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＜＜ 変更履歴 ＞＞ 

変更年月日 変更内容 

2007/12/28 初版 

2008/01/31 第二版 

3.4.1 「インストーラの起動と操作方法」 へモジュールの種類について注意事項を追記 

2008/02/19 第三版 

4.5 「メニュー」 追加・変更方法を追記 

2008/02/19 第三版 

4.5 「メニュー」 追加・変更方法を追記 

2008/04/04 第四版 

4.2 初期データの登録(ログイングループ毎)へ index 作成方法を追記 

2008/05/21 第五版 

4.2 初期データの登録(ログイングループ毎)へイントラネット・スタートパック（共通）初期データ登録の

注意点を追記 

2008/07/25 第六版 

4.2 初期データの登録(ログイングループ毎)へ PostgreSQL 使用時のエラーメッセージを追記 

2009/01/16 第七版 

3.7 データベース接続の設定 Microsoft SQL Server 使用時の注意事項を追記 

5.2ISP との連携手順で誤植を修正 

2009/06/30 第八版 

8 アンインストール方法 記載順序と誤植を修正 

2009/12/25 第九版 

3.7 初期化ファイルの設定(startpack.ini)の誤植を修正 

3.7 初期化ファイルの設定(startpack.ini)に項目を追加 

3.8 初期化ファイルの設定(webmail.ini)に項目を追加 

5.2 ISP との連携手順で誤植を修正 

2012/07/06 第 10 版 

3.6 Web サーバが Apache 2 の場合 設定不要であるため削除。以下番号修正 

3.9 初期化ファイルの設定(startpack.ini) 

3.10 初期化ファイルの設定(webmail.ini)の初期値、説明の修正 

4.6 注意事項 ログイングループ削除時の注意事項を追記 

12.1 注意 注意事項を追加 
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1 はじめに 

本ドキュメントは、イントラネット・スタートパックのインストール手順と初期起動の方法について記述しています。 

イントラネット・スタートパックをインストールするには、大きく分けて４つの作業が必要です。 

 

1. サーバへのファイルのインストール 

2. 初期化ファイルの設定変更 

3. ライセンスの登録 

4. 初期データ（メニュー・ロール・デフォルトユーザ・データベース構築など）の登録 

 

このうち、1.～3.はシステム全体に対し１回行いますが、4.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。 

 
【用語】 

intra-mart イントラネット・スタートパック 

以下、ISP と略します。 

intra-mart WebPlatform 

以下、IWP と略します。 
intra-mart AppFramework 
以下、AFW と略します。 
intra-mart Server Manager 
IWP のサービス監視サービスです。以下、imSM と略します。 
intra-mart Application Runtime 
IWP の基本動作サービスです。以下、imAR と略します。 
intra-mart Resource Service 
IWP のプログラム管理サービスです。以下、imRS と略します。 
intra-mart Storage Service 
IWP のファイル管理サービスです。以下、imSS と略します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 前提条件 
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ISP ver6.1 をインストールするためには、以下の前提条件があります。 

 IWP ver6.1 または AFW ver6.1 が正常に動作していること。 
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3 インストール手順 

3.1 インストールの注意点 

3.1.1 IWP ver6.1 とISP ver6.1 を同時にインストールする場合 

・必ず IWP の初期データインポートを行った後に ISP のインストールを行って下さい。 

（万が一 IWP と ISP の初期データインポートを同時に行ってしまうとコンソール画面とエラーログにエラーメッセージが 

出力されますが、投入されたデータに問題はありません） 

3.1.2 ISP ver6.0 が入っている環境にインストールする場合 

・一度アンインストールしてからインストールして下さい。 

・データの移行が必要な場合は「移行ガイド」を参照して下さい。 

3.1.3 ISP ver6.1 インストール後の注意 

・ISP ver6.1 の初期データインポートが完了するまで、IWP での会社・組織、パブリックグループ、ロールの追加、更

新、削除は行わないようにして下さい。 

（万が一 ISP ver6.1 の初期データインポートが完了する前に上記処理を行ってしまうと、更新処理が正常に動作しま

せん） 

 

3.2 サーバへのJavaMail 1.4 のインストール 
WebMail 及び掲示板メール投稿機能において SMTP サーバや IMAP4 サーバ・POP3 サーバへの接続送受信に必要となる

