manager および Service Platform) 

Sun JDK1.4.2 相当の環境に対応しています。 

なお、動作可能な対応 OS は下記のとおりです。 

 Windows2000 

 Windows2003 

 Solaris 9 

 Redhat Linux Advanced Server3 

 HP-UX11i 

 AIX 5.2 

 iSeries V5R3 

※iSeries でご利用になる場合は、通常のサポートと異なります。弊社営業窓口へご相談下さい。 

 

 

 Application Runtime（アプリケーションプログラムの実行エンジン） 

下記表を参考にしてください。 

Web サーバ製品 OS 

intra-mart HTTP Server Windows2000／2003 

Solaris 9 

Redhat Linux Advanced Server3 

AIX 5. 2 

HP-UX11i 

i5/OS V5R3 

IBM WebSphere Application Server 6.0 Windows2000／2003 

Solaris 9 

AIX 5. 2 

BEA WebLogic Server 8.1J Windows2000／2003 

Solaris 9 

JBoss4 Redhat Linux Advanced Server3 

 

注意 1) intra-mart HTTP Server は、ベースモジュールの機能です。 

注意 2) IBM WebSphere Application Server と連携できるのは intra-mart フレームワークのみです。 

注意 3) BEA Weblogic Server と連携できるのは intra-mart フレームワークのみです。 

注意 4) JBOSS4 と連携できるのは intra-mart フレームワークのみです。 

 



Page 8 

 データベース 

下記表を参考にしてください。 

RDBMS 製品 OS 

Oracle9i 

Oracle10g 

Windows2000／2003 

Solaris 9 

IBM DB2 UDB 8.2 Windows2000／2003 

AIX 5. 2 

IBM DB2 UDB for iSeries V5R3 i5/OS V5R3 

Microsoft SQL*Server 2000 

Microsoft SQL*Server 2005 

Windows2000／2003 

PostgreSQL 8.0 Redhat Linux Advanced Server3 

 

注意1） Oracle10g をご利用になる場合、Oracle Lite は推奨されません。 

注意2） 上記表は各データベース製品とＯＳの組み合わせは一例です。各データベース製品の対応ＯＳは、メーカ

ーが公表しているデータベース製品の仕様をご確認ください。 

 

 Web Server Connector（ベースモジュールのみ） 

WebServerConnector は Java ベースではなく、環境に依存した実行可能形式ファイルでの運用となりますので、ご利

用になられる実行環境に合わせてソースファイルをコンパイルしてご利用ください（弊社においては、下記表に示す

環境での動作をサポートします）。 

OS Web サーバ製品 接続形態 

IIS6.0(※2) ISAPI 
Windows2003  (※1) 

Apache2.0.x (DSO サポート版) 組み込みモジュール(mod) 

Windows2000 Apache2.0.x (DSO サポート版) 組み込みモジュール(mod) 

Solaris 9 Apache2.0.x (DSO サポート版) 組み込みモジュール(mod) 

Redhat Linux Advanced Server3 Apache2.0.x (DSO サポート版) 組み込みモジュール(mod) 

(※1) Windows2000 および Windows2003 は、コンパイル済みのファイルが提供されています。 

(※2) 2005 年 12 月 27 日時点で IIS6 には対応していません。2006 年 2 月 28 日リリースのパッチ１にて対応しています。 

 

 im-Administrator および外部ソフトウェア接続モジュール（intra-mart が提供する独自 API） 

Sun JRE1.4.2 相当の環境に対応しています。 

ただし、im-Administrator はウィンドウを有する対話型インターフェースとなっていますので、ウィンドウを表示できる

環境に限られます。 
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 クライアント要件 

クライアントとして対応する主なユーザインタフェースは Web ブラウザです。 

なお、製品標準の画面を利用せずに独自のアプリケーションを構築した場合は、この限りではありません（ただし、一部機能にブラウザ

の制限を受けるものがあります）。 

 Netscape 7.1 

 Microsoft Internet Explorer 6sp1 の Windows 2000/XP 版ブラウザ 

 Microsoft Internet Explorer 7 の WindowsXP/ Vista 版ブラウザ 

 

Microsoft Internet Explorer にて以下の Java Applet を利用した画面を表示する場合、Java Plug-in 1.4.2(Sun JRE1.4.2)以上が必

要です（弊社動作環境済み Java Plug-in の Version は 1.4.2_06 です）。 

 [ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセス定義]のフロー編集画面 

 

以下は、Macromedia Flash で実装されています。動作には、Flash Player7 以上(Flash Player8 を推奨)が必要です。 

 システム管理者（/system.admin）用のメンテナンス画面（一部を除く） 

 ログイングループ管理者（/login-group-id.manager）用のメンテナンス画面（一部を除く） 

 一般ユーザのメニュー画面（メインページパターンに「FlashMenuMainPage」または「FlashMenuPortalMainPage」を選択し

ている場合） 

 

その他、NTT DoCoMo の i-mode および FOMA に対応しています。 

 

 その他の要件 

特殊な用途として利用される一部のモジュールは上記とは別に下記要件となります。 

モジュール 対応環境 

Windows 用サービス化プログラム Windows2000／Windows2003 

外部ソフトウェア接続モジュール JRE1.4.2 
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 検証済み環境 

以下、弊社動作検証済み（推奨）の intra-mart 製品と他社ミドルウェア製品との組み合わせを記します。弊社では以下の環境をサ

ポートしますが、intra-mart 製品以外（OS、JDK、DB、Mail サーバ等）に起因する問題が発生した場合は保証致しかねます。 

 

 Service Platform および Server Manager 

サーバ OS ミドルウェア 

Windows2000 Server(SP4) 

Windows 2003 Enterprise Edition 
SUN JDK1.4.2_08 

Solaris 9 (SPARC 版) SUN JDK1.4.2_08 

Redhat Enterprise Linux 
Advanced Server3.2.3-47 SUN JDK 1.4.2_08 

HP_UX11i 
HP-UX for the Java2 Platform SDK 

1.4.2.03 

AIX 5L Version 5.2 
IBM 32-bit SDK for AIX, Java 2 

Technology Edition, Version 1.4.2 

i5/OS V5R3 iSeries Java Developer Kit 1.4  
(5722JV1-Option6) 

注意１)intra-mart フレームワークの場合、Application Runtime の動作する環境は、Web アプリケーションサーバ製品の

仕様に依存します。 

 

 

 

 Web Server Connector（ベースモジュールのみ） 

サーバ OS  ミドルウェア 

IIS6.0（※1） 
Windows2003 

Apache2.0.55 (DSO サポート版) 

Windows2000 Server(SP4) Apache2.0.55 (DSO サポート版) 

