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1 はじめに 
 
本ドキュメントは、intra-mart WebPlatform／AppFramework Ver6.1 中国語コンテンツ(簡体字)のインストール手順について記述し

ています。  

 

1.1 用語解説 
 

intra-mart WebPlatform／AppFramework Ver6.1
中国語コンテンツ(簡体字) 

以下、IWP／AFW 中国語コンテンツと略します。 

intra-mart WebPlatform Ver6.1 以下、IWP と略します。 
intra-mart AppFramework Ver6.1 以下、AFW と略します。 
intra-mart DebugServer Ver6.1 intra-mart e-Builder で利用するデバッグ専用のサ

ーバです。 
以下、DS と略します。 

intra-mart Server Manager システム全体を管理するサーバです。 
以下、imSM と略します。 

intra-mart Service Platform サービスを起動するためのサーバ本体です。 
以下、imSP と略します。 

Application Runtime アプリケーションの実行エンジンです。 
以下、AppRuntime と略します。 

Resource Service スクリプト開発モデルのプログラムファイルを管理

するサービスです。 
以下、ResourceSrv と略します。 

Storage Service ファイルを管理するサービスです。 
以下、StorageSrv と略します。 

Web Server Connector WebServer との連携用モジュールです。 
以下、WSC と略します。 

intra-mart Administrator システム全体の状態を見るためのビューアです。 
以下、imAdmin と略します。 
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1.2 前提条件 
 
IWP／AFW 中国語コンテンツ をインストールするには以下の前提条件があります。  

 IWP／AFW のインストールが完了していること。 

 IWP／AFW の パッチ 5  が適用されていること。 

 IWP／AFW のサーバモジュールの文字コードが 「UTF-8」 で構築されていること。 

 IWP／AFW のウェブブラウザへ送信する文字コードが 「UTF-8」 で構築されていること。 

 
なお、IWP／AFW 中国語コンテンツのインストールは IWP／AFW の初期データインポートを行う前に完了してい

る必要があります。また、IWP／AFW 中国語コンテンツのインストール後に IWP／AFW のサンプルデータインポ

ートを行った場合、サンプルは中国語表記になります。（日本語サンプルは上書きされます） 

 
本製品をご利用になられる環境についても、事前に把握した上でインストールを開始してください。インストールに

際しては、下記の事項に関して事前にチェックすることを推奨します。  

 IWP／AFW サーバの構成  

 IWP／AFW をインストールしたディレクトリ  

 WSC をインストールしたディレクトリ 

 AppRuntime のコンテキストルート (標準は doc/imart)  

 ResourceSrv コンテンツのルートディレクトリ(標準は pages)  

 StorageSrv コンテンツのルートディレクトリ(標準は storage)  
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1.3 インストール対象モジュール 
 

1.3.1 intra-mart WebPlatform 
 

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 Web Server

Connector

Serialization Service
(サービス)

Schedule Service
(サービス)

Application Runtime
(サービス)

 
 

IWP は Server Manager、Service Platform、そして、Web Server Connector から構成されています。 

IWP／AFW 中国語コンテンツは、以下のモジュールに対してインストールを行います。 

 intra-mart Server Manager 

 Application Runtime 

 Resource Service 

 Storage Service 

 Web Server Connector 

 intra-mart Administrator 
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1.3.2 intra-mart AppFramework 
 

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 またはApplication Server

Serialization Service
(サービス)

Schedule Service
(サービス)

Application Runtime
(サービス)

 
 

AFW は Server Manager、および、Service Platform から構成されています。 

IWP／AFW 中国語コンテンツは、以下のモジュールに対してインストールを行います。 

 intra-mart Server Manager 

 Application Runtime 

 Resource Service 

 Storage Service 

 intra-mart Administrator 

 

1.3.3 intra-mart DebugServer 
 

デバッグサーバは、intra-mart e-Builder で利用するデバッグ専用のサーバです。（スタンドアロン環境限定） 

IWP／AFW 中国語コンテンツは、以下のモジュールに対してファイルのコピーを行います。 

 intra-mart Server Manager 

 Application Runtime 

 Resource Service 

 Storage Service 
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2 インストールの流れ 
 

以下の手順でインストールを行ってください。  

 

