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intra-mart WebPlatform/AppFramework 

Version6.0 

リリース・ノート 
第 10 版 2009/07/31 

 

1. はじめに 

 

（１） intra-mart WebPlatform／AppFramework が動作するには、Java-VM（JDK1.4.2）が必要です。 

 

（２） intra-mart WebPlatform／AppFramework の大部分は Java ベースで開発されています。そのため、Java-VM（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。 

 

（３） intra-mart WebPlatform／AppFramework の各サーバ（Server Manager および Service Platform）および intra-mart 

Administrator が稼動するために必要な Java-VM（JDK1.4.2）は別途入手してください。 

 

（４） intra-mart WebPlatform／AppFramework の各サーバ（Server Manager および Service Platform）は、『5.5 検証済み環境』

に記載されている環境において、動作確認をおこなっています。 

 

（５） intra-mart WebPlatform／AppFramework の各サーバ（Server Manager および Service Platform）を動作させるために必要な

リソース（メモリ等）をインストール時に適切に設定する必要があります。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おこなってください。 

 

（６） 本ドキュメントに記載されているシステム要件は、パフォーマンスを保証するものではありません。ハードウェア／オペレーシ

ョンシステム／ミドルウェア／intra-mart WebPlatform・AppFramework 上に実装したシステム／利用状況等により、適切なチ

ューニングが必要になります。詳細は、販売店までご相談下さい。 

 

（７） 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）のベンダにご確認ください。 

 

（８） 運用を行うには、データベースが必要です。 

 

（９） 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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（１０） 弊社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」という意味ではありません。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。 

 

（１１） 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。 

 

（１２） 本製品に関する、 新の技術情報やパッチ情報は下記のサイトをご覧下さい。 

Developer Support site ： http://www.intra-mart.jp/support/intramart.cgi 

 

（１３） 本製品には、以下によって開発されたソフトウェアが含まれています。 

ソフトウェアのライセンスについては、各ライセンスシートをご参照ください。 

 

 Caucho Technology, Inc. （http://www.caucho.com/) 

 Resin 3.0.19 

 

 Mozilla Foundation (http://www.mozilla.org/) 

 Rhino 1.6R2 （http://www.mozilla.org/rhino/） 

 

 Sun Microsystems, Inc. (http://www.sun.com/) 

 JavaMail 1.2 （http://java.sun.com/products/javamail/） 

 JAF 1.0.1 （http://java.sun.com/beans/glasgow/jaf.html） 

 

 The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) 

 Log4j 1.2.8 (http://logging.apache.org/log4j/) 

 POI 2.5.1 (http://jakarta.apache.org/poi/) 

 STRUTS 1.2.9 （http://struts.apache.org/） 

 

 The Seasar Foundation (http://www.seasar.org/) 

 S2Container 2.3.10 

 S2Struts 1.2.5 

 S2Dao 1.0.35 

 

 Red Hat, Inc. (http://www.redhat.com/) 

 JBoss Application Server 4.0.4 (http://www.jboss.org/) 
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2. 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。 

各機能の詳細に関しては各マニュアルまたはＡＰＩリストを参照してください。また、各機能の設定方法に関しては、各マ

ニュアルまたはインストールガイド等を参照してください。 

 

2.1 基本機能 

 
（１） 名称を変更しました。 

 製品名 

 （旧）intra-mart BaseModule→（新）intra-mart WebPlatform 

 （旧）intra-mart Framework→（新）intra-mart AppFramework 

 開発モデル名 

 （旧）ページベース開発モデル→（新）スクリプト開発モデル 

 （旧）J2EE ベース開発モデル→（新）J2EE 開発モデル 

（２） intra-mart WebPlatform の Web コンテナとして JBoss が選択可能になりました（intra-mart WebPlatform をインスト
ールするときに、Web コンテナとして Resin または JBoss のいずれかを選択）。 

（３） OSS DI コンテナである Seasar2 が組み込みまれました。im-J2EE Framework と Seasar2 を連携動作可能です。ま
た、Searsar2 が持つ DI コンテナを im-J2EE Framework の各コンポーネントから利用する事も可能です。 