Solaris 9 Apache2.0.55 (DSO サポート版) 

Redhat Linux Advanced Server 3.2.3-47 Apache2.0.55 (DSO サポート版) 

 

※Sun Java System Web Server への対応は廃止となりました。 

(※１) 2005 年 12 月 27 日時点で IIS6 には対応していません。2006 年 2 月 28 日リリースのパッチ１にて対応しています。 

 

 Application Runtime 

本製品の Application Runtime は、以下の Web Application サーバ上で動作します。 

intra-mart 製品 Web Application サーバ 

IBM WebSphere Application Server Ver.6.0.0.3 

BEA Weblogic Server 8.1J（SP5） intra-mart フレームワーク 

JBoss 4.0.1SP1 

intra-mart ベースモジュール 
intra-mart HTTP server Ver.5.1 

(Application Runtime の動作する Service Platform に付属) 
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 データベース 

データベースに関しては、以下の環境にて動作が確認されています。 

No Web Application サーバ サーバ OS データベース（＊1） サーバ OS 

1 
intra-mart HTTP server Ver.5.1 
(Application Runtime の動作する Service 

Platform に付属) 
Windows 2003 Microsoft SQL Server 2000 Windows2000（SP4） 

2 
intra-mart HTTP server Ver.5.1 
(Application Runtime の動作する Service 

Platform に付属) 
Windows2000（SP4） IBM DB2 UDB ver8.2 Windows2000（SP4） 

3 
intra-mart HTTP server Ver.5.1 
(Application Runtime の動作する Service 

Platform に付属) 
HP_UX11i 

Oracle10g 
Enterprise Edition 

Windows2000（SP4） 

4 
intra-mart HTTP server Ver.5.1 
(Application Runtime の動作する Service 

Platform に付属) 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 
postgresql-8.0.0 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47

5 
IBM 
 WebSphere Application Server 
 Ver.6.0.0.3 

AIX 5.2 IBM DB2 UDB ver8.2 AIX 5.2 

7 BEA Weblogic Server 8.1J（SP5） Solaris9 
Oracle10g 
Enterprise Edition 

Windows2000（SP4） 

8 JBoss 4.0.1SP1 
Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 
postgresql-8.0.0 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47

9 
intra-mart HTTP server Ver.5.1 
(Application Runtime の動作する Service 
Platform に付属) 

i5/OS V5R3 
IBM DB2 UDB for iSeries 
V5R3 

i5/OS V5R3 

10 
intra-mart HTTP server Ver.5.1 
(Application Runtime の動作する Service 
Platform に付属) 

Windows 2003（SP1） 
Microsoft SQL Server 2005
（SP1） 

Windows 2003（SP1） 
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 （*）データベースへの接続方法に関しては、下表をご覧ください。 

データベース製品 接続方法 接続に必要なソフトウェア 

Oracle10g JDBC（Type4 非XA） Oracle JDBC Drivers release 10.1.0.2.0 (10g) 

WebLogic Type 4 JDBC ドライバ(intra-mart フレームワーク＋

WebLogicの場合のみ) 

MS-SQL Server 2000 JDBC（Type4 非XA） Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC Version 2.2.0037 

WebLogic Type 4 JDBC ドライバ(intra-mart フレームワーク＋

WebLogicの場合のみ) 

MS-SQL Server 2005 JDBC（Type4 非XA） Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver 1.1 

IBM DB2 UDB 8.2 JDBC（Type2 非XA） DB2 JDBC Driver (IBM DB2 ver8.2に付属) 

Type2またはType4 

IBM DB2 UDB for 

iSeries V5R3 

JDBC(Type4 非XA) IBM Toolbox for Java – JTOpen V4.8 

postgresql-8.0.0 JDBC（Type4 非XA） postgresql-8.0-310.jdbc3 

※1 intra-martの提供する各実装（機能や画面等）は、XAドライバには対応しておりません。 

※2 Microsoft SQL Server 2005へは、Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver 1.1以上をご利用下さい。 

※3 IBM DB2 UDB 8.2へは、IBM DB2 UDB Ver8.2に付属するJDBCドライバで接続します。 

※4 IBM DB2をご利用の際、IBMがLinuxにおいてサポートするJDKは、SUN JDKではなく、IBM JDK 1.3.1以降となります。 

  http://www-128.ibm.com/developerworks/java/jdk/（2005年12月27日現在） 

※5 DB2 JDBC Driver (IBM DB2 ver8.2に付属)のType4による接続では、BPW(ドキュメントワークフローを含む)の動作を未検証です。 

※6 PostgreSQL8.0は、Unicodeでのみ検証しています。PostgreSQL8.0サーバが他の文字エンコーディングの場合、文字化けが発生し易

い事が確認されています。 

※7 互換モードはPostgreSQL8.0で動作しません。 

 

   クライアント 

クライアント関しては、以下の環境にて動作が確認されています（動作検証済バージョンのブラウザを推奨します）。 

 Windows2000    +  Netscape 7.1 

 Windows2000    +  Microsoft Internet Explorer 6.0(SP1) 

 WindowsXP     +  Netscape 7.1 

 WindowsXP     +  Microsoft Internet Explorer 6.0(SP1) 

 WindowsXP     +  Microsoft Internet Explorer 7.0 

 WindowsVista  +  Microsoft Internet Explorer 7.0 

 

なお、BPW（ドキュメントワークフロー含む）については、下記環境にて動作が確認されています。 

 Windows2000 + Netscape 7.1 

 Windows2000 + Microsoft Internet Explorer 6.0(SP1) + Java Plug-in 1.4.2_06 

 WindowsXP  + Netscape 7.1 

 WindowsXP  + Microsoft Internet Explorer 6.0(SP1) + Java Plug-in 1.4.2_06 

 

また、以下のモバイル端末にて動作が確認されています。 

 FOMA N900iL 

 

   アクセスセキュリティ認証用 LDAP サーバ 

 Sun Java System Directory Server 5.2 

 Microsoft Windows Server 2003 Active Directory 

 Microsoft Windows Server 2000 Active Directory 

 

   SAP 連携機能 

JCo2.1.5 にて連携動作が確認されています。 

http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/ad/v8/bldg/r0006776.htm�
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   Curl 連携機能 

Surge RTE V3.0.7 にて連携動作が確認されています。 

 

 

 注意事項 

 弊社では、この本ドキュメントに記載されている『検証済み環境』にて試験を実施しております。 

 Web サーバおよびデータベース、その他のモジュール稼動に必要な稼働環境情報（リソースやメモリ等）につきましては、

各製品（各アプリケーション）の Web サイト等でご確認ください。 

 intra-mart ベースモジュールまたは intra-mart フレームワークを稼動させるために必要なメモリ量をインストール時に適切に

設定してください。なお、インストール後に設定を変更することもできますので、環境及び利用状況に合わせて適宜チュー

ニングを実施してください。 

 intra-mart の各サーバ（Server Manager および Service Platform）、im-Administrator が稼動するために必要な JavaVM は