Sun Microsystems, Inc が提供する Java API です。 

IWP ver6.1 をインストール時に上記のライブラリもインストールされます。 

IWP のインストールガイド「3.7 JavaMail および JAF(Javabeans Activation Framework)について」をご参照ください。 

3.3 サーバへのJAF 1.1 のインストール 
データの種類 (MIME タイプ)に 応じて適切な JavaBeans を呼び出すための Sun Microsystems, Inc が提供する Java API

です。 

IWP ver6.1 をインストール時に上記のライブラリもインストールされます。 

IWP のインストールガイド「3.7 JavaMail および JAF(Javabeans Activation Framework)について」をご参照ください。 

 

3.4 サーバへのイントラネット・スタートパックのインストール 
ISP のインストーラは、intra-mart システムの各サービスに必要なファイルを対話形式で選択しコピーします。ISP では

WebServerConnector、Server Manager、Application Runtime、Resource Service、Storage Service に対しファイルのコピーを

行います。それ以外のサービスに対してファイルをインストールすることはありません。 

WebServerConnector とそれぞれのサービスを別マシンで運用している場合には、それぞれのマシンでインストーラを実行

する必要があります。WEB サーバのラウンドロビン機能を使用している場合は、すべての WEB サーバに対しインストールく

ださい。 

3.4.1 インストーラの起動と操作方法 

インストーラでは以下の項目を入力します。 

 IWP/AFW のインストールタイプ 

 サーバで使用する文字コード 

 インストールするプログラムの種類 
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・ WebServerConnector  

・ Server Manager 

・ Application Runtime 

・ Resource Service 

・ Storeage Service 

 プログラムをインストールするディレクトリ 

 

また、インストーラの起動及び操作方法は以下の通りです。 

 

  Windows の場合 

1. エクスプローラで本リリースの CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

2. startpack¥install に移動します。 

3. setup.bat をダブルクリックし起動します。 

4. インストーラの画面が表示されます。 

5. まず IWP/AFW をインストールした時のタイプを選択します。IWP/AFW をインストールした時に選択したインス

トールタイプを選択してください。 

6. 次に、文字コードを設定します。IWP/AFW で設定した文字コードと同じ文字コードを選択してください。 

7. IWP をインストールした時のルートディレクトリを選択してください。 

8. （5.で Custom を選択した場合、） そのサーバに入っているモジュールの種類（WebServerConnector、Server 

Manager、Application Runtime、Resource Service、Storage Service）を選択してください。 

※HTTP サーバの構成で intra-mart HTTP サーバを使用する場合、ApplicationRuntime をインストール 

したサーバに対して WebServerConnector をインストールする必要があります。 

9. それぞれのサーバをインストールした時のルートパスを設定してください。デフォルトでは以下のようになってい

ます。 

WebServerConnector の場合：7.で設定したパス/doc/imart 

※カスタム型を選択し、かつ intra-mart HTTP サーバを使用する場合は、 

ApplicationRuntime を設定したパス/doc/imart 

imAR のの場合：7.で設定したパス 

imRS の場合：7.で設定したパス/pages/product/src 

imSS の場合：7.で設定したパス/storage 

10.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） 

11.インストールが開始されます。 

 

  Solaris 、Linux の場合 

1. コンソール画面で本リリースの CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

2. startpack/install に移動します。 

3. コンソールから java -cp ./ setup_isp.jar setup –con と入力します。 

X-Window を利用する場合は、起動コマンドに-con の入力は行わないでください。 

4. インストーラの画面が表示されます。 

5. まず IWP をインストールした時のタイプを選択します。IWP をインストールした時に選択したインストールタイプ

を選択してください。 

6. 次に、文字コードを設定します。IWP/AFW で設定した文字コードと同じ文字コードを選択してください。 

7. IWP/AFW をインストールした時のルートディレクトリを選択してください。 

8. （5.で Custom を選択した場合、） そのサーバに入っているモジュールの種類（WebServerConnector、Server 

Manager、Application Runtime、Resource Service、Storage Service）を選択してください。 

※HTTP サーバの構成で intra-mart HTTP サーバを使用する場合、ApplicationRuntime をインストール 
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したサーバに対して WebServerConnector をインストールする必要があります。 