（４） Resin3.0.19 に対応しました。 

（５） JavaScript 実行エンジンとして Rhino に対応しました（スクリプト開発モデルの実行エンジン）。 

（６） メイン画面の画面デザインを変更しました（Ver.5.xのデザインも利用可能）。ユーザごとに画面デザインを変更可
のです。（⇒9.1 画面デザインを参照） 

（７） Advanced／Enterprise 版に IM-FormatCreater が同梱されるようになりました。 

（８） Enterprise 版に IM-SonicESB が同梱されるようになりました。 

（９） Advanced 版の ERP 連携モジュールを廃止しました（ERP 連携モジュールは Enterprise 版でのみ使用可能）。 

（１０） ViewCreator機能を一新しました。（⇒9.2ViewCreatorを参照） 

 View 作成に特化した機能を多数追加 

 ポータルへの View 表示機能を追加 

 View の表現手段として、「リスト」「サマリ集計」「クロス集計」「グラフ」の４種類を用意 

 フォーム（更新画面）作成機能を廃止 

（１１） Flash Player 9 に対応しました。対象は、以下のとおりです。 

 システム管理者のメニュー画面 

 システム管理者用の各種メンテナンス画面 

 ログイングループ管理者のメニュー画面 

 ログイングループ管理者用の各種メンテナンス画面 

 ViewCreator のクエリ編集画面 

（１２） ブラウザに表示されるコンテンツのキャッシュを制御する『CacheControlResponseWriterFilter』を追加しました。 

レスポンスするコンテンツの Content-Type が「text/html」に限り、レスポンスヘッダに以下を設定します。 

 Pragma: no-cache 

 Cache-Control: no-cache 

 Expires: （HttpSession のタイムアウト期限を GMT 表現したもの） 

標 準 状 態 で は  filter-mapping が コ メ ン ト ア ウ ト さ れ て い ま す 。 こ の 機 能 を ご 利 用 に な る 場 合 は 、
doc/imart/WEB-INF/web.xml を編集し、filter-mapping を有効にしてください。 
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2.2 アクセスセキュリティ 

 
（１） メニューの表示／非表示（メニューON／OFF）を個人設定できるようになりました。これにより、個人設定でメニュ

ー[OFF]に設定した場合、ログイン直後はメニューを非表示状態になります。（⇒9.3 メニューフレームを参照） 

（２） マイメニューをメニュー内ではなく、上部に横一列形式で表示する機能が追加されました。従来どおりのメニュー
内に表示する形式と、選択可能です。（⇒9.4 マイメニューを参照） 

（３） ロールを検索条件としたユーザ検索画面（ログイングループ管理者用）が追加されました。検索結果からユーザ情
報編集画面を開いて設定を更新することができます。（⇒9.5 ロール別アカウント一覧を参照） 

（４） ロールを検索条件としたメニュー検索画面（ログイングループ管理者用）が追加されました。検索結果からメニュー
情報編集画面を開いて設定を更新することができます。（⇒9.6 ロール別メニュー一覧を参照） 

（５） アプリケーションロールを検索条件としたユーザ検索画面（ログイングループ管理者用）が追加されました。（⇒9.7
アプリケーションロール設定を参照） 

（６） [ログイングループ管理]-[アカウントライセンス設定]画面で、ライセンス有／ライセンス無で検索することができるよ
うになりました。（⇒9.8 アカウントライセンス設定を参照） 

（７） パスワード制御機能が追加されました（LDAP 連携している場合は、この機能をご利用いただけません）。 

 パスワードの期限を設定可能 

 パスワード変更時の世代管理（パスワード変更時に直前の N 世代までのパスワードと同じパスワードを設定
不可） 

 初めてログインしたときにパスワード変更を要求（設定により要求しないことを選択可能） 

 パスワードに含める事のできる文字および含めてはいけない文字を設定可能 

 パスワードに含めなければいけない文字を設定可能 

 パスワードの文字数チェック（N 文字以上でなければいけないなどの制限を設定可能） 

 パスワードの有効期限が近づいたときに、汎用新着ポートレットへメッセージを表示可能 

（８） パスワードの有効期限が迫った場合に、新着ポートレットに表示できるようになりました。 

 

2.3 ポータル 

 
（１） ポータル表示のタブデザインを変更しました。（⇒9.1 画面デザインを参照） 

（２） ポータル表示の際に、各ポートレット表示域が枠で囲って表示するようになりました。（⇒9.1 画面デザインを参照） 

（３） リンク集に設定する各 URL に対して、それぞれ個別に SSO 設定できるようになりました（この機能追加に伴い、簡
易 SSO 機能は廃止）。各 URL に対して、ユーザ ID／パスワードに加え任意のパラメータが設定可能です。 

（４） RSS ポートレットの設定にプロキシサーバの設定ができるようになりました（RSS ごとに設定可能）。 

（５） リンク集ポートレットに表示された各メニュー項目選択時に、画面の表示方法を選択（フレーム内または子ウィンド
ウ）できるようになりました。（⇒9.9 リンク集を参照） 

（６） 会社・組織、パブリックグループ、ロール、アカウントの削除に、ポータルに関連する情報を削除するように仕様変
更しました。 

（７） 「 新情報」ボタンをクリックしたとき、キャッシュ設定されているポートレットも再初期化する仕様に変更しました。 

（８） ポートレットを登録する API を追加しました。 

 スクリプト開発モデル 

 PortletManager#deletePortlet() 

 PortletManager#getPortlet() 

 PortletManager#getPortlets() 

 PortletManager#setPortlet() 

 J2EE 開発モデル 

 PortletManager#deletePortlet() 

 PortletManager#getPortlet() 

 PortletManager#getPortlets() 

 PortletManager#setPortlet() 
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2.4 ワークフロー 

 
（１） 案件一覧画面での終了案件の状態表示をステータスに応じて詳細に表示するようになりました（データ移行され

た案件は表示されません）。（⇒9.10 ワークフロー 終了案件の状態表示を参照） 

（２） 案件一覧画面での表示項目をユーザが任意に変更可能な機能を追加しました。（⇒9.11ワークフロー 一覧表示
項目を参照） 

（３） タスクの対象者に「申請者」を設定可能になりました。これにより、ルートの途中で一度申請者に案件の確認フェ
ーズを持たせることができます。 

（４） カテゴリ・データをインポート/エクスポートする機能を追加しました（データファイルのフォーマットは XML）。 

（５） 親プロセスでの添付ファイルをサブプロセスの処理中に閲覧できる機能を追加しました。 

（６） ルートのバージョンに対して添付ファイル利用有無を設定できるようになりました。添付ファイル機能を無効設定に
した場合、添付ファイル登録画面が表示されなくなります。 

