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1 はじめに 

1.1 このインストールガイドについて 
このインストールガイドでは intra-mart AppFramework Version6.1(以下 intra-mart)と WebOTX 
Application Server V7.1（以下 WebOTX）との連携に必要な手順について説明します。intra-mart、お

よび WebOTX の設定、および操作方法については必ず intra-mart、WebOTX のマニュアルもそれぞ

れ参照してください。 
 

1.2 動作環境 
intra-mart と WebOTX と連携させるための動作環境は以下の通りです。 

OS Windows 2000 Server 

Windows Server 2003 

データベース Oracle 9i/10g 

DB2 UDB 8.2 

SQL Server 2000 

PostgreSQL 8.0 

JDK Sun JDK 1.4.2、5.0 

intra-mart 製品 intra-mart AppFramework Version 6.1 
IM-PDF デザイナー ver5.0 

IM-ワークフローデザイナー ver5.0 

IM-FormatCreator ver6.0 
イントラネット・スタートパック ver6.0 

アプリケーションサーバ WebOTX Application Server Web 

Edition Ver 7.1 

1.3 検証済み環境 
intra-mart Version 6.1 と WebOTX V7.1 は以下の環境で動作検証を行っています。 

OS Windows Server 2003 

データベース Oracle 10g 10.2.0 

JDK Sun JDK 1.5.0_12 

1.4 前提条件 
WebOTX 上で intra-mart を利用する際の前提条件を以下に記載します。 

 JDK のインストールが完了し、正常に動作していること 

 データベースのインストールが完了し、正常に動作していること 

 JDBC ドライバのインストールが完了していること 

 WebOTX のインストールが完了し、正常に動作していること 
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2 インストール 

2.1 準備 

2.1.1 サーバ構成 

2.1.1.1 サーバ構成図の作成 
サーバ構成図を作成することでインストールが分りやすくなるため、intra-mart のインストール前に、サーバ構成図

の作成をお勧めします。 

サーバ構成図には、各マシンの IP アドレスと、各 Service Platform のポート番号、Service Platform 上で運用する

各サービス名を明記します。 

サーバ構成図は「intra-mart WebPlatform／AppFramework Version 6.1 インストールガイド」の 「3.2.3 運用

マシン構成とインストール」を参考にしてください。 

 

2.1.2 JDBC ドライバのインストール 
intra-mart でデータベースを使用する場合は、JDBC ドライバのインストールが必要です。使用するデータベース

製品に合わせて JDBC ドライバを準備してください。 

このインストールガイドでは、例として Oracle 10g を使う場合について説明します。 

2.1.2.1 Oracle JDBC ドライバのインストール 
データベースに Oracle を使用する場合は、intra-mart、WebOTX を実行するサーバへ Oracle 10g に対応した

JDBC ドライバのインストールが必要です。 

すでにインストールされている場合は、この手順は省略してください。 

 
JDBC ドライバは Oracle がインストールされているサーバから ojdbc14.jar をコピーしてください。 

 

2.1.3 Java SDK のインストール 
サーバモジュールをインストールするコンピュータすべてにインストールします。 

すでにインストールされている場合は、この手順は省略してください。 

 

2.1.3.1 インストール前の注意点 

2.1.3.1.1 Oracle と Java SDK のインストール順序 

Oracle をインストールすると、Java SDK のバージョンが変わってしまう場合があります。 

必ず Oracle をインストールした後に、Java SDK をインストールしてください。 
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2.1.3.2 インストール手順 
(1) Java SDK をダウンロードします。 

Java SDK のインストーラは、サン・マイクロシステムズ社のサイトからダウンロードしてください。 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/ja/download.html   （2007 年 12 月 10 日現在） 

 
(2) ダウンロードしたインストーラから、インストールを行います。 

 インストールに関する詳細は、サン・マイクロシステムズ社のサイトを参照してください 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/ja/install-windows.html （2007 年 12 月 10 日現在） 

 
(3) Windows の環境変数にインストールした JDK のパスを設定してください。 

 
(4) コマンドプロンプトを起動し 「java -version」 と入力し、リターンキーを押します。 

 
(5) コマンドプロンプトにインストールした Java SDK のバージョン情報が表示されたら、インストールは成功で

す。 

 

