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2008/2/5 第二版 

・移行の前提条件を追記しました。 

・データ移行の実施後作業にポータルの説明を追記しました。 

・データ移行の実施後作業にバッチの説明を追記しました。 

2008/2/29 第三版 

・データ移行の実施後作業にワークフロー連携設定の説明を追記しました。 

2008/4/30 第四版 

・移行手順の ver5.2 アンインストールについて説明を修正しました。 

2009/1/30 第五版 

・移行の前提条件を追記しました。 

・ver.5.2 のアンインストールファイルを修正しました。 

・後処理プログラムの移行について説明を修正しました。 
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1. はじめに 

本ドキュメントは、intra-mart EX 申請システム ver.5.2 から intra-mart EX 申請システム ver.5.3 に移行する手順

を記述しています。 

 

1.1 移行の概要 

intra-mart EX 申請システム ver.5.2 から intra-mart EX 申請システム ver.5.3 への移行は、大きく分けて８つの作

業が必要となります。 

 

１． intra-mart EX 申請システム ver.5.2 のパッチの適用 

２． intra-mart EX 申請システム ver.5.2 の関連情報のバックアップ 

３． intra-mart EX 申請システム ver.5.2 のアンインストール 

４． intra-mart EX 申請システム ver.5.3 のインストール 

５． intra-mart EX 申請システム ver.5.3 のパッチの適用 

６． ライセンスの登録 

７． ロール、メニュー、バッチ、ポータルの登録 

８． データベースのテーブルの移行 

９． ユーザデータの移行 

１０． データ移行の実施後作業 

 

このうち、１～6 はシステム全体に対し１回行いますが、7～10 についてはログイングループ毎に実行する必要が

ありますのでご注意ください。 

 

1.2 用語 

以下、本ドキュメントで使用する用語を定義します。 

 

intra-mart ベースモジュール（intra-mart WebPlatform 含む） 

以下、BM と略します。 

Application Runtime 

BM の基本動作サービスです。以下、imAR と略します。 

Web Server Connector 

HttpServer との連携用モジュールです。以下、WSC と略します。 

Server Manager 

BM のサービス監視サービスです。以下 imSM と略します。 

Resource Service 

BM のプログラム管理サービスです。以下、imRS と略します。 

Storage Service 

BM のファイル管理サービスです。以下、imSS と略します。 

intra-mart EX 申請システム v5.2 

以下、IM-EXv5.2 と略します。 

intra-mart EX 申請システム v5.3 

以下、IM-EXv5.3 と略します。 
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1.3 前提条件 

移行を実行する際、以下の前提条件があります。 

 

(1) 移行先のデータベース製品 

移行前(IM-EXv5.2)と移行先(IM-EXv5.3)のデータベース製品は同じものが対象となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

例） 

-------------------------------------------------- 

移行前(IM-EXv5.2)    

Oracle 

DB2 

SQL Server 

PostgreSQL 

-------------------------------------------------- 

⇒   移行先(IM-EXv5.3)

⇒   Oracle 

⇒   DB2 

⇒   SQL Server 

⇒   PostgreSQL 

(2) 移行先の intra-mart ベースモジュール製品 

移行前(IM-EXv5.2)と移行先(IM-EXv5.3)の intra-mart ベースモジュール製品は同じものが対象となります。 

 

(3) 移行先のテーブル名 

移行前(IM-EXv5.2)と移行先(IM-EXv5.3)で、ユーザが独自に作成したテーブル名のプレフィックスが EX_UD

から SEP_UD に変更となります。移行によりテーブル名の文字長制限（30 バイト）を超える場合は、現行のテ

ーブル名が 30 バイトでないか確認をしてください。30 バイトの場合は、IM-EXv5.2 のマニュアルを参照し、新

しいテーブルを作成しデータの移行を行った後に、様式マスタメンテの設定を修正してください。 

 

(4) 移行前の起票中の案件 

移行を行う前に、起票中の案件が存在した場合は、必ず 終承認まで処理を完了させてください。 

 