別途入手してください。 

 データベース接続をするために必要となる JDBC ドライバは各ベンダより提供されているものをご利用ください。 
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6. 制限事項 

(1) 弊社の提供するドキュメントに記述の無い全ての事柄は、サポート対象外です。 

(2) 当ソフトウェアが動作する環境において、他のソフトウェア等をインストールした場合、DLL 等のバージョンにより障害が発生

する場合があります。 

(3) ベースモジュールが持つ HTTP サーバはベースモジュールを動かすためだけの簡易 HTTP サーバですので、SSL や CGI

など他の HTTP サーバと同等の機能はありません。 

(4) 標準では、ユーザセッションはブラウザのクッキー機能を利用して管理されています。このため、１つのコンピュータで同一

種類のブラウザの異なるウィンドウ（例えば InternetExplorer を起動して、更に新規ウィンドウで別ウィンドウを立ち上げた状

態）から同時にログインをした場合、ユーザセッションを利用した画面は正常に動作しません。 

(5) ブラウザの表示言語設定（エンコード）において「自動判別」は選択しないで下さい。なお、「日本語（自動選択）」は比較的

文字化けの可能性が少ないため、選択しても構いません。 

(6) Microsoft Internet Explorer6.0 をご使用の場合、ファイルのダウンロード機能を使用した時、ダウンロードに失敗したり、ダウ

ンロード成功後 ClientSideJavaScript が動作しなくなる場合があります。ClientSideJavaScript が動作しなくなった場合には、

該当画面を再読込後、作業を再開してみてください。 

(7) Microsoft Internet Explorer6.0 と Netscape 7.1 では、スタイルシート等の処理が異なるため、画面の表示イメージが異なる場

合があります（Netscape 7.1 ではグラデーションが表示されない、テキストエリアの文字が大きく表示される等）。スタイルシ

ートの解釈はブラウザの実装によるものです。ブラウザ製品によって発生する表示の違いが、スタイルシートの解釈の相違

によるものである場合、本製品の不具合ではありませんので予めご了承ください。 

(8) 当ソフトウェアが提供するブラウザ用画面は ClientSideJavaScript を使用しています。ブラウザに Microsoft Internet 
Explorer6.0 をご使用の場合、Microsoft Internet Explorer6.0 のセキュリティを高にすると ClientSideJavaScript が動作しなく

なるのでご注意ください。 

(9) 当ソフトウェアは、ブラウザのクッキー機能を利用した機能を持っています。通常のＰＣ接続においては、ブラウザのクッキー

を有効にしてください（i-mode で接続する場合は除きます）。 

(10) intra-mart の各サーバを別々のコンピュータにインストールする場合、次の点に注意してください。 

 intra-mart の各サーバをインストールするコンピュータは全て、時計(コンピュータのシステム時計)を合わせて下さい。

時計が大幅に違っていたり、コンピュータごとにシステム時間が違っていると、アプリケーションおよび各サーバプロセ

スが正常に動作することができません。 

 全てのサーバプロセスについて、Java-VM のバージョン（およびリビジョン）を同一にする事を推奨します。 

 全てのサーバプロセスについて、単一のベンダから提供されている Java-VM の利用を推奨します。 

(11) ベースモジュール（アドバンスド版）では、J2EE1.3 のほとんどの機能をサポートしていますが、以下の機能を利用できませ

ん。 

 JavaMail 1.2 （別途インストールすることにより利用可能） 

 JAF 1.0 （別途インストールすることにより利用可能） 

 EJB の RMI サポート 

 JCA 1.0 

 ear ファイルによるデプロイ（J2EE アプリケーションのデプロイはマニュアル操作により可能） 

(12) ベースモジュール（アドバンスド版）の EJB サーバ機能を利用する場合、以下の Filter を無効にする必要があります。 
jp.co.intra_mart.system.servlet.RequestMessageBodyFilter 
jp.co.intra_mart.system.servlet.LuxuryResponseWriterFilter 

(13) WindowsOS を Storage-Service として使用している場合、ユーザ ID やログイングループ ID を大文字・小文字の区別をして

登録すると、以下のような不具合が発生する場合があります。 

 ベースモジュール、intranet スタートパック、Web メールなどの intra-mart パッケージでは、メールの添付ファイルなどを

ファイルへ保存する際、ファイル名、フォルダ名にユーザ ID やログイングループ ID を使っています。よって、

WindowsOS を Storage-Service のプラットフォームとして使用している場合、ユーザ ID やログイングループ ID を大文字

小文字の区別をして登録すると、違うユーザの情報が同じファイルに出力されてしまいます。（WindowsOS のファイル

システムでは、ファイル、フォルダ名の大文字小文字を区別しないため） 

例）ユーザ ID を master と MASTER などとして区別している場合、master のメール添付ファイルの内容と、MASTER の

メール添付ファイルの内容は、同じファイルに書き込まれます。 

(14) データベースに MS-SQL サーバを使用する場合、MS-SQL サーバを大文字・小文字を区別する設定でインストール（大文

字・小文字を区別する設定でデータベースを作成）することを推奨します。 
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(15) Unicode で使える範囲の文字であっても、Java の文字コード変換機能の制約により各文字コード間で正常にコード変換され

ない文字があります（「～」文字など）。インストール時にクライアントの文字コードとサーバ側文字コードに異なる文字コード

を指定すると、文字化けの発生する可能性が高くなりますので、ご注意ください。 

(16) いかなる場合も、半角かな文字は使用できません。 

(17) いかなる場合も、外字は使用できません。 

(18) データベースを利用する際の注意点 

各データベースベンダーが提供している JDBC の実装により、一部の文字が化けるという問題があります。 

(a) 弊社では、下記ドライバを使用したときに以下の全角文字が化ける（？文字に置き換えられる）ことを確認しています。 

 Oracle JDBC ドライバを使用したとき文字化けする文字一覧 

 テスト環境： Oracle 10g 
 Oracle JDBC Drivers release 10.1.0.2.0 (10g) 
 Sun JDK1.4.2 

    ∥ － 
    ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 
    Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 
    ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ 
    ㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ 〝〟 
    № ㏍ ℡ 
    ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ 
    ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ㍻ 
    ∮ ∑ ∟ ⊿ 

 
 MS-SQL サーバ JDBC ドライバを使用したとき文字化けする文字一覧 

テスト環境： MS-SQLServer2000 
 Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC Version 2.2.0022 
 Sun JDK1.4.2 