2.1 intra-mart WebPlatform／AppFramewrok のインストール 
 
参照 ページ 
3.1 intra-mart WebPlatform／AppFramewrokのインストール 6 

 

2.2 中国語コンテンツのインストール 
 
参照 ページ 
3.2  中国語コンテンツのインストール 7 
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3 インストール 
 

3.1 intra-mart WebPlatform／AppFramewrok のインストール 
 
IWP／AFW をインストールします。IWP／AFW のインストールに関しては、 

IWP／AFW に付属の「intra-mart WebPlatform／AppFramework インストールガイド」を参照してください。 

 
IWP／AFW パッチ 5 をインストールします。IWP／AFW パッチ 5 のインストールに関しては、 

付属の「readme.txt」を参照ください。 

 
なお、IWP／AFW のインストール時 および パッチ 5 のインストール時には、サーバモジュールの文字コード、お

よび、ウェブブラウザへ送信する文字コードに 「UTF-8」 を選択してください。 

 
また、IWP／AFW 中国語コンテンツのインストールが完了するまで、IWP／AFW の初期データインポート、およ

び、サンプルデータインポートは行わないでください。 

 
IWP／AFW のインストール時に、下記の事項に関してチェックすることを推奨します。  

 IWP／AFW サーバの構成  

 IWP／AFW をインストールしたディレクトリ  

 WSC をインストールしたディレクトリ 

 AppRuntime のコンテキストルート (標準は doc/imart)  

 ResourceSrv コンテンツのルートディレクトリ(標準は pages)  

 StorageSrv コンテンツのルートディレクトリ(標準は storage)  
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3.2 中国語コンテンツのインストール 
 

3.2.1 インストーラの起動と操作 

 
 
インストーラの起動および操作は以下のように行います。 

 
 Wiondows の場合 
1. java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 
2. エクスプローラで本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 
3. iwp_afw_zh_CN¥install ディレクトリへ移動します。 
4. setup.jar をダブルクリックし起動します。 
5. インストーラの画面が表示されます。 
6. 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 
7. 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 
8. インストールが開始されます。 

 
 Solaris 、Linux の場合 
1. java コマンドにパスが通っていることを確認します。 
2. コンソール画面で本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 
3. iwp_afw_zh_CN/install ディレクトリへ移動します。 
4. コンソールから java -jar ./setup.jar と入力します。 
5. インストーラの画面が表示されます。 
6. 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 
7. 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 
8. インストールが開始されます。 

 
なお、Solaris および Linux では、Xwindow が起動しているマシンでインストールする場合だけ、 

インストーラのウィンドウが表示されます。 

Xwindow が起動していない場合、コンソールでの対話形式でインストールを行います。 
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3.2.2 インストール方法 

3.2.2.1 注意事項 
 
インストールの際に必要となる、入力項目の注意点を説明します。 

 
（※１） JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ 

AppRuntime のコンテキストルートを意味します。 

標準は、IWP／AFW をインストールしたディレクトリの「/doc/imart」です。 

IWP／AFW インストール後に変更していなければ、初期値のままで先に進んでください。 

 
（※２） スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ 

ResourceSrv コンテンツのルートディレクトリを意味します。 

標準は、IWP／AFW をインストールしたディレクトリの「/pages」です。 

IWP／AFW インストール後に変更していなければ、初期値のままで先に進んでください。 

 
（※３） Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ 

StorageSrv コンテンツのルートディレクトリを意味します。 

標準は、IWP／AFW をインストールしたディレクトリの「/storage」です。 

IWP／AFW インストール後に変更していなければ、初期値のままで先に進んでください。 

 
（※４） サンプルをインストール 

中国語コンテンツのサンプルをインストールすると、サンプルは全て中国語表記になります。 

（日本語のサンプルが上書きされます） 
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3.2.2.2 IWP にインストール 

3.2.2.2.1 IWP をスタンドアロン型でインストールしている場合 

 
インストール手順は以下の通りです。 
項番 手順 入力 

1 
製品を選択してください 
( 1:intra-mart WebPlatform (Resin) 2:intra-mart WebPlatform (JBoss)  
3:intra-mart AppFramework     4:intra-mart DebugServer )? 