(5) パッチの適用 

IM-EXv5.2.7 以降の 新パッチを適用し、IM-EXv5.3 をインストール後は、データ移行の前に IM-EXv5.3.7 以

降の 新パッチを適用してください。 
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2. 移行手順 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 の移行手順について、以下に示します。 

 

2.1 intra-mart EX申請システム ver.5.2 のパッチ適用 

移行を実行する前に IM-EXv5.2.7 以降のパッチを適用してください。パッチの適用手順はパッチに付属のセット

アップ手順に沿ってください。 

 

2.2 intra-mart EX申請システム ver.5.2 の関連情報のバックアップ 

移行を実行する前に以下に示すデータのバックアップを行っておいてください。 

 

・ データベースのテーブル 

・ { imSS インストール先 } /gfs/ex 配下の全てのファイル 

 

2.3 intra-mart EX申請システム ver.5.2 のアンインストール 

 

以下に示すものについては移行対象データとなりますので絶対にアンインストールしないでください。アンイン

ストールすると正常に移行することができません。 

 

・ メニュー 

・ ロール 

・ データベースのテーブル 

・ { imSS インストール先 } /gfs/ex/ { グループ名のディレクトリ } 配下の全てのファイル 

 

 

以前にNTTデータ中国製品（SPRISTパッケージ製品）をインストールされていた方は以下のファイルを削除しな

いでください。 

・Application Runtime 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/gfs/common 以下全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/nttdc_gfs_common.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/gfs_log4j.xml 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/data-config-gfs_で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/event-config-gfs_で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/service-config-gfs_で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/MessageConfig_gfs_で始まる properties 全て 

 

 

(1) ファイルの削除 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させた後、以下の intra-mart の各サービスをインストールしている

各サーバにおいて以下のファイルを削除してください。 

 

・Server Manager 

  { imSM インストール先 } /licenses/im_exapply.iar 

・Web Server Connector 

  { WSC インストール先 } /gfs/ex 以下全て 
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・Application Runtime 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/gfs/ex 以下全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_exapply.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_exapply_bpw.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_exapply_bpw_entrycheck_addon.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_exapply_entrycheck_addon.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/jxl-2.6.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/data-config-gfsex で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/event-config-gfsex で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/service-config-gfsex で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/MessageConfig_gfsex で始まる properties 全て 

・Resource Service 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/first_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/first_last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/middle_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/pttn_after_disposal_bpw.js 

 

2.4 intra-mart EX申請システム ver.5.3 のインストール 

IM-EXv5.3 をインストールしてください。インストール手順については「インストールガイド」を参照してくだ

さい。 

※IM-EXv5.2 から移行を行う場合、一般ユーザ画面で行う以下の操作は行わないでください。 

メニュー – [ EX申請システム ] – [ システム ] – [初期データインポート]より初期データインポート・サンプ

ルデータインポートの処理。 

 

2.5 intra-mart EX申請システム ver.5.3 のパッチの適用 

以降の作業を行う前に IM-EXv5.3.1 以降のパッチを適用してください。パッチの適用手順はパッチに付属のセッ

トアップ手順に沿ってください。 

 

2.6 ライセンスの登録 

IM-EXv5.３のインストール直後は、試用版として動作していますので再度ライセンスの登録を行ってください。

ライセンスの登録手順については「インストールガイド」を参照してください。 

 

2.7 ロール、メニュー、バッチ、ポータルの登録 

 

(1) intra-mart システムにシステム管理者でログインします。 

(2) メニュー – [ライセンス]をクリックします。 

(3) EX 申請システム欄の「初期データインポート」で初期データを投入するログイングループを 

選択し「インポート」ボタンを押下すると、ロール・メニュー・バッチ・ポータルが登録されます。 
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2.8 データベースのテーブルの移行  