2.1.4 WebOTX のインストール 
WebOTX のインストーラからインストールを実行してください。 

インストール直後の状態では、WebOTX は Windows のサービスから自動起動するようになっているため、OSの起

動時には intra-mart が推奨する順番どおりにサーバを起動できません。 

Windows のサービスに登録されている｢WebOTX AS Agent Service｣のスタートアップの種類を、｢手動｣に変更

してから intra-mart をインストールしてください。 

 
※ 詳細は WebOTX のマニュアルを参照してください。 
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2.2 intra-mart のインストール 

2.2.1 インストーラの起動と操作 
エクスプローラで intra-mart のインストーラが格納されているディレクトリへ移動してください。ディレクトリ内の

｢setup.bat｣をダブルクリックすると intra-mart のインストーラが起動します。 

 
 

2.2.2 インストール製品の選択 
WebOTX 上で intra-mart を稼動させるため、プルダウンメニューから｢intra-mart AppFramework｣を選択して

｢Next｣ボタンを押下してください。 
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2.2.3 製品の種類の選択 
｢Advanced 版｣を選択して Next を押下してください。標準では｢Standard 版｣が選択されています。 

 
 

2.2.4 インストールモジュールの選択 
インストールマシンにインストールするモジュールを選択します。 

 

2.2.5 JDK、およびインストール先の設定 
intra-mart を動作させるための JDK、および intra-mart のインストール先を設定します。共にフルパスを入力してく

ださい。 
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2.2.6 intra-mart の構成を選択 
intra-mart のインストール構成を選択します。intra-mart は全ての機能を 1 台のサーバへインストールするので、｢ス

タンドアロン環境を構築｣を選択してください。 

 
 

2.2.7 文字コードの設定 
intra-mart で使用する文字コードを設定します。サーバ OS は Windows のため、｢サーバモジュールの文字コード｣

は｢Windows-31J｣を選択してください。｢ウェブブラウザへ送信する文字コード｣はクライアントの環境に合わせて選

択してください。クライアントが全て Windows の場合は｢Shift_JIS｣でも問題ありません。 

 

2.2.8 マシンの IP アドレスの設定 
intra-mart をインストールするマシンの IP アドレスを指定します。既に OS に設定されている IP アドレスが表示され

ます。変更が必要な場合はこの画面で変更してください。 
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2.2.9 Server Manager が使用するポート番号の設定 
intra-martの各機能(Webアプリケーションも含む)がServer Managerと通信を行うためのポートを設定します。標準

では｢49152｣が指定されています。 

 
 

2.2.10 Service Platform の ID の設定 
intra-mart の Server Manager がマシン上の intra-mart の機能を管理するための ID を設定します。標準では

｢APP:(マシンの IP アドレス)｣となっています。 

 
 

2.2.11 Application Runtime の URL の設定 
WebOTX 上で稼動する intra-mart の Web アプリケーションの URL を指定します。URL のポート番号は、WebOTX

の Web サーバの HTTP ポート番号に合わせて変更してください。 
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2.2.12 サンプルのインストールの確認 
intra-mart のサンプルをインストールする場合はチェックを入れてください。 

 
 

2.2.13 Windows のスタートメニューへ登録するディレクトリの設定 
Windows のスタートメニューへ登録するためのディレクトリを設定します。特に問題が無い限り、既に表示されてい

る名称(intra-mart AppFramework Ver6.1)で問題ありません。 

 
 

2.2.14 構成の確認 
intra-mart のインストールを確認します。設定を修正する場合は｢Prev｣ボタンで該当の設定まで戻り、再度設定し

てください。そのままインストールを実行する場合は｢OK｣ボタンを押下してください。 
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2.2.15 インストールの終了 
以下の画面が表示されると intra-mart のインストールが完了しました。｢OK｣ボタンを押下して終了してください。 

 

2.2.16 intra-mart AppFramework のパッチを適用 
WebOTX 上で intra-mart をご利用頂く際には、intra-mart AppFramework Patch2 以上を適用する必要があります。

intra-mart のインストール後、引き続き以下の手順に従って Patch を適用して下さい。パッチの詳細については

Readme を確認して下さい。 

 