    ～ ∥ － 
    ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 
    Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 
    ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ 
    ㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ 
    〝 〟 
    № ㏍ ℡  
    ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ 
    ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ㍻ 
    ∮ ∑ ∟ ⊿ 

 
 DB2 UDB JDBC ドライバを使用したとき文字化けする文字一覧 

テスト環境： DB2 UDB 8.1 
 DB2 UDB 8.1 JDBC Driver 
 Sun JDK1.4.2 

    ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 
    Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 
    ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ 
    ㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ 
    〝 〟 
    № ㏍ ℡  
    ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ 
    ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ㍻ 
    ∮ ∑ ∟ ⊿ 

 
 PostgreSQL JDBC ドライバを使用したとき文字化けする文字一覧 

テスト環境： PostgreSQL8.0 
 postgresql-8.0-310.jdbc3 
 Sun JDK1.4.2 

    ～ ∥ － 
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    ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 
    Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 
    ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻ 
    ㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ 
    〝 〟 
    № ㏍ ℡  
    ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ 
    ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ㍻ 
    ∮ ∑ ∟ ⊿ 

 
(b) データベースを Unicode で構築することにより文字化けが軽減されることがあります。弊社では、Oracle を Unicode で

構築した場合に上記機種依存文字が文字化けしないことを確認しております（MS-SQL サーバ、DB2 UDB、

PostgreSQL を Unicode で構築した環境は未検証です。）。 

(19) ブラウザでサブミットボタンのある画面で、作業中にリターンキーのみを入力してしまった場合、サブミットボタンをクリックしな

くてもフォームが送信されてしまう場合があります(ブラウザソフトの動作仕様に依存します)。フォームの送信内容をチェック

していないプログラムでは実行時エラーとなってしまう場合がありますので、ご注意下さい。 

(20) Permanent-Data Service はデータ保存要求を受け付けてから、ファイル出力遅延時間が経過した後にデータファイルを作成

します。データ保存行為を実行してから遅延時間が経過する前に Permanent-Data Service を停止した場合、データがファイ

ルに書き込まれずに次の起動時に反映されません。Permanent-Data Service は、以下のいずれかの方法で停止するように

して下さい。 

 intra-mart Administrator の『停止』ボタンで停止 

 Application-Runtime の動作しているすべてのプロセスを停止(StandAlone の場合は、Web の要求に対する処理および

バッチプログラムがすべて終了)後に十分な時間が経過してから停止 

(21) 以下の条件を満たした状態で intra-mart サーバを運用した場合、ＯＳからのログアウトすることによりサーバプロセスが停止

してしまいます。 

条件） Windows 系サーバ OS でサーバをサービス化 

 JDK1.4 

回避方法） intra-mart Administrator を使い、各サーバの JAVA オプション設定に『-Xrs』を追加してください（設定

ファイル conf/imart.xml を開いて、各サーバ毎の JAVA オプション設定(<java>タグの<option>タグ内)
に『-Xrs』を追加していただいても結構です）。 

(22) UNIX系 OSで運用する場合は、言語の環境変数を日本語に合わせてください。日本語に合わせないと各画面表示が文字

化けします。（初回表示時に、以下のようなエラーになることがありますが、数回表示を繰り返すと正しく表示されるようになり

ます。 

   システム処理エラーが発生しました。  

 EUCJP-OPEN   

   jp.co.intra_mart.framework.system.exception.SystemException: EUCJP-OPEN 

(23) ページベース開発モデルのソースでプログラムの更新が反映されない場合、Application-Runtime を再起動してください。

Application-Runtime サーバを再起動しても反映されない場合は、work/jssp ディレクトリを削除して Application-Runtime を

再起動してください。それでもソースの更新が反映されない場合は、ファイルの配置に問題がある可能性があります。ファイ

ルの配置を見直してください。 

(24) 弊社より提供される intra-mart ベースモジュールのデータベース構成はバージョンアップおよびリビジョンアップ時に予告な

く変更される場合があります。そのため intra-mart ベースモジュールで提供されているデータベース構造をお客様が変更し

たり、またはそのデータベース構造に依存したアプリケーションを作成した場合、バージョンアップ時の動作保証の対象外と

なります。ご注意ください。また、公開されているソースコードをカスタマイズした場合においてもバージョンアップ時の動作

保証の対象外となります。 

(25) ApplicationRuntime において、サーブレットの自動コンパイル機能を有効にしている環境でサーブレットファイルの更新を頻

繁に行うと、ApplicationRuntime の動作が不安定になる場合があります。その場合、ApplicationRuntime を再起動してくださ

い（その際、im-Administrator での再起動ができないことがあります。その場合は、インストールガイド「４．起動と停止」の手

順に従って再起動を行って下さい。）。 

(26) ApplicationRuntime 起動後の初回アクセス時にサーバの初期化を行います。これには数分かかることがあります。また、JSP
等は初回アクセス時にコンパイルなどの処理が行われるため、レスポンスに数分かかることがあります。 

(27) 設定ファイル(*.ini)中の一部の日本語（2bytes 文字）がページベース開発モデル API System.getValue()メソッドで取得した

際、文字化けします（*.ini ファイルを SJIS(MS932)で記述していた場合のみ）。 
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文字化けする文字は以下の通りです（2byte 目が 0x5c（バックスラッシュ）の文字）。 

 

 

回避方法としては、これらの文字の後ろにバックスラッシュを追加することで回避できます。 

例）SCHEDULE_TABLE=予¥定表¥ 

(28) im-J2EE Framework の一部の機能（サービスフレームワーク）は、バッチプログラム中で利用できません。 

(29) ViewCreator 使用時のデータベースの設定において、以下の条件が必要です。 

 スキーマ名＝DB ユーザ名 

 SQLServer を使用する場合、以下の条件があります。 

a. DB の照合順序を「Japanese_CS_AS_KS_WS」に設定する。 

b. テーブル名に大文字が含まれていないこと。 

c. ユーザの権限に下記以外の権限をすべて与えること 

   db_denydatareader 

           db_denydatawriter 

(30) ViewCreator において、”object_id”（大文字小文字の区別無し）は予約語です。 
”object_id”をカラム名にもつ DB のテーブルは正しく読み込まれません。 

(31) ViewCreator において、Date 型、TIMESTAMP 型は扱えません。 

(32) ViewCreator は国際化に対応しておりません。 

(33) ViewCreator を使用する場合は、システムデータソースの ID と、ログイングループ ID を合わせる必要があります。 

(34) サンプルプログラムでは、詳細な例外処理は行っていません。 

(35) 以下のサンプル画面はデータベースを使用します。 

 [サンプル]-[ページベース開発モデル]-[勤怠管理] 