(1) グループ管理者でログインします。 

(2) メニュー – [ログイングループ管理] – [メニュー管理] – [メニュー設定]より以下のメニューに参

照可能な権限を登録してください。 

 

・ [ EX 申請システム ] – [ システム ] – [データ移行] 

 

(3) 一般ユーザでログインします。 

(4) メニュー – [ EX 申請システム ] – [ システム ] – [ データ移行 ]よりデータ移行画面を 

表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) データ移行を実行するデータベースの種類を選択してください。 

(6) データベースのデータ移行項目の「実行」ボタンをクリックします。 

(7) データベースのデータ移行が実行されます。 

 

※データベースのデータ移行では以下の内容を実行します。 

 ・IM-EXv5.2 のメニュー・ロール権限を IM-EXv5.3 へインポート 

 ・IM-EXv5.3 のテーブル作成、初期データのインポート 

 ・IM-EXv5.3 のテーブルへのデータのコピー 

 ・IM-EXv5.2 のテーブルを削除 

 

※データベースのデータ移行に失敗した場合、データベース接続設定を確認し再度実行してください。 

 

※データベースのデータ移行に失敗した場合、ユーザが独自に作成したEX_UDから始まるテーブル名の文字長が

制限（30 バイト）でないことを確認してください。（「1.3 前提条件(3) 移行先のテーブル名」参照）
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2.9 ユーザデータの移行 

(1) グループ管理者でログインします。 

(2) メニュー – [ログイングループ管理] – [メニュー管理] – [メニュー設定]より以下のメニューに参

照可能な権限を登録してください。 

 

・ [ EX 申請システム ] – [ システム ] – [データ移行] 

 

(3) 一般ユーザでログインします。 

(4) メニュー – [ EX 申請システム ] – [ システム ] – [ データ移行 ]よりデータ移行画面を 

表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ユーザデータ移行を実行するデータベースの種類を選択してください。 

(6) ユーザデータ移行項目の「実行」ボタンをクリックします。 

(7) ユーザデータのデータ移行が実行されます。 

 

※ユーザデータの移行では以下の内容を実行します。 

 ・IM-EXv5.2 で作成された EX_UD で始まるテーブルと Storage 配下のファイルを移行 

 

※IM-EXv5.3 から採番番号はユーザが作成するSEP_UDのテーブルで管理するようになりました。このため

IM-EXv5.2 ではEX申請システムの内部テーブルで管理していた採番番号を、SEP_UD_AUTO_NO_NOテーブルに定

義しこちらで管理を行うようにしてます。 

またIM-EX5.2 では、採番番号をExcelファイルに出力しなくてもEX申請システムの内部テーブルから採番番号の

表示が可能でしたが、IM-EXv5.3 からはSEP_UDテーブルで管理するようになりました。このため採番番号をExcel
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ファイルに出力しSEP_UDテーブルに登録する必要があります。 
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2.10 データ移行の実施後作業   

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、パッケージ名・データの構造・テーブル ID のプレフィックス・テンプレート

が変更となりました。これにより、データ移行を実施した後に以下の対応を行う必要があります。下記にデータ移

行の実施後作業を示します。 

 

(1) メンテナンス権限の付与 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、入力様式マスタメンテと出力様式マスタメンテで作成した様式をメンテナン

スするのに権限が必要となりました。移行後はメンテナンス権限を付与しておりませんので、EX 申請システム管

理者ロールを付与されているユーザで様式毎にメンテナンス権限を付与してください。 

 

(2) ワークフローと IM-EXv5.3 を連携させる為の設定見直し 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、パッケージ名やデータの構造が変更となりました。これに伴い、IM-EXv5.2

で利用していたワークフロープロセスは利用できません。ワークフローとEX申請システムを連携していた場合、

システム管理者マニュアルの「4.5 ワークフロー連携設定」をもとに IM-EXv5.3 用にプロセス定義を新規に追加

し、入力様式に設定しなおしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IM-EXv5.2 での設定内容    