2.2.16.1 Patch の入手 
Patch を以下から入手して下さい。 

http://www.intra-mart.jp/developer/index.html 

2.2.16.2 Patch の解凍 
入手した圧縮ファイルを一時作業用ディレクトリ等に解凍して下さい。 

2.2.16.3 Patch の適用 
コマンドプロンプト画面で Patch を展開したディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行してインストーラを起動して

下さい。 

java –jar .¥setup.jar 

インストーラの画面では、インストール製品、インストール先等を入力する画面が表示されますが、intra-mart をイ

ンストール際の内容を選択/入力して下さい。 

2.2.17 WAR ファイルの作成 
WebOTX に配備する WAR ファイルを作成します。intra-mart では WAR ファイル作成のためのコマンドが用意さ

れています。以下の手順により WAR ファイルを作成してください。 

コマンドプロンプト画面で intra-mart をインストールしたディレクトリ配下の bin ディレクトリ (例:c:¥imart¥bin)へ移動

します。 

以下のコマンドを実行して WAR ファイルを作成します。 
zippack –o <WAR ファイル名> <コンテキストルートパス> 
[例] 
zippack –o ..¥imart.war ..¥doc¥imart 

2.2.18 intra-mart 製品のインストール 
intra-mart AppFramework をインストール後、必要に応じて intra-mart エクステンションモジュール、アプリケーショ

ンシリーズをインストールしてください。 

これらの製品のインストール方法の詳細は、各製品のインストールマニュアルを参照してください。 

これらの製品をインストールした後、再度warファイルを作成する必要があります。「2.2.17 WARファイルの作成」

に従い、warファイルを作成してください。 

 

http://www.intra-mart.jp/developer/index.html
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2.3 WebOTX の設定 
この章では、WebOTX への JDBC ドライバの登録、およびセキュリティポリシーの設定について説明します。 

以下、intra-mart を配備する WebOTX ドメインを「domain1」とします。 

ドメイン名は実際の環境に合わせて変更してください。 

2.3.1 JDBC ドライバの設定 
使用するデータベースの JDBC ドライバを「<WebOTX_HOME>¥domains¥domain1¥lib¥ext」にコピーしてく

ださい。（<WebOTX_HOME>は WebOTX をインストールしたディレクトリです。） 

2.3.2 文字エンコーディングの設定 
2 バイト文字の文字化けを防止するために、以下の設定を行います。 

2.3.2.1 HTTP リスナの特定 
設定を行う前に、以下のコマンドを実行し、Web コンテナが連携している Web サーバと通信を行う HTTP リスナを

特定します。 
otxadmin> get --user <ユーザ名> --password <パスワード>  

--port <ドメインの管理ポート番号> --host <ホスト名> 
server.http-service.virtual-server.server.http-listeners 

[例] 
otxadmin> get --user admin --password adminadmin 

--port 6212 --host localhost 
server.http-service.virtual-server.server.http-listeners 

※ 実際には 1 行で実行してください。 

表示された結果の中から、「server.http-service.virtual-server.server.http-listeners」

の結果を確認し、Web サーバと通信を行う Web コンテナの HTTP リスナを確認して下さい。結果の出力例は以下

の通りです。 
[例]Web サーバと連携する Web コンテナの HTTP リスナが「ajp-listener-1」の場合 

otxadmin> get --user admin --password adminadmin 
--port 6212 --host localhost 
server.http-service.virtual-server.server.http-listeners 

server.http-service.virtual-server.server.http-listeners = ajp-listener-1 

 

2.3.2.2 HTTP リスナへ設定を適用 
以下のコマンドを実行して、URI のパラメータをエンコードするように指定します。この設定により、2 バイト文字の

文字化けを防止します。 
otxadmin> get --user <ユーザ名> --password <パスワード>  

--port <ドメインの管理ポート番号> --host <ホスト名> 
server.http-service.http-listener.http-listener-name.property.use-body-encoding-for-uri 

=true 

[例] 
otxadmin> get --user admin --password adminadmin 

--port 6212 --host localhost 
server.http-service.http-listener.http-listener-name.property.use-body-encoding-for-uri 

=true 

※ 実際には 1 行で実行してください。 
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2.3.3 セキュリティポリシーの設定 
WebOTX に対して intra-mart の動作に必要なセキュリティポリシーを設定します。 

セキュリティポリシーの設定は、「<WebOTX_HOME>¥domains¥domain1¥config¥server.policy」を以

下の通りに修正して下さい。 

 