9. それぞれのサーバをインストールした時のルートパスを設定してください。デフォルトでは、以下のようになって

います。 

WebServerConnector の場合：7.で設定したパス/doc/imart 

※カスタム型を選択し、かつ intra-mart HTTP サーバを使用する場合は、 

ApplicationRuntime を設定したパス/doc/imart 

imAR のコンテキストルートの場合：7.で設定したパス/doc/imart 

imRS の場合：7.で設定したパス/pages/product/src 

imSS の場合：7.で設定したパス/storage 

10.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） 

11.インストールが開始されます。 

 

※なお、Solaris、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(起動コマンドに-con を付けないで下さい)。また、telnet などを利用してリモートクライアントからイ

ンストールすることも可能です。 

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

 

※ 注意： WebServerConnector インストール時の文字コードと、ウェブブラウザへ送信する文字コードの設定が

異なる場合、以下のようにマニュアルの文字コードを変換する必要があります。 

 

EUC 環境に EUC で WebServerConnector にモジュールをインストールした場合で、IWP の設定ファイル 

imart.xml の client-charset が SJIS または Windows31-J の場合、メニューからマニュアルを開くと CSJS エラー 

となります。この場合、マニュアルを SJIS または Windwos31-J に変換する必要があります 

（改行コードは CR+LF）。 

マニュアルは、WebServerConnector ルート/doc/imart/startpack/manual フォルダの全てのファイルです。 

 

3.4.2 intra-martの再起動 

ISP を認識するため、intra-mart システムのサービスをすべて再起動してください。 

3.5 WebApplication Serverへの登録 (AppFramework版の場合) 
ISP を AppFramework に対してインストールするためには、imart.war ファイルを再作成して WebApplication Server に

対して再デプロイする必要があります。 

 

3.5.1 imart.warファイルの再作成 

ISP の イ ン ス ト ー ル が 完 了 し た あ と に 、 (%AppFramework の イ ン ス ト ー ル パ ス %)/bin の 下 に あ る

zippack.bat(Windows の場合)または zippack.sh(Solaris、redhat の場合)を起動してください。-o オプションで指定さ

れたディレクトリに、imart.war が再作成されます。 

 

3.5.2 WebApplication Serverへの再デプロイ 

3.5.1で作成したimart.warをWebApplication Serverに再デプロイします。デプロイの方法は、AppFramework・イン

ストールガイドの「3.5.1 節 WebSphereの設定」(WebSphereの場合)および「3.5.2 節 WebLogicの設定」(WebLogic)

の場合を参照してください。その際、DataSourceやJDBCドライバの設定もやり直す必要があります。 
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3.6 データベース接続設定 
ISP をインストールするためには、使用するログイングループ毎にデータベースへの接続が行える必要があります。デー

タベースへの接続設定の方法については、IWP・アドミニストレータ・カイド（admin_guide_v61.pdf）及び IWP・インストー

ルガイド(install_guide_v61.pdf)を参照してください。 

※DB2 への接続の際には初期データインポートを行う前に”表スペース”の作成及び拡張を行う必要があります。 

詳細は当ガイド「10 付録A DB2 表スペース作成及び拡張方法」をご参照下さい。 

※ Microsoft SQL Server 利用の際には照合順序を設定し、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 。 ま た 、 文 字 コ ー ド を  「 UNICODE 」  で 運 用 し て い る 場 合 、 <% Storage Service の

root %>/isp_sfa_com/data/basic/配下 、<% Storage Service の root %>/startpack/data/basic/配下 にある SQL ファイル

内のカラム型 「VARCHAR」 を「NVARCHAR」 に変更してください。 

さ ら に 、 <% Storage Service の root %>/isp_sfa_com/data/basic/ 配 下  に あ る isp_ddl_com.sql フ ァ イ ル の

ispm_address_item_mng、ispm_paddress_item_mng テーブル定義に関して、いずれのテーブルとも grouping_cls_cd カ

ラム、item カラムのサイズを 255 から 128 へ変更してください。 

 