1 

2 製品の種類を選択してください 
(1:Standard 版 2:Advanced 版 3:Enterprise 版 )? 1 

3 サーバモジュールがインストールされている(ｙ/n)? ｙ 
4 ウェブサーバコネクタがインストールされている(ｙ/n)? ｙ 
5 IM-Administrator がインストールされている(y/n)? ｙ 

6 サーバモジュールのルートディレクトリを入力してください IWP をインストールしたディレクト

リをフルパスで入力してください

7 ウェブサーバコネクタのルートディレクトリを入力してください WSC をインストールしたディレク

トリをフルパスで入力してください

8 サーバモジュールの構成を選択してください 
(1:スタンドアロン環境を構築 2:分散環境を構築)? 1 

9 JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１） フルパスで入力してください 
10 スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２） フルパスで入力してください 
11 Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３） フルパスで入力してください 
12 サンプルをインストール(y/n)? （※４） ｎ 
13 この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

 
 Advanced 版 をインストールする場合は、「2：Advanced 版」 、Enterprise 版をインストールする場

合は「3：Enterprise 版」を項番２で選択してください。 

 項番７ は、項番 4 「ウェブサーバコネクタがインストールされている」が選択された場合に表示さ

れます。 
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(1) 「intra-mart WebPlatform」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(2) IWP の種類（Standard 版、または、Advanced 版、または、Enterprise）を選択して、[Next]ボタンをクリックしま

す。 

 
 

(3) インストール対象のモジュールを選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(4) IWP をインストールしたディレクトリ、および、WSC をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、 

[Next]ボタンをクリックします。 

 
※WSC のルートディレクトリに関する項目は、前画面で「ウェブサーバコネクタがインストールされている」を

選択した場合に表示されます。 
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(5) 「スタンドアロン環境を構築」を選択し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(6) 「JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１）」、 

「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２）」、 

「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(7) サンプルをインストールする場合はチェックボックスをチェックして、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 
(8) 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されます。 
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(9) インストールが完了するとダイアログが表示されます。 

 [OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してください。 
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3.2.2.2.2 IWP をネットワーク分散型でインストールしている場合 

 
以下のモジュールに対して、ここで説明する手順を繰り返し、インストールしてください。 

 intra-mart Server Manager 

 Application Runtime 

 Resource Service 

 Storage Service 

 Web Server Connector 

 intra-mart Administrator 

 
インストール手順は以下の通りです。 
項番 手順 入力 

1 
製品を選択してください 
( 1:intra-mart WebPlatform (Resin) 2:intra-mart WebPlatform (JBoss)  
3:intra-mart AppFramework     4:intra-mart DebugServer )? 

1 

2 製品の種類を選択してください 
(1:Standard 版 2:Advanced 版 3:Enterprise 版 )? 1 

3 サーバモジュールがインストールされている(ｙ/n)? ｙ 
4 ウェブサーバコネクタがインストールされている(ｙ/n)? ｙ 
5 IM-Administrator がインストールされている(y/n)? ｙ 

6 サーバモジュールのルートディレクトリを入力してください IWP をインストールしたディレクト

リをフルパスで入力してください

7 ウェブサーバコネクタのルートディレクトリを入力してください WSC をインストールしたディレク

トリをフルパスで入力してください

8 サーバモジュールの構成を選択してください 
(1:スタンドアロン環境を構築 2:分散環境を構築)? 2 

9 Server Manager コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 
10 Application Runtime コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 
11 Resource Service コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 
12 Storage Service コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 
13 JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１） フルパスで入力してください 
14 スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２） フルパスで入力してください 
15 Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３） フルパスで入力してください 
16 サンプルをインストール(y/n)? （※４） ｎ 
17 この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

 
 Advanced 版 をインストールする場合は、「2：Advanced 版」 、Enterprise 版をインストールする場

合は「3：Enterprise 版」を項番２で選択してください。 

 項番７ は、項番 4 「ウェブサーバコネクタがインストールされている」が選択された場合に表示さ

れます。 

 項番 13 は、項番 10 「Application Runtime コンテンツをインストール」が選択された場合に表示さ

れます。 

 項番 14 は、項番 11 「Resource Service コンテンツをインストール」が選択された場合に表示されま

す。 

 項番 15 は、項番 12 「Storage Service コンテンツをインストール」が選択された場合に表示されま

す。 

 



intra-mart 中国語コンテンツ（簡体字） インストールガイド

 