・・・ 

// Basic set of required permissions granted to all remaining code 

grant { 

permission java.lang.RuntimePermission "createClassLoader"; 
permission java.lang.RuntimePermission "setContextClassLoader"; 
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", 
"read,write,delete,execute"; 
permission java.security.SecurityPermission "getPolicy"; 
permission java.lang.RuntimePermission "getProtectionDomain"; 

・・・ 

} 

・・・ 

※ ｢permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read,write,delete,execute"; ｣は、既存の設定に｢ delete 、

execute｣のみを改行せずに追加してください。 

2.3.4 ドメインの再起動 
JDBC ドライバ、およびセキュリティポリシの設定を反映させるためにドメインを再起動してください。 

ドメインの停止と開始の方法は「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参照元が見つかりません。」を参照

してください。 
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2.4 JDBC データソースの登録 
intra-mart と WebOTX に対して JDBC データソースを登録するための手順について説明します。WebOTX に対

するデータソースを登録する方法はいくつかありますが、このインストールガイドでは WebOTX 運用管理コマンド

を利用した登録方法について説明します。WebOTX 運用管理コマンドの詳細は WebOTX のマニュアルを参照し

てください。 

 
※ JDBC データソースの登録は、一度だけ行えばよい作業です。配備作業毎に行う必要はありません。 

2.4.1 WebOTX への JDBC データソースの登録 
WebOTXのDataSourceの設定は必ずWebOTXのドメインが起動している状態で行ってください。ドメインの動作状

況の確認、および起動については「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参照元が見つかりません。」を

参照してください。 

 
(1) 接続先のデータベース、および設定するデータソースに関して以下について確認してください。 

属性名 説明 

JNDI サーバへの登録名 JNDI サーバへ登録するための名前を設定します。 

データソースの種類 使用する JDBC ドライバベンダが提供するインターフェースの種類を設定します。

最小プールサイズ 常時保持するデータソースのプールサイズを指定します。 

データベース名 データベースへ接続するための文字列を設定します。 

ユーザ名 データベースに接続するためのユーザ名を設定します。 

パスワード データベースに接続するためのパスワードを設定します。 

JTA 連携の有無 
2 フェーズコミットを使用しない場合は｢false｣に、使用する場合は｢true｣に変更しま

す。 

 
(2) WebOTX 運用管理コマンドで JDBC データソースを JNDI へ登録します。 

otxadmin> create-jdbc-datasource --user <ユーザ名> --password <パスワード> 
--port <ドメインの管理ポート番号> --host <ホスト名> 
--dataSourceType <データソースの種類> 
--jdbcMajorVersion <JDBC ドライバのメジャーバージョン> 
–-useJTA=<true、false のどちらか> 
--jdbcUserName <データベースのユーザ名> 
--jdbcPassword <データベースのパスワード> 
--dataSourceName <データベース名> <JNDI サーバへの登録名> 

[例] 
otxadmin> create-jdbc-datasource --user admin --password adminadmin 

--port 6212 --host localhost 
--dataSourceType JDBCEX_Oracle 
--jdbcMajorVersion 2 –-useJTA=false 
--jdbcUserName scott --jdbcPassword tiger 
--dataSourceName "jdbc:oracle:thin:@hostname:1521:ORCL" 
jdbc/MyOracle 

※ 実際には 1 行で実行してください。 

※ 各引数の詳細は、WebOTX マニュアルの「運用管理コマンドリファレンスマニュアル」－「1. 運用管理エージェント運用

管理コマンド」の "create-jdbc-datasource" を参照してください。 
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2.4.2 intra-mart への JDBC データソースの登録 
intra-mart に JDBC データソースを参照するための設定を行います。 

intra-mart を イ ン ス ト ー ル し た デ ィ レ ク ト リ 配 下 の conf デ ィ レ ク ト リ に 含 ま れ る 「 data-source.xml 」 （ 例 ：