（７） サブプロセスでの処理中に、親プロセスのフロー情報を参照可能になりました。（⇒9.12 ワークフロー 親プロセス
表示を参照） 

（８） API が幾つか追加されました。 

 スクリプト開発モデル 

 WkfTaskInfo#getTargetReferInfo() 

 WkfTaskInfo#getTargetRunInfo() 

 WkfMailSettingBehavior#setStopMail() 

 J2EE 開発モデル 

 TaskInfo#getTargetReferInfo() 

 TaskInfo#getTargetRunInfo() 

 WfeResultMailManager#setStopMail() 

（９） ワークフローに設定されたコンテンツが表示されるときのリクエストパラメータに関わる動作仕様を変更しました。 

（１０） テンプレートメールの動作仕様を改善しました。 

 置換文字列の仕様を一部変更 

 メールテンプレート（メッセージなど）を変更 

（１１） 追加検索の処理日条件指定で、開始または終了日指定を省略できるようにしました（省略した場合、制限なし）。 

（１２） プロセスのバージョン終了日の設定を省略できるようにしました（省略した場合、9999/12/31 が設定されます）。 

（１３） カレンダ表示を変更しました（表示形式およびデザインが異なりますが、機能に変更はありません）。 

（１４） ビジネスプロセスワークフロー機能における「実行時選択」機能利用時の画面遷移を変更しました。（⇒9.13 ワー
クフロー 実行時選択画面遷移（BPW）を参照） 

（１５） 各種ルートに対応したサンプル（プログラムおよびデータ）に変更しました。 

（１６） Ver.5.x でサポートしていた旧バージョン互換用「結果送信メール」機能を廃止しました。 

（１７） ＢＰＷポータル機能を廃止しました。 

 

2.5 開発系 

 
（１） 画面デザインガイドライン準拠のタグ API に任意の属性を設定できるようになりました。 

 スクリプト開発モデル 

 <IMART type="imIcon"> 

 <IMART type="imListHeader"> 

 J2EE 開発モデル 

 <imarttag:imartIcon> 

 <imarttag:imartListHeader> 

（２） リッチテキストコンポーネントAPIを追加しました（スクリプト開発モデルのみ使用可能）。リッチテキストコンポーネン
ト API は、Microsoft Internet Explorer でのみご利用いただけます。 

 スクリプト開発モデル 

 <IMART type="richtextarea"> 
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2.6 ERP連携モジュール 

 
（１） 経費購買向け API が追加されました。 

 品目コード検索コントローラ 

 MaterialGetListController 

 購買伝票承認対象一覧取得コントローラ 

 PurchaseGetItemSrelController 

 購買伝票登録コントローラ 

 PurchaseOrderPayPostController 

 購買伝票更新コントローラ 

 PurchaseOrderPostChangeController 

 購買伝票承認コントローラ 

 PurchaseReleaseController 

 購買伝票承認取消コントローラ 

 PurchaseResetReleaseController 

 仕入先コード存在チェックコントローラ 

 SupplierExistenceCheckController 

 仕入先マスタ詳細情報取得コントローラ 

 SupplierGetDetailController 

（２） 管理会計業務向け API が追加されました。 

 原価センタグループ取得コントローラ 

 CostCenterGroupGetDetailController 

 仕入先詳細取得コントローラ 

 CreditorGetDetailController 

 得意先詳細取得コントローラ 

 DebtorGetDetailController 

 為替換算レート取得コントローラ 

 ExchangeRateGetDetailController 

 内部指図書詳細取得コントローラ 

 InternalOrderGetDetailController 

 内部指図書一覧取得コントローラ 

 InternalOrderGetListController 

 利益センタグループ取得コントローラ 

 ProfitCenterGrpGetDetailController 

 WBS 詳細取得コントローラ 

 ProjectGetInfoController 

（３） 登録・更新系のトランザクション制御を行なう API が追加されました。 

 会計伝票登録コントローラ 

 AccEmployeePayPostController 

 購買伝票登録コントローラ 

 PurchaseOrderPayPostController 

 購買伝票更新コントローラ 

 PurchaseOrderPostChangeController 

 購買伝票承認コントローラ 

 PurchaseReleaseController 

 購買伝票承認取消コントローラ 

 PurchaseResetReleaseController 
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2.7 環境 

 
（１） アプリケーションプログラム実行エンジンである NEC WebOTX に対応しました。 

 

2.8 その他 

 
（１） 会社・組織メンテナンス画面で組織の一覧表示をソートキー順に整列表示するように変更しました。 

（２） 一般ユーザの[ユーザ設定]に含まれる各設定変更画面で、設定変更後に処理結果メッセージを表示するようにな
りました。 

（３） ユーザメンテナンス画面で組織への所属設定を出来るようになりました。 

（４） ユーザメンテナンス画面で役職の設定を変更できるようになりました。 

（５） 各メンテナンス画面（Flash）において日付の直接入力が可能になりました。 
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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 Standard Advanced Enterprise 