 [サンプル]-[ページベース開発モデル]-[チュートリアル]-[初級] 

 [サンプル]-[J2EE 開発モデル]-[J2EE フレームワークサンプル] 

  [サンプル]-[J2EE 開発モデル]-[J2EE フレームワークサンプル（Struts）] 

(36) サンプルデータは、他製品のサンプルデータと同時に入れることはできません。また、一度入れたサンプルデータは一括削

除できません。サンプルデータを一括削除するには、再インストールおよびデータベースの再構築をして下さい。 

(37) [サンプル]-[ページベース開発モデル]-[外部ライブラリ呼出]は、Windows 環境においてのみ実行可能です。UNIX 環境で

は実行時エラーになります。 

(38) [サンプル]-[ページベース開発モデル]-[外部ライブラリ呼出]は、フレームワークでは動作しません。フレームワーク環境で

動作させる場合、以下の手順に従って設定および動作させてください。 

a インストールディレクトリ/lib/Hello.jar をインストールディレクトリ/doc/imart/WEB-INF/lib ディレクトリ内にコピー 

b インストールディレクトリ/native に対してパス設定 
（Windows の場合は環境変数 PATH に追加設定） 

c 再デプロイ 

d サーバ再起動 

(39) Oracle 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、Application Runtime（Standalone 型時も含む）を

同じコンピュータにインストールした場合に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

ストール時のポート番号設定には十分注意してください。 

(40) 分散構成環境においてハードウェア障害（ネットワークの物理層切断など）が発生した場合は、そのハードウェアを復旧させ

る前に、そのハードウェア上の intra-mart プロセスを停止して下さい（intra-mart プロセスが動作していた場合）。 

(41) 分散構成環境においてアプリケーションロック機能を利用した場合、設定値と運用状況によりシステムがデッドロック状態と

なりレスポンスが極端に低下してしまうことがあります。Application Runtime のネットワークコネクションのプール設定値

（intra-mart/platform/network/client/connection）をアプリケーションロックに使用しているロック IDの総数より大きな値にしてく

ださい。また、Serialization Service の同時実行スレッド数（intra-mart/platform/network/server/threads）は、各 Application 
Runtime のネットワークコネクションプール設定値の合計以上の値にしてください（設定は、各 Service Platform の設定ファイル

― ソ Ⅸ 噂 浬 欺 圭 構 蚕 十 申 曾 箪 貼 能 表 暴 予 禄 兔 喀 媾 彌 拿 杤 歃 濬 畚 秉 綵 臀 
藹 觸 軆 鐔 饅 鷭 偆 砡 纊 犾 
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conf/imart.xml に記述されています）。 
対象となる API は下記のとおりです（なお、Ver3.x,4.0x,4.1x 互換用ワークフロー機能を利用する場合も同様の問題を発生する可能性

がありますので、各設定値を 2 以上にしてください）。 

ページベース 開発モデル Lock 

J2EE ベース 開発モデル jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.Lock 

(42) Sun Java Version 1.4.2_04（build 1.4.2_04-b05）では、ISO_2022_JP のエンコーディングを使用した際、2 バイト文字 1 つの

場合に java.nio.BufferOverflowException が発生します（http://developer.java.sun.com/developer/bugParade/bugs/501
7922.html）。この問題により、intra-mart の以下の標準機能（製品）が影響を受けます。 

intra-mart ベースモジュール／フレームワークのメール送信機能 

intra-mart WebMail のメール送信・受信機能 

その他 intra-mart 製品のメール送信機能 

※メールのタイトルや本文等が２バイト文字１つの場合、java.nio.BufferOverflowException が発生します。 

(43) ワークフローに関する制限事項 

i) Oracle 以外のデータベースを使用する場合、処理を DB に対し複数同時に行うと DB がデッドロックを起こしてしまう場

合があります。その場合、画面側では「ただいま処理が混みあっています。再度処理を実行して下さい。」というメッセージ

を表示します。 
⇒この事象について、以下を参考に設定変更すると、エラーを抑止できる可能性があります。 

 ワークフローガイド「第２章 ワークフローの設定」にある「コラム 各処理時におけるアプリケーションロック機能」 

 ワークフロー仕様書「6 アプリケーションロック機能」 

ii) ワークフローの国際化については、次のような注意が必要となります。 

ユーザ名、組織名などアプリ共通 M のデータは、申請時のロケールのデータが採用され、その後の審議画面などにも

申請時のロケールが適用されます。申請時に入力された情報は、そのままの状態でその後の画面に表示されます。 

※アプリ共通 M のように入力データが多言語されるような仕組みではありません。 

つまり、案件毎（申請時の）にロケールを持つことで国際化への対応となります。 

また、ログインユーザ毎でロケール情報を切り替える仕組みではありません。 

iii) ワークフローの一部の画面（設定画面など）は、Java Applet により実装されています。このため、Microsoft Internet 
Explorer をクライアントとして当機能をご利用になる場合は、Sun JRE 1.4.2_06 以降のバージョンの Sun JRE 1.4.2 の Java 
Plug-in環境が必要になります。Microsoft Internet Explorer への Java Plug-in 1.4.2適用手順は以下を参考にしてください。 

a JRE1.4.2 に付属の Java Plug-in をインストール 

b Microsoft Internet Explorer を起動 

c [ツール(T)]-[インターネット オプション(O)]を選択して設定画面を開く 

d [詳細設定]タブを選択 

e 「Java (Sun)」内の項目「<applet>に Java 2 v1.4.2_XX を使用（再起動が必要）」を有効にする（チェックする） 

f Microsoft Internet Explorer を再起動 

※クライアントに Java Plug-in がインストールされていない場合は、該当画面上に Java Plug-in のインストールを促すため

の製品ダウンロード URL 情報が表示されますが、この URL 情報は、2005/12 現在のものであり、同 URL サイト管理者

の都合により、予期なく変更される場合があるため、予めご注意ください。 

iv) IBM DB2 UDB をご利用になる場合は、データ領域を拡張する必要があります（詳しくはインストールガイド参照）。 

v) プロセス（サブプロセス含む）の先頭に自動パスの設定を行うことは出来ません。 

vi) メール送信設定は、処理タスクの直後の線に対して設定した内容のみ有効に機能します。 

vii) ルート分岐後にルート作成タスクをおいても登録できてしまいます（動作不良の原因となるので、このような設定はご遠

慮ください）。 

(44) JavaScript（サーバ側）のコンパイラオプションで、 適化レベルを 0 以外に指定した場合、予期しないエラーでアプリケーシ

ョンプログラムの実行が中断される場合があります。特に、JavaScript コンパイラの 適化と HotSpot や JIT 等の Java-VM が

持つ 適化機能を併用した場合、予期しないエラーが発生する可能性が高くなります。 

(45) Java-VM のサーバ HotSpot（Java プログラムを 適化して実行する機能。パフォーマンスアップを期待できます。Java-VM
起動時に-server オプションを指定する事により有効にできます。）を利用した場合、予期しないエラーでアプリケーションプ
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ログラムの実行が中断される場合があります（稀に、サーバがダウンする事もあります）。 
サーバを安定的に運用したい場合は、-server オプションを指定せずに Java-VM プロセスを実行してください。 