Page 14 Copyright 2000-2008 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 
(1) 「intra-mart WebPlatform」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(2) IWP の種類（Standard 版、または、Advanced 版、または、Enterprise 版）を選択して、[Next]ボタンをクリックし

ます。 

 
 

(3) インストール対象のモジュールを選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(4) IWP をインストールしたディレクトリ、および、WSC をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、 

[Next]ボタンをクリックします。 

 
※WSC のルートディレクトリに関する項目は、前画面で「ウェブサーバコネクタがインストールされている」を

選択した場合に表示されます。 
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(5) 「分散環境を構築」を選択し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(6) インストール対象を選択し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 
(ア) intra-mart Server Manager がインストールされている場合は、 

「Server Managerコンテンツをインストール」を選択して、(10)へ進んでください。 

(イ) Application Runtime がインストールされている場合は、 

「Application Runtimeコンテンツをインストール」を選択して、(7)へ進んでください。 

(ウ) Resource Service がインストールされている場合は、 

「Resource Serviceコンテンツをインストール」を選択して、(8)へ進んでください 

(エ) Storage Service がインストールされている場合は、 

「Storage Serviceコンテンツをインストール」を選択して、(9)へ進んでください 

 
(7) 「Application Runtime コンテンツをインストール」を選択した場合のみ： 

「JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 
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(8) 「Resource Service コンテンツをインストール」を選択した場合のみ： 

「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックしま

す。 

 
 

(9) 「Storage Service コンテンツをインストール」を選択した場合のみ： 

「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(10) サンプルをインストールする場合はチェックボックスをチェックして、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(11) 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されます。 
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(12) インストールが完了するとダイアログが表示されます。 

 [OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してください。 
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3.2.2.3 AFW にインストール 

3.2.2.3.1 AFW をスタンドアロン型でインストールしている場合 

 
インストール手順は以下の通りです。 
項番 手順 入力 

1 
製品を選択してください 
( 1:intra-mart WebPlatform (Resin) 2:intra-mart WebPlatform (JBoss) 
3:intra-mart AppFramework     4:intra-mart DebugServer )? 

3 

2 製品の種類を選択してください 
(1:Standard 版 2:Advanced 版 3:Enterprise 版 )? 1 

3 サーバモジュールがインストールされている(ｙ/n)? ｙ 
4 IM-Administrator がインストールされている(y/n)? ｙ 

5 サーバモジュールのルートディレクトリを入力してください AFW をインストールしたディレク

トリをフルパスで入力してください

6 サーバモジュールの構成を選択してください 
(1:スタンドアロン環境を構築 2:分散環境を構築)? 1 

7 JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１） フルパスで入力してください 
8 スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２） フルパスで入力してください 
9 Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３） フルパスで入力してください 

10 サンプルをインストール(y/n)? （※４） ｎ 
11 この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

 
 Advanced 版 をインストールする場合は、「2：Advanced 版」 、Enterprise 版をインストールする場

合は「3：Enterprise 版」を項番２で選択してください。 
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(1) 「AppFramework」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(2) AFW の種類（Standard 版、または、Advanced 版、または、Enterprise 版）を選択して、[Next]ボタンをクリッ

クします。 

 
 

(3) インストール対象のモジュールを選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(4) AFW をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 
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(5) 「スタンドアロン環境を構築」を選択し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(6) 「JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１）」、 

「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２）」、 

「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(7) サンプルをインストールする場合はチェックボックスをチェックして、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(8) 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されます。 
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(9) インストールが完了するとダイアログが表示されます。 

 [OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してください。 
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3.2.2.3.2 AFW をネットワーク分散型でインストールしている場合 

 
以下のモジュールに対して、ここで説明する手順を繰り返し、インストールしてください。 

 intra-mart Server Manager 

 Application Runtime 

 Resource Service 

 Storage Service 

 intra-mart Administrator 

 
インストール手順は以下の通りです。 
項番 手順 入力 

1 
製品を選択してください 
( 1:intra-mart WebPlatform (Resin) 2:intra-mart WebPlatform (JBoss) 
3:intra-mart AppFramework     4:intra-mart DebugServer )? 