アクセスセキュリティ機能 ○ ○ ○ 

バッチ機能 ○ ○ ○ 

スクリプト開発モデルによるアプリケーション構築 ○ ○ ○ 

J2EE 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・同期ルートの作成 (※1) ○ ○ 

ビジネスプロセスワークフロー  ○ ○ 

IM-FormatCreator (※2) ○ ○ 

IM-SonicESB (※3) (※3) ○ 

EJB サーバ機能(※４) ○ ○ ○ 

ERP 連携機能   ○ 

※1 Standard 版でも IM-ワークフローデザイナ（別売）を追加することにより分岐・同期ルートを作成可能になります。 

※2 Standard 版でも IM-FormatCreator（別売）を追加することにより利用可能になります 

※3 Standard/Advanced 版でも IM-SonicESB（別売）を追加することにより利用可能になります 

※4 EJB サーバ機能は、WebPlatform（Resin）のみの機能になります。また、WebPlatform（JBoss）／AppFramework をご利用の場合は、

WebApplication サーバが提供する機能になります。 

 

機能 WebPlatform AppFramework

intra-mart 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（※2） ○  

市販の Web サーバ製品を利用するための WebServerConnector（※2） ○  

EJB サーバ機能(※3) ○  

※1 AppFramework 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 WebPlatform（Resin）のみの機能になります。 

※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可能です。 

 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) 1.3  

HTML(※2) 4.0 

JavaScript(Server Side) 1.2 

メール送信機能 SMTP(RFC821,2045-2049) 

Document Object Model Level2 

RSS(※3) 1.0, 2.0 

※1 J2EE の対応規格は、WebPlatform でサポートしているバージョンを意味しています。 

AppFramework では、動作条件を意味しています。 

※2 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。 

※3 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 WebPlatform および intra-mart AppFramework 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（スタンドアロン型の場合は、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)

 

 

※1  AppFramework 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。 

※2  Web Server Connector は、WebPlatform (Resin)のみとなります。 

 

 



Page.11 

5.1 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 

Solaris 10 

Redhat Linux Advanced Server3 

HP-UX11i 

AIX 5.2 

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

Solaris Solaris 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) 

ハードウェア 

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) 

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 WebPlatform／AppFramework 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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5.2 環境要件 

 

intra-mart WebPlatform／AppFramework は下記環境をサポートしています。 

 

 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。 

 

5.2.1 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 

 Solaris 10 

 Redhat Linux Advanced Server3 

 HP-UX11i 

 AIX 5.2 

 

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

 

Web サーバ製品 OS 

Resin 3.0.19 Windows2000／2003 

Solaris 9/10 

Redhat Linux Advanced Server3 

AIX 5. 2 

HP-UX11i 

WebPlatform 

JBoss 4.0.4 Redhat Linux Advanced Server3 

IBM WebSphere Application Server 6.0 Windows2000／2003 

Solaris 9/10 

AIX 5. 2 

BEA WebLogic Server 8.1J Windows2000／2003 

Solaris 9/10 

AppFramework 

NEC WebOTX 6.5 ※1 

※1 環境用件については、「intra-mart AppFramework Version 6.0 WebOTX インストールガイド」を参照ください。 
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5.2.3 データベース 

 

下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。 

 

RDBMS 製品 OS 

Oracle9i 

Oracle10g(※1) 

Windows2000／2003 

Solaris 9／10 

IBM DB2 UDB 8.2 Windows2000／2003 

AIX 5. 2 

Microsoft SQL Server 2000 

Microsoft SQL Server 2005(※2) 

Windows2000／2003 

PostgreSQL 8.0 Redhat Linux Advanced Server3 

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

※2 Microsoft SQL Server 2005 をご利用になる場合、Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver 1.1 以上をご利用

下さい。 

 

5.2.4 Web Server Connector（WebPlatform(Resin)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 ISAPI 
Windows2003  (※1) 

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

Windows2000 (※1) 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) 

Solaris 10 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  コンパイル済みのファイルが提供されています 

 

5.2.5 intra-mart 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、intra-mart 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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5.3 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 7.0 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_12 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 

 

下記の画面は、Macromedia Flash で実装されています。動作には、Flash Player9 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） 

 

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

 

5.4 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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5.5 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。 

 

5.5.1 Service PlatformおよびServer Manager 

 

サーバ OS ミドルウェア 

Windows 2003 Enterprise Edition（SP1） SUN JDK1.4.2_12 

Solaris 10(SPARC 版) SUN JDK1.4.2_12 

Redhat Enterprise Linux 

Advanced Server3.2.3-47 
SUN JDK 1.4.2_12 

HP_UX11i 
HP-UX for the Java2 Platform SDK 

1.4.2.10 

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

Technology Edition, Version 1.4.2 

※ intra-mart AppFramework 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。 

 

5.5.2 Web Server Connector（WebPlatform(Resin)のみ） 

 