（標準)コンテンツパス 

ページ種別：[J2EE FrameWork]ページ 

アプリケーション ID：gfsex_imart 

サービス ID：init_disposal_sid 

参照コンテンツパス 

ページ種別：[J2EE FrameWork]ページ 

アプリケーション ID：gfsex_imart 

サービス ID：indicate_particular_sid 

後処理の設定 

起票：/exapply/pttn_after_disposal_bpw 

第一承認：/exapply/ 

first_approval_after_disposal_bpw 

中間承認：/exapply/ 

middle_approval_after_disposal_bpw 

終承認：/exapply/ 

last_approval_after_disposal_bpw 

第一 終承認：/exapply/ 

first_last_approval_after_disposal_bpw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⇒        IM-EXv5.3 での設定内容 

（標準)コンテンツパス 

ページ種別：[J2EE FrameWork]ページ 

アプリケーション ID：sep_imart 

サービス ID：init_disposal_sid 

参照コンテンツパス 

ページ種別：[J2EE FrameWork]ページ 

アプリケーション ID：sep_imart 

サービス ID：indicate_particular_sid 

後処理の設定 

起票：/sprist/sep/pttn_after_disposal_bpw 

第一承認：/sprist/sep/ 

first_approval_after_disposal_bpw 

中間承認：/sprist/sep/ 

middle_approval_after_disposal_bpw 

終承認：/sprist/sep/ 

last_approval_after_disposal_bpw 

第一 終承認：/sprist/sep/ 

first_last_approval_after_disposal_bpw 
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(3) 後処理プログラムの移行 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、後処理プログラムのパスが変更となりました。 

移行前にワークフロープロセスの後処理に設定していた EX 申請システムの後処理パスは移行後の後処理パス

へと自動的に変更されます。 

（移行前） 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/first_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/first_last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/middle_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/exapply/pttn_after_disposal_bpw.js 

（移行後） 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/first_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/first_last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/middle_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/pttn_after_disposal_bpw.js 

 

{ imRS インストール先 } /product/src/exapply/配下に独自の後処理プログラムを保存していた場合も下記のよ

うにパスを変更しております。 

（移行前） 

 { imRS インストール先 } /product/src/exapply/独自後処理プログラム 

（移行前） 

 { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/独自後処理プログラム 

 

後処理パスを保存しているテーブルのみ変更を行っていますので、実際に/exapply/配下に独自後処理プログラ

ムを保存していた場合は、/sprist/sep/配下へ後処理プログラムを保存しなおす必要があります。 

また、独自後処理プログラム自体は、IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となりパッケージ名やデータの構造が変更と

なっております。これに伴い、独自後処理プログラムを作成していた場合、プログラミングガイドをもとに

IM-EXv5.3 用に変更する必要があります。 

 

(4) ユーザ独自設定のメニュー権限の移行 

IM-EXv5.3 からメニュー構成を変更しております。IM-EXv5.2 で提供しているメニューについては移行対象と

なりますが、ユーザが独自に作成されたメニューについては移行対象ではありません。そのため手動でメニュー

設定の訂正が必要となります。メニューの移行・訂正後は、グループ管理者にてログインし、メニュー – [ログイ

ングループ管理] – [メニュー管理] – [メニュー設定]から移行前(IM-EXv5.2)のメニューを削除してください。メニ

ューの名称は、初期データによりインストールされた場合のものです。メニュー設定において、メニューの名称

を変更していた場合は、該当するメニューを削除してください。 

 

・ EX 申請システム（IM-EXv5.2） 
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(5) ロールの見直し（任意） 

IM-EXv5.3 からロールの名称を変更しております。IM-EXv5.3 では、以下のロールが初期データインポートで

追加されますが、移行前(IM-EXv5.2)のロール（EX 申請システムユーザ：exapplyuser）もそのまま利用できます。 

・ EX 申請システム管理者（sepsuper） 

・ EX 申請システムユーザ（sepuser） 

EX 申請システムユーザ（sepuser）を利用しない場合は、メニュー – [ログイングループ管理] – [ロール設定]