C:¥imart¥conf¥data-source.xml）を以下の通りに修正してください。 

<data-Source> 
 <system-data-source> 
  <connect-id>default</connect-id> 
  <resource-ref-name>java:comp/env/<JNDI サーバへの登録名></resource-ref-name>
 </system-data-source> 
 <group-data-source> 
  <login-group-id>default</login-group-id> 
  <resource-ref-name>java:comp/env/<JNDI サーバへの登録名></resource-ref-name>
 </group-data-source> 
</data-Source> 
[例] 
<data-Source> 
 <system-data-source> 
  <connect-id>default</connect-id> 
  <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/MyOracle</resource-ref-name> 
 </system-data-source> 
 <group-data-source> 
  <login-group-id>default</login-group-id> 
  <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/MyOracle</resource-ref-name> 
 </group-data-source> 
</data-Source> 
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2.5 WAR ファイルの設定 
WAR ファイルを WebOTX へ配備する前に、データソースを参照するための設定を WAR ファイルに行います。

WAR ファイルへのデータソースの設定は WebOTX 配備ツールを使って設定します。 

 

2.5.1 WebOTX 配備ツールの起動 
WebOTX 配備ツールを起動します。配備ツールは Windows のスタートメニューから｢WebOTX｣-｢配備ツール｣を

起動してください。 
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2.5.2 WAR ファイルの読み込み 
WebOTX 配備ツールに WAR ファイルを読み込みます。画面上部のフォルダのアイコンを押下すると、WAR ファ

イルの選択画面が表示されますので、この画面で設定を行う WAR ファイルを選択してください。 

 
 

 
 
読み込み時に下図のようなメッセージが表示されますが、そのまま｢はい｣ボタンを押下してください。 

 

配備する war ファイルを選択
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2.5.3 WAR ファイルへの JDBC データソースの設定 
ここで設定する内容は以下の通りです。 

属性名 設定内容 

コード化名 
「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参照元が見つかり

ません。」で設定したデータソースのJNDIサーバへの登録名 

タイプ javax.sql.DataSource（既定値） 

認証 Container（既定値） 

共有可能 チェック（既定値） 

JNDI 名 
「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参照元が見つかり

ません。」で設定したデータソースのJNDIサーバへの登録名 

ユーザ名 設定不要 

パスワード 設定不要 

 
WARファイルを読み込んだ後、｢リソース参照｣タブを表示してデータソースの追加を行います。｢追加｣ボタンを押

下して上記の設定内容を追加してください。 

 
 
設定例） 

JDBC データソースを「jdbc/MyOracle」という名前で、JNDI サーバへ登録した場合の設定例です。 

属性名 設定内容 

コード化名 jdbc/MyOracle 

JNDI 名 jdbc/MyOracle 
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2.5.4 WAR ファイルの保存 
設定した WAR ファイルを保存します。画面上部のフロッピーディスクのアイコンを押下すると、WAR ファイルが上

書き保存されます。 
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2.6 WAR ファイルの配備 
WAR ファイルを WebOTX へ配備するための手順を説明します。配備ツールからもそのまま配備できますが、ここ

では運用管理コマンドによる配備について説明します。 

この作業を行う前に、以下の作業が終了していることを確認してください。 

 intra-mart AppFramework がインストールされていること 

 WAR ファイルが作成されていること 

 WebOTX Application Server がインストールされていること 

 DataSourceの設定が完了していること 

「2.4.1 エラー! 参照元が見つかりません。」 を参照 

 WAR ファイルが配備されていないこと （配備されている場合、配備解除すること） 

 
これらの作業が終了している環境で、WAR ファイルの配備を行います。 

 

(1) intra-mart AppFrameworkのすべてのサーバを起動します。 

【重要】 Server Managerが起動していないと、配備が成功しません。 

（Server Managerの起動については「3 起動と停止」 を参照してください。） 

(2) WebOTX 運用管理コマンドで WAR ファイルを配備します。 

 
otxadmin> deploy --user <ユーザ名> --password <パスワード> 

--host <ホスト名> --port <ポート番号> <WAR ファイルのパス> 
[例] 
otxadmin> deploy --user admin --password adminadmin 

--host localhost --port 6212  C:¥¥imart¥¥imart.war 

※ 実際には一行で実行してください。 
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3 起動と停止 

3.1 起動と停止の順番について 
起動順を守らなくてもサーバ動作に支障はありませんが、Application Runtime が動作する WebOTX の起動時に、

ネットワークエラーが発生することがあります（ネットワークエラーがエラーログに記録されます）。 

 
サーバの起動順 （推奨） 

(1) Server Manager 
(2) WebOTX（全 Service Platform） 

 
サーバの停止順 （推奨） 

(1) WebOTX（全 Service Platform） 

(2) Server Manager  

 