サーバ OS  ミドルウェア 

Solaris 10 Apache2.0.58 (DSO サポート版) 

 

5.5.3 Application Runtime 

 

intra-mart 製品 Web Application サーバ 

Resin 3.0.19 
intra-mart WebPlatform 

JBoss 4.0.4 

IBM WebSphere Application Server Ver.6.0.2.11 
intra-mart AppFramework 

BEA Weblogic Server 8.1J（SP5） 
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5.5.4 データベース 

 

No Web Application サーバ サーバ OS データベース サーバ OS 

1 
intra-mart WebPlatform 

（Resin） 

Windows 2003 

 Enterprise Edition（SP1） 

Oracle10g 

Enterprise Edition 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 

2 
intra-mart WebPlatform 

（Resin） 
HP_UX11i 

Oracle10g 

Enterprise Edition 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 

3 
intra-mart WebPlatform 

（Resin） 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 
postgresql-8.0.7 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 

４ 
intra-mart WebPlatform 

（JBoss） 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 
postgresql-8.0.7 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 

5 

BEA  

Weblogic Server 

 8.1J（SP5） 

Solaris10 
Microsoft  

SQL Server 2000 
Windows2003 Edition（SP1） 

6 

IBM  

WebSphere Application Server 

 Ver.6.0.2.11 

AIX 5.2 
IBM  

DB2 UDB ver8.2 

Redhat Linux 

 Advanced Server 3.2.3-47 

7 
intra-mart WebPlatform 

（Resin） 

Windows 2003 

 Enterprise Edition（SP1） 

Microsoft  

SQL Server 2005（SP1） 

Windows 2003 

 Enterprise Edition（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 AppFramework 

＋WebLogicの場合のみ) 

Microsoft 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 AppFramework 

＋WebLogicの場合のみ) 

Microsoft 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 

postgresql-8.0.0 JDBC（Type4 非XA） postgresql-8.0-312.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 1.4.1 以降となり

ます。http://www-128.ibm.com/developerworks/java/jdk/（2006 年 8 月 11 日現在） 

（５） 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。 

 

http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/ad/v8/bldg/r0006776.htm�
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5.5.5 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_12 

 WindowsXP  +  Netscape 7.1 

 WindowsXP  +  Microsoft Internet Explorer 6.0(SP1) + Java Plug-in 1.4.2_12 

 

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 

 

5.5.6 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 

 

5.5.7 SAP連携機能 

 

JCo2.1.6 にて連携動作が確認されています。 

 

5.5.8 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。 
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6. 制限事項 

 
（１） 本製品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。 

 

（２） intra-mart WebPlatform（JBoss）／AppFramework で運用をおこなう場合、intra-mart Administrator を利用してサーバを停
止および起動ができません。 

 

（３） WebServerConnector は、intra-mart WebPlatform（Resin）の機能です。intra-mart WebPlatform（JBoss）/ AppFramework で
はご利用いただけません。 

 

（４） intra-mart HTTP Server 機能は、intra-mart WebPlatform（Resin ）の機能です。intra-mart WebPlatform（ JBoss）/ 
AppFramework ではご利用いただけません。 

 

（５） intra-mart WebPlatform（Resin）が持つ intra-mart HTTP Server 機能は、WebPlatform 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。 

 

（６） 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。 

 

（７） 当製品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。 

 

（８） 当製品は、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）。 

 

（９） 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。 

 

（１０） 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。 

 

（１１） 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。 

 

（１２） Microsoft Internet Explorer6.0 をご使用の場合、Excel ファイルをダウンロードするとファイルを開く事に失敗する事がありま
す。これは、Excel が開くファイルのファイル名に長さ制限があるためです。詳細は、下記 URL をご参照ください。 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP416351(2006/08/11 現在) 

 

（１３） 受信制限設定値よりもサイズの大きなファイルをアップロードした場合、HTTP レスポンスコード 413 のエラー画面が表示さ
れず、ブラウザがサーバへの接続エラーを表示する事があります。 

 

（１４） Netscape 7.1 を利用し、２バイトファイル名を持つファイルをダウンロードすると、ローカルへの保存ダイアログのファイル名欄
に、ダウンロードしようとしたファイル名が正しく表示されないという現象が確認されています。Netscape 7.1 にて日本語ファ
イル名など２バイト文字を含むファイル名を持つファイルをダウンロードする場合は、保存ダイアログにて適切にファイル名を
変更してください。 

 

（１５） 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。 

 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP416351�
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（１６） 画面表示終了後も、Internet Explorer のステータスバーが動作し続ける場合があります。 

 

（１７） いかなる場合も、半角かな文字は使用できません。 

 

（１８） いかなる場合も、外字は使用できません。 

 

（１９） 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。 

 

（２０） WebPlatform（Advanced／Enterprise 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。 

 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） 

 

（２１） WebPlatform（Advanced／Enterprise 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 

 

（２２） 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 

 WebPlatform、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 

 

（２３） 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 

    ㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ 〝〟 

    № ㏍ ℡ 

    ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ 

    ㈱ ㈲ ㈹ ㍾ ㍽ ㍼ ㍻ 

    ∮ ∑ ∟ ⊿ 
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 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 

    ～ ∥ － 

    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。）。 

 

（２４） 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。 

 