(46) 実行環境として IBM 社製の Java-VM を利用（WebApplication サーバとして IBM WebSphere を利用している場合も含む）

している環境で Java-VM の JIT コンパイラを有効にしている場合、予期しないエラーでアプリケーションプログラムの実行が

中断される場合があります（稀に、サーバがダウンする事もあります）。 
現在確認されている現象は、「ClassCastException が発生」「NoClassDefFoundError が発生」などがあります。 
サーバを安定的に運用したい場合は、JIT コンパイラを無効にして下さい。または、SUN Microsystems 社が提供している

JDK をご利用ください。 

(47) 実行環境として jrockit81sp4_142_05（BEA 社製の Java-VM）を利用（WebApplication サーバとして BEA WebLogic を利用

している場合も含む）している場合、予期しないエラーでアプリケーションプログラムの実行が中断される場合があります（稀

に、サーバがダウンする事もあります）。 
現在確認されている現象は、「JavaScript で作成した関数が正しいリターン値を返さない」「JavaScript の正規表現オブジェク

トが実行時エラーになる」などがあります。 
サーバを安定的に運用したい場合は、SUN Microsystems 社が提供している JDK をご利用ください。 

(48) 互換モードはデータベースの View を使用しているため、処理速度が遅くなることが懸念されます。運用に際してはデータ-
ベースの snapshot 等を用いてパフォーマンスアップを図ることを推奨します。 

(49) 互換モード、互換 API は PostgreSQL に対応していません。 

(50) 互換モードでは期間化（履歴化）、国際化の機能は利用できません。 

(51) 互換モードはインストール時に決定します。それ以後、通常モードを変えるためには再インストールが必要です。また、互換

モードと通常モードではデータの互換性がありません（データ移行もできません）。 

(52) 「グループ管理者」が行った変更は、ログイン中のユーザにすぐに反映されません（ユーザの再ログイン時に反映されます）。

例えば、任意のユーザでログインをした後、別ブラウザにて 「グループ管理者」でログインをして、任意のユーザの有効期

限を無効の日付けに変更しても、任意のユーザは、メニューからページに遷移して、各処理を行うことができます。 

(53) ベースモジュールの起動時に以下のメッセージが出力されます（動作上問題ありません）。 

2005/05/11 15:00:23 com.caucho.vfs.JniServerSocketImpl <clinit> 

情報: Socket JNI library is not available. 

Resin will still run but performance will be slower. 

To compile the Socket JNI library on Unix, use ./configure; make;make install. 

  [15:00:23.546] Socket JNI library is not available. 

  [15:00:23.546] Resin will still run but performance will be slower. 

  [15:00:23.546] To compile the Socket JNI library on Unix, use./configure; make; make install. 

※native モジュールはサポート対象外です。 

(54) ApplicationRuntime の停止時に、ServerManager 側にエラーが発生する事があります（動作上問題ありません）。 

(55) アプリケーション共通マスタの会社・組織マスタメンテナンスにおいて、会社をまたがった組織の移動はできません。 

(56) アプリケーション共通マスタのパブリックグループマスタメンテナンスにおいて、第一階層のグループをまたがったグループ

の移動はできません。 

(57) アプリケーション共通マスタの会社・組織、パブリックグループマスタメンテナンスにおいて、所属ユーザの他組織への移動

はできません。 

(58) 運用にはデータベースが必要です。 

(59) ベースモジュール／フレームワークの管理するメッセージは、システム共通となります。（メッセージデータは、properties フ

ァイルで管理する方式です。properties ファイルは ServerManager におくことで一元管理されます。ログイングループごとに

表示メッセージを切り替えられませんので、例えば「データの登録に失敗しました。」というメッセージを、ログイングループＡ

では「情報の登録に失敗しました。」、ログイングループＢでは「データ登録にミスしました。」などと変更することができません。

メッセージ ID をログイングループ毎にわけるなどの工夫が必要です。 

(60) アクセスセキュリティ機能が使用している以下のデータベース表に対して、設定画面や API 以外の方法でテーブル構造の

変更やデータの更新をすると、システムが正常に動作しなくなる恐れがあります。また、アクセスセキュリティ機能の各情報

へアクセスするための API が用意されています。データを取得するために下記テーブルを直接参照する事は推奨されませ

ん。必ず、API を利用して各情報へアクセスしてください。 

b_m_account_b b_m_access_controller_b b_m_menu_b 
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b_m_account_role_b  

b_m_role_b 

b_m_role_i 

b_m_role_inclusion_b 

b_m_role_summary_b 

 

b_m_access_department_b 

b_m_access_post_b 

b_m_access_public_group_b 

b_m_access_role_b 

b_m_batch_b 

b_m_calendar_info_b 

b_m_calendar_info_i 

b_m_menu_i 

b_m_menu_argument_b 

b_m_menu_department_b 

b_m_menu_post_b 

b_m_menu_public_group_b 

b_m_menu_role_b 

b_m_favorite_menu_b 

(61) アカウントとロールの関連付け情報は、他のストレージに移動すると一部の機能が正常に動作しなくなります。アクセスセキ

ュリティのコンポーネントを独自実装した場合、標準実装も残してデータベースにもデータが保存されるようにしてください

（データの同期には十分に注意が必要です）。 

(62) マイメニュー機能は登録されたメニュー名をそのまま表示します。ロケールを切り替えても表示言語は変わりません。 

(63) ポートレットの設定で表示領域の高さ・幅を設定すると、<iframe>タグによってポートレットが表示されます。この表示では、

ポートレットがポータルから独立したフレームを持つことになり、他ページへ遷移したり、ポータル自体をリロードすると、ポー

トレットのフレーム内に表示されてしまいます（例えば、ポータルの中に、さらにポータルがネスとして表示されたりします）。 
ポートレットに表示領域（高さ・幅）を設定する事ができるのは、この機能に対応したポートレット（対応させるためのプログラ