3 

2 製品の種類を選択してください 
(1:Standard 版 2:Advanced 版 3:Enterprise 版 )? 1 

3 サーバモジュールがインストールされている(ｙ/n)? ｙ 
4 IM-Administrator がインストールされている(y/n)? ｙ 

5 サーバモジュールのルートディレクトリを入力してください AFW をインストールしたディレク

トリをフルパスで入力してください

6 サーバモジュールの構成を選択してください 
(1:スタンドアロン環境を構築 2:分散環境を構築)? 2 

7 Server Manager コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 
8 Application Runtime コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 
9 Resource Service コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 

10 Storage Service コンテンツをインストール(y/n)? ｙ 
11 JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１） フルパスで入力してください 
12 スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２） フルパスで入力してください 
13 Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３） フルパスで入力してください 
14 サンプルをインストール(y/n)? （※４） ｎ 
15 この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

 
 Advanced 版 をインストールする場合は、「2：Advanced 版」 、Enterprise 版をインストールする場

合は「3：Enterprise 版」を項番２で選択してください。 

 項番 11 は、項番 8 「Application Runtime コンテンツをインストール」が選択された場合に表示され

ます。 

 項番 12 は、項番 9 「Resource Service コンテンツをインストール」が選択された場合に表示されま

す。 

 項番 13 は、項番 10 「Storage Service コンテンツをインストール」が選択された場合に表示されま

す。 
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(1) 「AppFramework」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(2) AFW の種類（Standard 版、または、Advanced 版、または、Enterprise 版）を選択して、[Next]ボタンをクリッ

クします。 

 
 

(3) インストール対象のモジュールを選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(4) AFW をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 
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(5) 「分散環境を構築」を選択し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(6) インストール対象を選択し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 
(ア) intra-mart Server Manager がインストールされている場合は、 

「Server Managerコンテンツをインストール」を選択して、(10)へ進んでください。 

(イ) Application Runtime がインストールされている場合は、 

「Application Runtimeコンテンツをインストール」を選択して、(7)へ進んでください。 

(ウ) Resource Service がインストールされている場合は、 

「Resource Serviceコンテンツをインストール」を選択して、(8)へ進んでください 

(エ) Storage Service がインストールされている場合は、 

「Storage Serviceコンテンツをインストール」を選択して、(9)へ進んでください 

 
(7) 「Application Runtime コンテンツをインストール」を選択した場合のみ： 

「JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 
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(8) 「Resource Service コンテンツをインストール」を選択した場合のみ： 

「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックしま

す。 

 
 

(9) 「Storage Service コンテンツをインストール」を選択した場合のみ： 

「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(10) サンプルをインストールする場合はチェックボックスをチェックして、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(11) 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されます。 
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(12) インストールが完了するとダイアログが表示されます。 

 [OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してください。 
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3.2.2.4 DS にインストール 
 
インストール手順は以下の通りです。 
項番 手順 入力 

1 
製品を選択してください 
( 1:intra-mart WebPlatform (Resin) 2:intra-mart WebPlatform (JBoss)  
3:intra-mart AppFramework     4:intra-mart DebugServer )? 

4 

2 サーバモジュールのルートディレクトリを入力してください DS をインストールしたディレクトリ

をフルパスで入力してください 
3 JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１） フルパスで入力してください 
4 スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２） フルパスで入力してください 
5 Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３） フルパスで入力してください 
6 サンプルをインストール(y/n)? （※４） ｎ 
7 この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

 
(1) 「intra-martDebugServer」を選択して、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(2) DS をインストールしたディレクトリをフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(3) 「JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ （※１）」、 

「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ （※２）」、 

「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ （※３）」をフルパスで入力し、[Next]ボタンをクリックします。 
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(4) サンプルをインストールする場合はチェックボックスをチェックして、[Next]ボタンをクリックします。 

 
 

(5) 設定した内容を確認して間違いがなければ[OK]ボタンをクリックして下さい。インストールが開始されます。 

 
 

(6) インストールが完了するとダイアログが表示されます。 

 [OK]ボタンをクリックしインストーラを終了してください。 
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