3.2 Server Manager の起動・停止方法 
Windows でインストールを行うと、スターとメニューに Server manager を起動するメニューが追加されます。こちら

から Server Manager を起動して下さい。 

 
 [スタートメニュー]-[すべてのプログラム]-[intra-mart AppFramework Ver6.1] の 

    intra-mart Server Manager 

 
各サーバの起動メニューの実体は、以下のバッチファイルです。 

Server Manager ： %サーバをインストールしたパス%\bin\manager.bat 

 
通常では、各.bat ファイルを編集する必要はありませんが 

各サーバの起動コマンドを変更したい場合は、各サーバ用の.bat ファイルを編集してください。 

 
Server Manager は、コマンドプロンプト上に[Server-Manager started offer of service] というメッセージが表示さ

れれば起動完了です。 

 
停止させるときは、コマンドプロンプト上で ［Ctrl+C］ キーを押してください。 

 

3.3 WebOTX の起動・停止方法 
Application Runtime は WebOTX 上で起動します。Application Runtime を起動する場合、あらかじめ Server 

Manager が起動されている必要があります。 

ここでは WebOTX 運用管理コマンドによる WebOTX の起動・停止の方法について説明します。WebOTX 運用管

理コマンドの詳細は WebOTX のマニュアルを確認してください。 
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3.3.1 WebOTX の動作状況の確認方法 
以下の WebOTX 運用管理コマンドにより WebOTX ドメインの動作状況を確認できます。 

otxadmin> list-domains 

ドメイン（この場合「domain1」）が停止している場合は結果が以下の様に出力されます。 

otxadmin> list-domains 
List of domains: 
domain1 not running 

また、ドメインが起動している場合は結果が以下の様に出力されます。 

otxadmin> list-domains  
List of domains: 
domain1 running 

 

3.3.2 WebOTX の起動方法 
以下のコマンドを入力すると WebOTX のドメインが起動します。 

otxadmin> start-domain domain1 

※ ｢domain1｣は実際の WebOTX ドメイン合わせて変更してください。 

 

3.3.3 WebOTX の停止方法 
以下のコマンドを入力すると WebOTX のドメインが停止します。 

otxadmin> stop-domain domain1 

※ ｢domain1｣は実際の WebOTX のドメイン名に合わせて変更してください。 
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4 WAR ファイルの配備解除 

4.1 配備解除コマンドの実行 
配備解除を実行するため、以下のコマンドを実行してください。 

WebOTXドメインが起動している状態で、配備解除コマンドを実行してください。WebOTXの動作状況の確認は、

「3.3.1 WebOTXの動作状況の確認方法」を参照してください。WebOTXを起動する場合は、「3.3.2 WebOTXの

起動方法」を参照してください。 
otxadmin> undeploy –user <ユーザ名> --password <パスワード> 

--host <ホスト名> --port <ポート番号> <配備解除するコンポーネント名> 
[例] 
otxadmin> undeploy --user admin --password adminadmin 

--host localhost --port 6212  imart 

※ 実際には一行で実行してください。 

 

4.2 ドメインの停止 
配備解除にWebOTXを停止してください。WebOTXの停止については、「3.3.3 WebOTXの停止方法」を参照して

ください。 

 

4.3 WAR ファイルが展開されたディレクトリの削除 
WebOTX の停止後、「<WebOTX_HOME>¥domains¥domain1¥applications¥j2ee-module」配下の

WAR ファイルが展開されたディレクトリを削除してください。 

[例] 

WAR ファイルの名前が「 imart.war」の場合、配備された WAR ファイルは以下のディレクトリとなります。

「<WebOTX_HOME>¥domains¥domain1¥applications¥j2ee-module¥imart」 
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5 注意事項 
最新版のパッチ、標準修正では、それまでに判明した intra-mart、WebOTX における不具合が修正されています。

そのため、必ず intra-mart、および WebOTX の最新版のパッチ、および標準修正を適用して下さい。 

このインストールガイドでは intra-mart、WebOTX のマニュアル、リリースノート／リリースメモに含まれる注意事項、

制限事項に従います。インストールの前には必ずこれらの注意事項、制限事項のご確認をお願いします。 
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