ム仕様等についてはマニュアルまたはＡＰＩリストをご覧ください）または画面遷移をしないポートレットに限られます。 

(64) Microsoft Active Directory を利用してログイン認証すると、現在有効なパスワードの他に現在のパスワードに変更した時の

パスワードでも認証できてしまいます。ActiveDirectory がパスワード変更後６０分間だけ旧パスワードも有効とみなして認証

しているためで、この現象は ActiveDirectory の製品仕様となっています（2005 年 12 月 27 日現在）。 
ActiveDirectory のパスワードの履歴（デフォルトは２４個）を持たない（０個）設定にすることで、この現象を抑止できます（設

定変更後はＯＳの再起動が必要です）。 

(65) IBM WebSphere Application Server 6.0 と intra-mart Framework を組み合わせた環境で Curl 連携を行う場合、WebSphere 
Application Server のセッション管理の仕様（セッションＩＤとブラウザのクッキーに保存されたセッションＩＤ情報が異なってい

ることが確認されています（2005/5/31 現在））により、セッション連携ができないことがあります。 

(66) IBM iSeries V5R3 で運用する場合、管理コマンド（bin/srvcom.bat or bin/srvcom.sh）によるサーバの停止および起動ができ

ません。 

(67) IBM iSeries V5R3 で運用する場合、im-Administrator を利用してサーバを停止および起動ができません。 

(68) HP-UX でサーバ運用中にエラー「Java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread」が発生する事がありま

す。カーネルパラメータ「max_thread_proc」の設定値を大きくする事で、エラーの発生を防止できる可能性があります。設定

値は、利用状況や環境により異なります。 

(69) データベースや Permanent-data Service に登録しているデータ量に比例して、各機能（API や画面）のパフォーマンスが低

下します。 

(70) アプリケーション共通マスタに登録しているデータの量が多くなると、ユーザや組織の検索画面での組織ツリー表示が遅く

な り ま す 。 標 準 の ツ リ ー ビ ュ ー で は な く 、 リ ン ク に よ る ペ ー ジ 切 り 替 え 方 式 （ conf/imart.xml の 設 定 項 目

intra-mart/platform/service/application/tree-view で設定）にすることでパフォーマンスを改善できます。 

(71) ユーザ検索画面でのキーワード検索（「あかさたな」検索を含む）は、データ量に比例して検索処理時間が長くなります。デ

ータ量が多い場合は、組織やパブリックグループからユーザを検索してください。 

(72) データベースに Microsoft SQL Server 2005 を使用する場合、「ベースモジュール/フレームワーク Ver.5.1 対応

パッチ 7」以上の適応が必要です。 

(73) データベースに Microsoft SQL Server 2005 を使用する場合、Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver 1.1 以上

をご利用下さい。 

(74) ブラウザに Microsoft Internet Explorer 7.0 を使用する場合、「ベースモジュール/フレームワーク Ver.5.1 対

応パッチ 7」以上の適応が必要です。 

(75) ブラウザに Microsoft Internet Explorer 7.0 を使用した場合、[ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセ

ス定義]画面から表示される「ルート設定（アプレット）」画面において、「対象者検索」および「参照者検索」画

面が表示されません。 

Java Plug-in 1.4.2(Sun JRE1.4.2)では、Microsoft Internet Explorer 7.0 はサポート対象外となっております。
関連情報について、下記 URL をご参照ください。 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/system-configurations.html（2007/03/28 現在） 

(76) ブラウザに Microsoft Internet Explorer 7.0 を使用し、ズーム機能を使用してページを拡大・縮小した場合、

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/system-configurations.html�
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Web ページが正しく表示されないことがあります。関連情報について、下記 URL をご参照ください。 

http://support.microsoft.com/kb/933053（2007/03/28 現在） 

(77) Windows XP を実行しているコンピュータで、ブラウザに Windows Internet Explorer 7.0 を使用する場合、ファ

イルをダウンロードできないことがあります。関連情報について、下記 URL をご参照ください。 

http://support.microsoft.com/kb/932823/ja（2007/03/28 現在） 

(78) アドバンスド版を使用している環境では、エクステンション「IM-ワークフローデザイナー」をインストールする必要はございま

せん（アドバンスド版では、「IM-ワークフローデザイナー」の機能が標準で使用可能です）。 

 

 

7. 既知の障害 

現在知られている障害を以下に列挙します。以下は今後リリースされるパッチ等で改修予定です。 

 DB2 で、表示ポータル設定画面で表示するポータルの順番を入れ替えて「決定」ボタンを押すとシステムエラーが発生しま

す。 

 ワークフローのプロセス定義作成時、ルート設定時に設定したキャプション名が、各一覧系から表示される「フロー情報」画

面において、デザイン統一されていません。 

 ワークフロー再起票 API である、Drafter#retry()にて再起票を行う際、パラメータに「プロセス名」を指定して、再起票処理を

行っても、 初の起票(Drafter#draft())時のプロセス名のままとなり反映されません。 

 承認後、承認者が引戻すときは、その承認者タスクの後処理が動く挙動となりますが、差戻し後、その承認者が引戻すとき

は、引戻されるタスクの後処理が動く挙動となっております。今後、差戻し後に承認者が引戻すときも、その承認者タスクの後

処理が実行される動作仕様になります。 

 JBoss で運用している場合、Schedule-Service がバッチ実行設定情報取得に失敗（Application-Runtime でエラーが発生）す

ることがあります。エラーが発生すると、バッチが設定どおりに実行されません。Schedule-Service を再起動するか、バッチ実効

画面で任意のバッチ設定を更新することで、エラー発生状況から復旧してバッチが設定どおりに実行されるようになります。 

 IBM AIX5.2 + IBM WebSphere6 の環境では、ポータル機能（ポータル設定画面やプレビュー画面など）が動作しません。 

 データベースに Microsoft SQL Server 2005 を使用する場合、ページベース開発モデルの下記の API が動作しませ

ん。 

 ・DatabaseManager#execStoredFunc() 

 ・DatabaseManager#execStoredProc() 

 

 

 
 

http://support.microsoft.com/kb/933053�
http://support.microsoft.com/kb/932823/ja�
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8. 著作権および特記事項 

intra-mart は株式会社 NTT データ イントラマートの商標です。 

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国ならびにその他の国における商標です。 

本製品にはApache Software Foundation (http://www.apache.org/)によって開発されたソフトウェアが含まれています。Strutsを使

用する場合、そのライセンスや使用条件は Struts に付随するものに準じます。 

SAP、SAP R/3、SAP JCO、製品内に記載する SAP の製品/サービス名は、すべてドイツおよびその他の国における  

SAP AG の商標または登録商標です。  

 

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。  

 

 

  intra-mart ベースモジュール／フレームワークの提供する各ドキュメントに「非推奨」という言葉がありますが、これは「サポートし

ません」という意味ではございません。サポートは致しますが、将来なくなる可能性があるため、新しい API を使うことを推奨するとい

う意味で使用しております。 

 

※  その他 新の技術情報やパッチ提供は intra-mart Support Site を御参照ください。  

intra-mart Support Site：http://www.intra-mart.jp/support/intramart.cgi 
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 Apache ソフトウェアライセンス 

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). 
 