3.7 ライセンスの登録 
インストール直後は、試用版として動作しています。試用版は、６０日の使用期限が設定されています。 

ライセンスをご購入いただいている場合には、ライセンス登録画面にて、ライセンスの登録をして頂く必要があります。 

下記の手順で、ライセンスの登録を行って下さい。 

１：intra-mart のすべてのサーバモジュールが停止している事を確認します。 

２：ライセンサを起動します。 

< Server Manager のルート>/bin/tools/licedit.bat (UNIX の場合は licedit.sh) 

３：メニューから２を入力して、ライセンスキーを登録します。 

４：正常に登録されると、登録されたライセンスが表示されます。 

５：メニューから３を入力してライセンサを終了します。 

６：ライセンスの登録に失敗した場合 

入力したキーが正しいか確認して、間違っていた場合には、正しいキーを入力した上で、再度登録ボタンをクリックして

下さい。 

何回登録処理をしても、ライセンス登録ができない場合には、インストールが失敗している可能性があります。 

７：ライセンスの登録に成功した場合 

ライセンス登録が完了したら、すべてのサーバモジュールを再起動します。 

すべてのサーバモジュールを再起動する事で、登録したライセンス情報が有効になり、試用版の制限がなくなります。 
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3.8 初期化ファイルの設定(startpack.ini) 
ISP では以下の項目を初期化ファイル(startpack.ini）で設定することが可能です。運用開始前に設定を行ってください。 

初期化ファイルを変更した場合には、intra-mart システムの再起動が必要です。 

 

設定ファイルは以下の場所にあります 

Resource Service インストールフォルダ/pages/product/src/startpack/startpack.ini 

設定内容は以下の通りです。 

項目名称 初期値 説明 

スタートパック共通 

CSV_EXPLAIN_MARK 空欄 CSV出力時の説明データの改行コード変換文字列 

空欄または任意の文字列を指定します。 

CATEGORY_NUM_MAX 30 アプリケーション用ツリーのTOPフォルダ表示件数の上限値

TREE_CATEGORY_NUM_MAX 30 組織用ツリーのTOPフォルダ表示件数の上限値 

CSV_SEPARATOR ,(カンマ) CSV出力時の区切り文字 

（,=カンマ区切り,TAB=タブ区切り,左記以外=任意文字列区切

り） 

SEARCH_TYPE 1 検索方法の環境設定 

・1:前方一致(デフォルト) 

・2:部分一致 

STARTPACK_FILE_UPLOAD_SAVE_TYPE id ファイルのサーバへの保存タイプ 

仮想ファイル名（ID）で保存する場合：id 

ファイルサーバに実ファイル名で保存する場合：空欄 

MAIL_URL_USE OFF メールにURLを表示 

（ON=URLを表示する,OFF=URLを表示しない） 

PAGING_BEFORE_NUMBER_OF_LINE 5 １画面中のページング最大表示数(表示ページより前方) 

PAGING_AFTER_NUMBER_OF_LINE 5 １画面中のページング最大表示数(表示ページより後方) 

SAVE_SAME_NAME_FILE OFF ファイル添付機能で同名ファイルの保存可能/不可能の設定

(ON=可能,OFF=不可能) 

FILE_SORT_TYPE DESC ファイル添付機能で降順/昇順の設定 

(ASC=昇順,DESC=降順) 

EDIT_PROFILE_FLG OFF ユーザプロファイル情報の変更をユーザ自身が変更可能/変

更不可能かの設定 

(ON=可能,OFF=不可能) 

スケジュール管理 

SCHEDULE_BATCH_DELETE_LIMIT 3 過去データ削除対象設定（指定＝3の場合、３ヶ月以上過去

のデータを削除） 

バッチ「スケジュールデータ削除」設定を有効にする必要があ

ります。 

※必ず値を設定してください。区分コードで削除バッチに関す

る設定値が登録されてない、かつこの値を設定しない場合は

バッチ実行日当日を含む以前のデータが削除されます。 

SCHEDULE_DISP_TODO 15 個人スケジュール画面のToDo表示件数 

SCHEDULE_DISP_SEAT 10 個人スケジュール画面の伝言メモ表示件数 
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SCHEDULE_SENDMAIL ON スケジュール機能でメール送信機能を 