から削除してください。 

 

(6) ポータルの再設定と旧ポータル情報の削除 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、パッケージ名やデータの構造が変更となりました。このため、IM-EXv5.2

で利用されていた EX 未申請一覧は利用できません。新規に以下のポータルが追加されます。 

グループ管理者にてログインし、メニュー – [ポータル] – [ポートレット]から移行前(IM-EXv5.2)の未申請一覧

を削除してください。グループポータルやグローバルポータルに設定している場合、新規に追加された移行先

(IM-EXv5.3)の未申請一覧と置き換えてください。また一般ユーザが、個々にポータルで移行前(IM-EXv5.2)の未申

請一覧を設定している場合も置き換えが必要です。一般ユーザが個々にログインし、メニュー– [ユーザ設定] – [ポ

ータル]にて移行先(IM-EXv5.3)の未申請一覧と置き換えてください。 

 

例）  

------------------------------------------------------ 

移行前(IM-EXv5.2)    

[EX 申請システム] 

EX 未申請一覧 

 

（アプリケーション ID： 

  gfsex_imart） 

（サービス ID： 

portal_init_disposal_sid） 

------------------------------------------------------ 

⇒   移行先(IM-EXv5.3) 

⇒   [EX 申請システム] 

EX 未申請一覧 

 

      （アプリケーション ID：

         sep_imart） 

（サービス ID： 

portal_init_disposal_sid）
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(7) 削除バッチの再設定と旧削除バッチ情報の削除 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、パッケージ名やデータの構造が変更となりました。このため、IM-EXv5.2

で利用されていた EX 申請システムデータ削除バッチは利用できません。新規に以下のバッチが追加されます。

バッチ実行時間の設定を IM-EXv5.3 へ反映後、グループ管理者にてログインし、メニュー – [ログイングループ

管理] – [バッチ設定]から移行前(IM-EXv5.2)の EX 申請システムデータ削除バッチを削除してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 様式フォーマットファイルの変更（任意） 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、多言語対応するために様式フォーマットファイルが変更されました。多言語

対応を利用されない方は移行後も以前の様式フォーマットファイルをそのまま利用することができます。多言語

対応される方は、移行後に、「操作説明書(システム管理者編)の 4.1 入力様式」を参考にしていただき、メニュー – 

[ EX 申請システム ] – [ テンプレート ] –[ 入力様式テンプレート ]をダウンロードし、新しい様式フォーマット

ファイルに差し替えてください。 

 

(9) テーブル設定シートの変更（旧テーブル設定シート利用時） 

IM-EXv5.2 から IM-EXv5.3 となり、テーブル ID のプレフィックスが変更されました。 

以下それぞれのテーブル ID を示します。 

IM-EXv5.2 で作成されるテーブル 

 

テーブル名（表示名） 住所変更届 

テーブル ID（物理名） EX_UD_CHANGE_ADDRESS

IM-EXv5.3 で作成されるテーブル 

 

テーブル名（表示名） 住所変更届 

テーブル ID（物理名）SEP_UD_CHANGE_ADDRESS

 

例） 

------------------------------------------------------ 

移行前(IM-EXv5.2)    

[EX 申請システム] 

EX 申請システム 

データ削除バッチ 

 

（バッチ ID： 

  ex_datadelete_batch） 

------------------------------------------------------ 

 

（バッチ ID： 

          sep_datadelete_batch） 

⇒   移行先(IM-EXv5.3) 

⇒   [EX 申請システム] 

EX 申請システム 

データ削除バッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 移行の際は、プレフィックスを EX から SEP に変更します。ただし事前にエクスポートしていたテーブル設定シ

ートを登録する場合は、移行後に、メニュー – [ EX 申請システム ] – [ テンプレート ] –[ テーブル設定シート ]

をダウンロードし、新しいテーブル設定シートに差し替えてください。 
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