/* 
 * $Header: /home/cvs/jakarta-struts/LICENSE,v 1.2 2001/02/02 00:38:31 craigmcc Exp $ 
 * $Revision: 1.2 $ 
 * $Date: 2001/02/02 00:38:31 $ 
 * 
 * ==================================================================== 
 *  
 * The Apache Software License, Version 1.1 
 * 
 * Copyright (c) 1999-2001 The Apache Software Foundation.  All rights  
 * reserved. 
 * 
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
 * modification, are permitted provided that the following conditions 
 * are met: 
 * 
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.  
 * 
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright 
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
 *    the documentation and/or other materials provided with the 
 *    distribution. 
 * 
 * 3. The end-user documentation included with the redistribution, if 
 *    any, must include the following acknowlegement:   
 *       "This product includes software developed by the  
 *        Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)." 
 *    Alternately, this acknowlegement may appear in the software itself, 
 *    if and wherever such third-party acknowlegements normally appear. 
 * 
 * 4. The names "The Jakarta Project", "Struts", and "Apache Software 
 *    Foundation" must not be used to endorse or promote products derived 
 *    from this software without prior written permission. For written  
 *    permission, please contact apache@apache.org. 
 * 
 * 5. Products derived from this software may not be called "Apache" 
 *    nor may "Apache" appear in their names without prior written 
 *    permission of the Apache Group. 
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED 
 * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
 * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
 * DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR 
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
 * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
 * USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
 * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
 * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 
 * SUCH DAMAGE. 
 * ==================================================================== 
 * 
 * This software consists of voluntary contributions made by many 
 * individuals on behalf of the Apache Software Foundation.  For more 
 * information on the Apache Software Foundation, please see 
 * <http://www.apache.org/>. 
 * 
 */ 
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                                 Apache License 
                           Version 2.0, January 2004 
                        http://www.apache.org/licenses/ 
 
   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
 
   1. Definitions. 
 
      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 
      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 
 
      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 
      the copyright owner that is granting the License. 
 
      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 
      other entities that control, are controlled by, or are under common 
      control with that entity. For the purposes of this definition, 
      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 
      direction or management of such entity, whether by contract or 
      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 
 
      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 
      exercising permissions granted by this License. 
 
      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 
      including but not limited to software source code, documentation 
      source, and configuration files. 
 
      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 
      transformation or translation of a Source form, including but 
      not limited to compiled object code, generated documentation, 
      and conversions to other media types. 
 
      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 
      Object form, made available under the License, as indicated by a 
      copyright notice that is included in or attached to the work 
      (an example is provided in the Appendix below). 
 
      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 
      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 
      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications 
      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 
      of this License, Derivative Works shall not include works that remain 
      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 
      the Work and Derivative Works thereof. 
 
      "Contribution" shall mean any work of authorship, including 
      the original version of the Work and any modifications or additions 
      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 
      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner 
      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of 
      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 
      means any form of electronic, verbal, or written communication sent 
      to the Licensor or its representatives, including but not limited to 
      communication on electronic mailing lists, source code control systems, 
      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the 
      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 
      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 
      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 
 
      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 
      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 
      subsequently incorporated within the Work. 
 
   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 
      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 
      Work and such Derivative Works in Source or Object form. 
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   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      (except as stated in this section) patent license to make, have made, 
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 
      where such license applies only to those patent claims licensable 
      by such Contributor that are necessarily infringed by their 
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 
      institute patent litigation against any entity (including a 
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 
      or contributory patent infringement, then any patent licenses 
      granted to You under this License for that Work shall terminate 
      as of the date such litigation is filed. 
 
   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 
      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 
      modifications, and in Source or Object form, provided that You 
      meet the following conditions: 
 
      (a) You must give any other recipients of the Work or 
          Derivative Works a copy of this License; and 
 
      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 
          stating that You changed the files; and 
 
      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 
          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 
          attribution notices from the Source form of the Work, 
          excluding those notices that do not pertain to any part of 
          the Derivative Works; and 
 
      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 
          distribution, then any Derivative Works that You distribute must 
          include a readable copy of the attribution notices contained 
          within such NOTICE file, excluding those notices that do not 
          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 
          of the following places: within a NOTICE text file distributed 
          as part of the Derivative Works; within the Source form or 
          documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 
          within a display generated by the Derivative Works, if and 
          wherever such third-party notices normally appear. The contents 
          of the NOTICE file are for informational purposes only and 
          do not modify the License. You may add Your own attribution 
          notices within Derivative Works that You distribute, alongside 
          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 
          that such additional attribution notices cannot be construed 
          as modifying the License. 
 
      You may add Your own copyright statement to Your modifications and 
      may provide additional or different license terms and conditions 
      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 
      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 
      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 
      the conditions stated in this License. 
 
   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 
      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 
      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 
      this License, without any additional terms or conditions. 
      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 
      the terms of any separate license agreement you may have executed 
      with Licensor regarding such Contributions. 
 
   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 
      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 
      except as required for reasonable and customary use in describing the 
      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 
 
   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 
      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 
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      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 
      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 
      implied, including, without limitation, any warranties or conditions 
      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 
      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 
      risks associated with Your exercise of permissions under this License. 
 
   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 
      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 
      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 
      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 
      liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 
      incidental, or consequential damages of any character arising as a 
      result of this License or out of the use or inability to use the 
      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 
      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 
      other commercial damages or losses), even if such Contributor 
      has been advised of the possibility of such damages. 
 
   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 
      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 
      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 
      or other liability obligations and/or rights consistent with this 
      License. However, in accepting such obligations, You may act only 
      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 
      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 
      defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 
      of your accepting any such warranty or additional liability. 
 
   END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. 
 
      To apply the Apache License to your work, attach the following 
      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" 
      replaced with your own identifying information. (Don't include 
      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate 
      comment syntax for the file format. We also recommend that a 
      file or class name and description of purpose be included on the 
      same "printed page" as the copyright notice for easier 
      identification within third-party archives. 
 
   Copyright [yyyy] [name of copyright owner] 
 
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
   you may not use this file except in compliance with the License. 
   You may obtain a copy of the License at 
 
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
   See the License for the specific language governing permissions and 
   limitations under the License. 
 

 

 

以上 