（２５） データベースに Microsoft SQLServer を使用する場合、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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（２６） データベースに Microsoft SQLServer を使用する場合、java.sql.PreparedStatement を実行するとパフォーマンスが悪化す
ることがあります。下記設定を追加する事によりパフォーマンスが改善することがあります。パフォーマンスに問題がある場合
は、検討してください。 

データソースに追加するパラメータの設定例 

        設定ファイル：conf/http.xml 

           <database> 

             ・・・ 

              <driver> 

                 ・・・ 

                 <init-param SendStringParametersAsUnicode="false" /> 

                    ・・・ 

              </driver> 

              ・・・ 

           </database> 

ただし、ブラウザに表示する文字エンコーディングとデータベースの文字エンコーディングが異なる場合、文字化けの原因
となる可能性がありますので、ご注意ください。SQL*Server の使用については、Microsoft 社にお問合せください。 

 

（２７） 本製品で提供される intra-mart WebPlatform／AppFramework 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。 

 

（２８） 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 

 

（２９） WebPlatform（Resin）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。 

 

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

 

（３１） 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）。 
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（３２） 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 

 

（３３） スクリプト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。 

 

（３４） 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。 

 

（３５） 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。 

 

（３６） 設定ファイル(*.ini)中の一部の日本語（2bytes 文字）がスクリプト開発モデル 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）。 

 

（３７） 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。 

 

（３８） 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。 

 

（３９） 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）。 

 

（４０） 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 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。 

スクリプト開発モデル Lock 

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

 

 

（４１） 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。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。（http://developer.java.sun.com/developer/bugParade/bugs/5017922.html） 

 intra-mart WebPlatform／AppFramework 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。 
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（４２） SUN JDK で運用する場合、以下の設定値を適切に指定する事で、安定したサーバ稼動を期待できます。弊社では、運用
環境に対するチューニングの一環として、この設定値の追加を推奨いたします。 

      -XX:PermSize 

      -XX:MaxPermSize 

      -XX:NewSize 

      -XX:MaxNewSize 

      -XX:SurvivorRatio 

      -XX:TargetSurvivorRatio 

※これらは、SUN JDK が提供している java コマンドオプションで、メモリ利用に関するパラメータです。 

       関連情報について、下記 URL をご参照ください。 

       http://www.intra-mart.jp/download/doc/OutOfMemoryError.html(2006/08/11 現在) 

 

（４３） 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
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。 

 

（４４） 以下の条件をすべて満たす場合、JSP の実行パフォーマンスが極端に低下する（画面のレスポンスタイムが長くなる）ことが
あります。 

 Web コンテナとして BEA WebLogic Server 8.1J を利用 

 LuxuryResponseWriterFilter をマッピングしている 

 JSP が、内部で 500 回ループしてデータを繰返して表示するようなプログラム記述を含む 

 

（４５） 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。 

 

（４６） 実行環境としてIBM WebSphereを利用の環境では、以下のエラーが発生する事があります。IBM 社より以下の情報が公開
されています。 

http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg1PQ99338（2006/8/11 現在） 

 

    [05/09/02 15:51:57:062 JST] 0000003d SRTServletReq E   SRVE0133E: パラメーターの構文解析中にエラーが発
生しました。 java.io.IOException: SRVE0216E: post body の内容が content-length で指定されたバイト数より少
なくなっています。 

    at com.ibm.ws.webcontainer.servlet.RequestUtils.parsePostData(RequestUtils.java:528) 

    at com.ibm.ws.webcontainer.srt.SRTServletRequest.parseParameters(SRTServletRequest.java(Compiled Code)) 

    at com.ibm.ws.webcontainer.webapp.WebAppRequestDispatcher.forward(WebAppRequestDispatcher.java:128) 

    at jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultTransition.transfer(DefaultTransition.java:160) 

    at jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceServlet.execute(ServiceServlet.java:301) 

    at jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceServlet.doPost(ServiceServlet.java:118) 

    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:763) 

    (以下略) 

 

（４７） 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。 

 

（４８） 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。 

http://www.intra-mart.jp/download/doc/OutOfMemoryError.html�
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg1PQ99338�
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（４９） 実行環境として BEA WebLogic を利用している場合、スクリプト開発モデルで実行時エラーが発生したときにスローされる 
ServletException をエラーページでハンドリングできないため、画面にエラーメッセージや例外のスタックトレースが表示さ
れません。 

 

（５０） 「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。 

 

（５１） 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。 

 

（５２） 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。 

 

（５３） 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。 

 

（５４） アプリケーション共通マスタのインポート機能では、組織などの期間化されたデータをもつものに対して、追加および更新は
できません。インポートをおこなう場合は、該当のデータを削除してから、削除したデータ及び追加したいデータをマージし
たデータファイルを作成し、インポートする必要があります。 

 

（５５） 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。 

 

（５６） マイメニューをトップバーに表示させる場合、InternetExplorer のインターネット一時ファイル(Cookie)の設定が以下の場合、
アイコンが正しく表示されないことがあります。 

設定項目 ： 保存しているページの新しいバージョンの確認 

           設定値   ： ページを表示するごとに確認する 

     これを解決するには、「自動的に確認する」に設定してください。 

 