使用する／しないの指定 

ON=メールを送信する,OFF=送信しない 

SCHEDULE_USER_MAIL ON スケジュール毎メール通知設定 ON=有効,OFF=無効 

SCHEDULE_APPLICATION_LOCK_TIME_OU

T 

10 スケジュール/施設 新規登録で登録更新処理時に行うアプリ

ケーションロックのセッションタイムアウト秒数 

SCHEDULE_GROUP_DISP_MAX_SIZE 設定なし スケジュールのグループ（週、日）画面のユーザ表示件数 

SCHEDULE_INS_DISP_MAX_SIZE 設定なし スケジュールの施設（日、週）画面の施設表示件数 

ToDo管理 

TODO_BATCH_DELETE_LIMIT 3 過去データ削除対象設定（指定＝3の場合、３ヶ月以上過去

のデータを削除） 

バッチ「TODOリストデータ削除」設定を有効にする必要があり

ます。 

※必ず値を設定してください。区分コードで削除バッチに関す

る設定値が登録されてない、かつこの値を設定しない場合は

バッチ実行日当日を含む以前のデータが削除されます。 

TODO_NUMBER_OF_LINE 10 ToDoリストの１ページ表示件数 

SND_NUMBER_OF_LINE 10 依頼リストの１ページ表示件数 

MSG_NUMBER_OF_LINE 10 ToDo通知リストの１ページ表示件数 

掲示板 

NOTICE_BATCH_DELETE_LIMIT 3 過去データ削除対象設定（指定＝3の場合、３ヶ月以上過去

のデータを削除） 

バッチ「掲示板データ削除」設定を有効にする必要がありま

す。 

※必ず値を設定してください。区分コードで削除バッチに関す

る設定値が登録されてない、かつこの値を設定しない場合は

バッチ実行日当日を含む以前のデータが削除されます。 

NOTICE_NUMBER_OF_LINE2 10 掲示板情報検索一覧の１ページ表示件数 

NOTICE_INSERT_MAIL_HOST 空欄 投稿用メールサーバホストの指定（掲示板メール投稿機能を

利用の場合） 

NOTICE_INSERT_MAIL_PORT 空欄 投稿用メールサーバポートの指定（掲示板メール投稿機能を

利用の場合） 

NOTICE_INSERT_MAIL_PROTOCOL 空欄 投稿用メールプロトコルの指定（掲示板メール投稿機能を利

用の場合） 

POP3またはIMAPを指定する。 

NOTICE_USE_BY_MAIL OFF メールによる掲示板投稿機能の使用不使用設定 

 ON=使用 

 OFF=不使用 

NOTICE_SEND_MAIL_ADDRESS 空欄 メールによる掲示板投稿時、エラーメールを送信するアドレス

NOTICE_CONTENT_OF_LINE 250 掲示板情報内容の表示文字数 

電子会議室※ 

CONFERENCE_BATCH_DELETE_LIMIT 3 過去データ削除対象設定（指定＝3の場合、３ヶ月以上過去

のデータを削除） 

バッチ「電子会議室データ削除」設定を有効にする必要があり

ます。 
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※必ず値を設定してください。区分コードで削除バッチに関す

る設定値が登録されてない、かつこの値を設定しない場合は

バッチ実行日当日を含む以前のデータが削除されます。 

MEETING_NUMBER_OF_LINE 10 電子会議室ツリー表示、1ページ表示スレッド件数 

MEETING_NUMBER_OF_LINE2 20 電子会議室新着順表示、１ページ表示件数 

MEETING_CONTENT_OF_LINE 250 電子会議室情報内容の表示文字数 

住所録 

ADDRESS_NUMBER_OF_LINE 10 一覧の1ページ表示件数 

配信設定 

DELIVERIED_MEMBER_MAX 30 未読既読表示ユーザ上限数 

USER_SEARCH_MAX_LENGTH 設定なし ユーザ検索結果の最大検索件数を設定 

コミュニティ※ 

COMMUNITY_NUMBER_OF_LINE 10 一覧の1ページ表示件数 

COMMUNITY_NUMBER_OF_HORIZON 4 マイコミュニティ横方向表示件数 

COMMUNITY_MAX_PICTURE_SIZE 500000 コミュニティ画像の最大サイズ(500K) 