（５７） 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。 

 

（５８） ワークフローに関する制限事項 

(a) 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。 

(b) 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）。 

(c) 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。 

I. JRE1.4.2 に付属の Java Plug-in をインストール 

II. Microsoft Internet Explorer を起動 

III. [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 

IV. [詳細設定]タブを選択 

V. 「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） 

VI. 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、

2006/8 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
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め、予めご注意ください。 

(d) プロキシサーバ等を経由して利用している環境では、プアプレットで実装されているフローメンテ画面において、プ

ロセスフロー情報が正常に表示されず、「データの取得に失敗しました。」というエラーメッセージが表示される場合

があります。 

(e) アプレットで実装されているフローメンテ画面等を操作中に、設定変更後に設定内容が正しく表示されない場合が

あります。このような現象が発生したら、以下の手順でキャッシュを削除してください。 

I. ブラウザ(IE)のウィンドウをすべて閉じます。 

II. Windows エクスプローラをすべて閉じます。 

III. ブラウザ(IE)を起動します。 

IV. ブラウザ(IE)に本製品の画面が表示されていない事を確認します。本製品の画面が表示されている

場合には、他のサイトへアクセスして、別な画面を表示させてください。 

V. ブラウザ(IE)のメニューバーから、[ツール(T)]-[Sun の Java コンソール]を選択します。 

VI. 「x」（クラスローダキャッシュをクリア）を入力します。 

VII. 「f」（ファイナライズキューのオブジェクトをファイナライズ）を入力します。 

VIII. 「g」（ガーベージコレクト）を入力します。 

IX. コンソールウィンドウの[閉じる]ボタンをクリックします。 

※上記は、InternetExplorer6 での操作方法です。 

(f) [ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセスマスタメンテナンス]画面で検索系画面を呼び出せなかったり、「情

報バー」に関する警告メッセージが表示される事があります。こうした現象が発生した場合、以下に示すいずれか

の対処をしてください。 

I. InternetExplorer のメニューバーから [ツール(T)]-[ポップアップ ブロック(P)] を選択し、[ポップア

ップ ブロックを無効にする(B)] を選択する。 

II. InternetExplorer のメニューバーから [ツール(T)]-[ポップアップ ブロック(P)] を選択し、[ポップア

ップ ブロックの設定(P)... ]で本製品にアクセスするための URL を [特定の Web サイトのポップア

ップを許可] に設定する。 

(g) [ワークフロー]-[インポート／エキスポート]-[プロセス定義]画面でプロセス定義のインポートおよびエキスポートを

行なうには、Microsoft Office Excel が必要です。 

 

（５９） WebPlatform／AppFramework 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_attr_b 

b_m_account_b 

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_password_history 

b_m_access_controller_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_b 

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 
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（６１） １つのロケールに対して複数の文字エンコーディングを設定した場合、文字エンコーディングを変更しても JSP で作成され
た画面の文字エンコーディングは変更されません。JSP の場合は、ページディレククティブの定義内容にしたがって実行さ
れます。 

※ページディレクティブの一例 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS"pageEncoding="Windows-31J" %> 

 

（６２） 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）。 

 

（６３） XML プロセッサとして「Xerces」を利用する場合は、XSLT プロセッサを「Xalan」に入れ替える必要があります。なお、XML プ
ロセッサの実装を入れ替える場合は、その影響に関して十分に考慮してから実施してください。入れ替えた XML プロセッ
サの実装の問題で動作不良が発生した場合、弊社ではサポートできかねますので、予めご了承ください。 

（６４） 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。 

 

（６５） 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（2006 年 8 月 11 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）。 

 

（６６） IBM WebSphere と intra-mart AppFramework を組み合わせた環境で Curl 連携を行う場合、IBM WebSphere 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
（2006/8/11 現在））により、セッション連携ができないことがあります。 

 

（６７） 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。 

 

（６８） 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。 

 

（６９） 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。 

 

（７０） 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。 

 

（７１） 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]-[スクリプト開発モデル]-[勤怠管理] 

 [サンプル]-[スクリプト開発モデル]-[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]-[プレゼンテーションフレームワーク] 

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

 

（７２） ワークフローのサンプルプログラムはデータベースを使用します。 

 

（７３） 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。 

（７４） [サンプル]-[スクリプト開発モデル]-[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。 

 

（７５） [サンプル]-[ スクリプト開発モデル]-[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。 



Page.28 

(ア) 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 

(イ) 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） 

(ウ) 再デプロイ 

(エ) サーバ再起動 

 

（７６）  [サンプル]-[J2EE 開発モデル]-[チュートリアル]-[ファイル操作]は、日本語ファイル名での操作に対応していません。 

 

（７７） IM-FormatCreator Ver6.0 は、別インストーラとなっています。 

 

（７８） IM-FormatCreator については、IM-FormatCreator のリリースノートおよびマニュアル等をご参照ください。 

 

（７９） WebPlatform／AppFramework Ver6.0 では、IM-FormatCreator Ver5.x は動作いたしません。 

 

（８０） IM-SonicESB は、別インストーラとなっています。 

 

（８１） IM-SonicESB については、IM-SonicESB のリリースノートおよびマニュアル等をご参照ください 

 