COMMUNITY_PICTURE_EXTENSION gif|jpg|jpeg|

png 

コミュニティ画像許容拡張子 

COMMUNITY_NO_IMAGE startpack/f

sroot/noim

age/commu

nity.gif 

コミュニティ画像指定なし時の表示画像 

マスタメンテナンス 

MASTER_SDLDEL_NUMBER_OF_LINE 10 スケジュール一括削除マスタメンテナンス一覧の1ページ表示

件数 

MASTER_TODODEL_NUMBER_OF_LINE 10 ToDo一括削除マスタメンテナンス一覧の1ページ表示件数 

MASTER_SFA_NUMBER_OF_LINE 10 顧客名(SFA)マスタメンテナンス一覧の1ページ表示件数 

営業日報 

BSN_SDL_NUMBER_OF_LINE 10 営業日報一覧の1ページ表示件数 

BSN_RCV_NUMBER_OF_LINE 10 受信日報一覧の1ページ表示件数 

BSN_MNT_NUMBER_OF_LINE 10 管理日報一覧の1ページ表示件数 

BSN_NEW_NUMBER_OF_LINE 10 営業日報下書き一覧の1ページ表示件数 

ドキュメント管理※ 

DOCUMENT_SEARCH_OF_LINE 20 ドキュメント管理 検索結果一覧の1ページ表示件数 

ポートレット 

PORTLET_FAVORITE_DELIVERY_LINE_DEF

AULT 

10 (初期値)お気に入り配信 最大表示件数 

PORTLET_TODAY_SCHEDULE_LINE_DEFA

ULT 

10 (初期値)今日の予定 最大表示件数 

PORTLET_TODO_LINE_DEFAULT 10 (初期値)ToDo通知 最大表示件数 

PORTLET_BUSINESS_COMMENT_LINE_DE

FAULT 

10 (初期値)新着上司コメント 最大表示件数 

PORTLET_BUSINESS_DELIVERY_LINE_DEF

AULT 

10 (初期値)新着営業日報一覧 最大表示件数 

PORTLET_NEW_DELIVERY_LINE_DEFAULT 10 (初期値)新着配信情報 最大表示件数 

PORTLET_NEW_COMMUNITY_LINE_DEFAU

LT※ 

10 (初期値)新着コミュニティ情報 最大表示件数 
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PORTLET_TODO_LIST_LINE_DEFAULT 10 (初期値)ToDo一覧情報 最大表示件数 

PORTLET_MEMO_LINE_DEFAULT 10 (初期値)伝言メモ一覧情報 最大表示件数 

PORTLET_BLOG_LATEST_CATEGORIZED_

ARTICLES_LINE_DEFAULT 

10 (初期値)注目カテゴリ最新記事情報 最大表示件数 

PORTLET_BLOG_LATEST_FRIEND_ARTICL

ES_LINE_DEFAULT 

10 (初期値)フレンド最新記事情報 最大表示件数 

PORTLET_BLOG_NEW_MESSAGES_LINE_D

EFAULT 

10 (初期値)新着メッセージ表示情報 最大表示件数 

モバイル 

MOBILE_DISPLAY_MAX_WIDTH 18 モバイル画面 表示文字数(半角) 

 

MOBILE_SCHEDULE_MAX_NUMBER_OF_RE

SERVES 

15 スケジュール/施設 一覧画面 最大表示件数 

MOBILE_SCHEDULE_MAX_NUMBER_OF_GR

OUP_USERS 

30 スケジュール グループの予定画面 最大表示ユーザ数 

(ログインユーザを除く) 