（８２） Enterprise 版をご利用いただくには、「intra-mart WebPlatform／AppFramework V6.0」のインストール後、「intra-mart 
WebPlatform／AppFramework V6.0 パッチ１」を必ず適応してください。（パッチ１を適応しない場合、正常に処理が行なわ
れません。） 

 

（８３） 2006 年 10 月 30 日現在 IBM iSeries には対応しておりません。 

 

（８４） データベースに Microsoft SQL Server 2005 を使用する場合、「WebPlatform/AppFramework Ver.6.0 対応パッチ４」以上の
適応が必要です。 

 

（８５） 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。 

 

（８６） ブラウザに Microsoft Internet Explorer 7.0 を使用する場合、「WebPlatform/AppFramework Ver.6.0 対応パッチ４」以上の
適応が必要です。 

 

（８７） 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（2007/03/30 現在） 

 

（８８） 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、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（2007/03/30 現在） 

 

（８９） 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（2007/03/30 現在） 

 

（９０） 「Redhat （X Window System 未使用）+ JDK1.4」の環境において、Java 環境変数[-Djava.awt.headless=true]を設定しても
グラフィックスは有効にはなりません。 

 

（９１） Advanced 版および Enterprise 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（Advanced/Enterprise 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）。 

 

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/system-configurations.html�
http://support.microsoft.com/kb/933053�
http://support.microsoft.com/kb/932823/ja�
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（９２） リンク集をグローバルポータルに配置した場合は、表示設定で「メインページ」で開く設定をした場合でも、新規ウィンドウで
表示されます。 

 
（９３） ワークフローモジュールより送信されるテンプレートメール機能において使用されるメールアドレスは、ユーザプロファイルに

設定される「メールアドレス１」のみを使用します。「メールアドレス 2」は利用されません。 

 

（９４） ViewCreator 機能において、データ参照作成時（リスト集計）で「抽出条件」に同一カラムを複数設定することはできません。
同一カラムを複数設定する場合は、クエリ作成時の「抽出条件」で絞込みを行ってください。 
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7. これまでに判明している問題 

 

（１） 付属のマニュアル（チュートリアルガイド）等には IBM iSeries に対応している記述がありますが、IBM iSeries には対応してい
ません。マニュアル（チュートリアルガイド）等の誤記です。 

 

（２） 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。 

 

（３） ブラウザに Netscape を使用した場合、[ViewCreator] - [データ参照メンテナンス] - [データ参照一覧]画面で、「ポートレット
に追加」を使用することはできません。（パッチ１で対応済み） 

 

（４） [ViewCreator] - [クエリメンテナンス] - [クエリ編集] - [プレビュー]画面で、「日付型」に設定されたカラムのデータは表示さ
れません。（パッチ１で対応済み） 

 

（５）  [ViewCreator] - [データ参照メンテナンス] - [データ参照編集]画面で表示種別が“サマリ集計”の場合、表示カラム設定
の抽出条件に「下限値」と「上限値」を入力し、「以外」（チェックボックス）を使用することはできません（※”下限値”または”
上限値”の片方だけの場合は正常に処理されます。）。（パッチ１で対応済み） 

 

（６） [ViewCreator] - [データ参照メンテナンス] - [データ参照]画面で表示種別がクロス集計の場合、「CSV 出力」と「HTML 出
力」を使用することはできません。（パッチ１で対応済み） 

 

（７） [ViewCreator] - [データ参照メンテナンス] - [データ参照]画面で表示種別がクロス集計の場合、表示設定の「値」に数値
以外のカラムを設定することはできません。（パッチ１で対応済み） 

 

（８） データベースに Microsoft SQL Server 2005 を使用する場合、スクリプト開発モデルの下記の API が動作しません。 

・DatabaseManager#execStoredFunc() 

・DatabaseManager#execStoredProc() 
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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。 

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。  

 

本製品を使用する場合は、本製品に含まれる各ソフトウェアのライセンスについても同意したものとします。  

各ソフトウェアのライセンスについては、同封のライセンスシートをご参照ください。 

 

 

 

以上 
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9. 付録 画面イメージ 

 

9.1 画面デザイン 
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9.2 ViewCreator 
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9.3 メニューフレーム 
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9.4 マイメニュー 
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9.5 ロール別アカウント一覧 

 

 

 

 

 

9.6 ロール別メニュー一覧 
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9.7 アプリケーションロール設定 

 

 

 

 

 

9.8 アカウントライセンス設定 
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9.9 リンク集 
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9.10 ワークフロー 終了案件の状態表示 
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9.11 ワークフロー 一覧表示項目 
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9.12 ワークフロー 親プロセス表示 
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9.13 ワークフロー 実行時選択画面遷移（BPW） 

 

【ドキュメントワークフロー（標準）の画面遷移】 

 

 

 

 

 

 

【ドキュメントワークフロー（カスタム）の画面遷移】 

 

 

 

 

 

 

【BPW 画面遷移】 

 

 

 

 

 

【起票画面】 【実行時選択画面】 【申請画面】 

【起票画面】 【ユーザ作成画面】 

【起票画面】 【ユーザ作成画面】 
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