MOBILE_SCHEDULE_MAX_NUMBER_OF_FA

CILITIES 

20 施設情報 施設情報画面 最大表示施設数 

MOBILE_TODO_MAX_NUMBER_OF_RESERV

ES 

15 ToDo 一覧画面 最大表示件数 

MOBILE_TODO_MAX_NUMBER_OF_MEMOS 15 伝言メモ 一覧画面 最大表示件数 

MOBILE_ADDRESS_MAX_NUMBER_OF_PER

SONAL_ADDRESSES 

30 個人住所録 検索結果画面 最大表示件数 

MOBILE_WEBMAIL_MAX_NUMBER_OF_RECI

EVE_MAILS 

30 WebMail メール一覧画面 最大表示件数 

MOBILE_WEBMAIL_MAX_NUMBER_OF_DIST

INATIONS 

30 WebMail 送信先一覧画面 最大表示件数 

ブログ 

BLOG_BUILDING_FRIENDLY_RELATIONS_A

UTOMATICALLY 

OFF プロフィール登録時の自動フレンド登録設定 

・ON :プロフィール登録を行った時点で全てのユーザがマイフ

レンドに追加される 

・OFF:フレンド登録には個人間の申請・承認/否認行為が必

要(デフォルト) 

BLOG_BATCH_DELETE_ACCESS_EACH_DA

Y_LIMIT 

10 ブログ記事日別アクセス件数削除対象設定(単位:日) 

（例  指定＝10、バッチ起動日＝9/11の場合:9/1より前のデ

ータを削除） 

バッチ「ブログ記事日別アクセス件数削除」設定を有効にする

必要があります。 

※「アクセスランキング(週間ランキング)」画面では、7日間前

までの日別アクセス数を使用しているため、当値は7以上を設

定してください。 

BLOG_BATCH_DELETE_ARTICLE_LIMIT 12 ブログ記事削除対象設定(単位:月) 

（例  指定＝12、バッチ起動日＝2007/9/11の場合:記事更新

日が2006/9/11より前の記事データ(付属情報含む)を削除） 

バッチ「ブログ記事削除」設定を有効にする必要があります。

BLOG_BATCH_DELETE_MESSAGE_LIMIT 3 ブログメッセージ削除対象設定(単位:月) 

（例  指定＝3、バッチ起動日＝9/11の場合:6/11より前に送
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信されたメッセージを削除） 

バッチ「ブログメッセージ削除」設定を有効にする必要があり

ます。 

BLOG_SYSTEM_MAIL_SENDER intra-mart@

system 

ブログ機能からユーザに対してメール通知(随時/定期)が行

われる際のメールアドレス(FROM) 

BLOG_PICTURE_MAX_SIZE 500 全般 写真・画像 登録可能最大サイズ(単位:KB) 

BLOG_PROFILE_DEFAULT_PICTURE startpack/f

sroot/noim

age/blog_pr

ofile.gif 

ブログプロフィール画像指定なしの場合のデフォルト表示画

像 

BLOG_PROFILE_WORD_BREAK OFF ブログプロフィール得意分野/自己紹介の英単語強制改行 

ON : 英単語のみの、枠をはみ出すような長い単語を強制的

に改行 

OFF : ブラウザの動作(長い英単語は改行しない)のまま動作

BLOG_TIME_UNTIL_ACCESS_HISOTRY_UP

DATE 

5 ブログ記事のアクセス後、次にアクセス履歴が更新されるま

での必要時間(単位:分) 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_LATEST_ARTICL

ES 

3 ブログホーム画面 最新記事 最大表示件数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_LATEST_CATEG

ORIZED_ARTICLES 

2 ブログホーム画面 注目カテゴリ記事 最大表示件数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_LATEST_FRIEND_

ARTICLES 

3 ブログホーム画面 フレンド最新記事 最大表示件数 

BLOG_MAX_LENGTH_OF_ARTICLE_TITLE 20 ブログホーム画面 記事タイトル 最大表示文字数 

BLOG_MAX_LENGTH_OF_SELF_INTRODUC

TION 

100 一覧画面共通 自己紹介 最大表示文字数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_MESSAGES 20 メッセージ一覧画面 メッセージ 最大表示件数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_RANKING 30 アクセスランキング画面 記事 最大表示件数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_ACCESS_HISTOR

Y 

30 記事アクセス履歴画面 履歴 最大表示件数 

BLOG_KEEPING_DAYS_OF_ACCESS_HISTO

RY 

10 記事アクセス履歴 履歴保持日数(バッチ処理で使用) 

BLOG_PERIOD_OF_ARTICLE_ARCHIVES 12 記事一覧画面 過去の記事 表示期間(システム月を含む指

定ヶ月分を表示) 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_LATEST_COMME

NTS 

10 記事一覧画面 最新コメント 最大表示件数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_ARTICLES 20 記事一覧画面 記事 最大表示件数 

BLOG_MAX_LENGTH_OF_ARTICLE_CONTE

NTS 

100 記事一覧画面 記事内容 最大表示文字数 

BLOG_MAX_LENGTH_OF_LATEST_COMME

NTS 

10 記事一覧画面 最新コメント 最大表示文字数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_BLOG_MEMBERS 30 ブログメンバー一覧表示 メンバー 最大表示数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_SEARCHED_ARTI

CLES 

30 記事検索結果一覧画面 記事 最大表示件数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_MANAGED_ARTI

CLES 

30 記事管理画面 記事 最大表示件数 

BLOG_MAX_NUMBER_OF_MASTER_CATEG 10 ブログカテゴリマスタメンテナンス画面 カテゴリ 最大表示件
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ORY 数 
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3.9  初期化ファイルの設定(webmail.ini) 
WebMail では以下の項目を初期化ファイル(webmail.ini)で設定することが可能です。 

運用開始前に設定を行ってください。 

初期化ファイルを変更した場合には、intra-mart システムの再起動が必要です。 

 

設定ファイルは以下の場所にあります 

Resource Service インストールフォルダ/pages/product/src/startpack/ webmail /webmail.ini 

設定内容は以下の通りです。 

 項目名称 初期値 説明 

ウェブメール初期設定ファイル 

WML_ATTACH_COUNT 3 添付ファイルの個数制限 

WML_ATTACH_MAX 3145728 添付ファイルの容量制限(byte) 

半角数字を指定してください。 

WBM_ADV_SEARCH_NUM 3 絞込み検索画面 絞込み検索の日付デフォルト値 

デフォルト開始日は終了日により3ヶ月前の日付を設定する。

WM_MAX_ADDRESS_HISTORY 20 送信画面 アドレス履歴表示最大数 

WM_MAX_PERSONAL_ADDRESS 20 送信画面 表示アドレスの最大数 

WEBMAIL_SEARCH_AMOUNT 50 メール一覧画面 検索メール表示最大数 

WEBMAIL_DISP_AMOUNT_MAIL 10,20,30 個人設定画面 メール一覧表示件数設定 

WEBMAIL_ACCOUNT_NUM_MAX 10 管理者画面 検索ユーザー表示最大数 

WM_IMAP_SOCKET_TIMEOUT 設定なし IMAP4サーバに対するソケットタイムアウト時間 

WM_POP3_SOCKET_TIMEOUT 設定なし POP3サーバに対するソケットタイムアウト時間 

WM_IMAP_CONNECTION_TIMEOUT 設定なし IMAP4サーバに対するコネクションタイムアウト時間 

WM_POP3_CONNECTION_TIMEOUT 設定なし POP3サーバに対するコネクションタイムアウト時間 

WM_MAX_CONNECTION_ENABLE OFF 受信サーバに対する最大同時接続数設定有無 

WM_MAX_CONNECTION 50 受信サーバに対する最大同時接続数 

WM_ATTACHMENT_YIELD_ENABLE false 添付ファイル受信時に大きなファイルを受け取った場合、受信

処理を一時中断して、CPUリソースを解放するかどうかのフラ

グおよび設定 

WM_ATTACHMENT_YIELD_COUNT 1048576 指定されたバイト数受け取ったときにいったん、処理を一時中

断する。 

WEBMAIL_DEBUG_MODE OFF メールサーバのデバッグモード 

WM_DRAFT_NUMBER_OF_LINE 20 下書き一覧画面 下書きメール表示最大数 

WEBMAIL_HTMLENCODING_UTF8 ON HTMLファイルのencodingをUTF-8設定 

ONの場合、HTMLのHTMLファイルのencodingをUTF-8設定

する 

OFF の場合、HTML ファイルのencoding をインストーラの

encodingで表示する 
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4 イントラネット･スタートパックの起動 

4.1 intra-martの再起動 
ISP を認識するため、intra-mart システムのサービスをすべて再起動してください。 

intra-mart システム全体を再起動することで同時に ISP も起動されます。 

 

4.2 初期データの登録(ログイングループ毎) 
 

ISP を使用する際に必要な基本データ（メニュー・ロール・ユーザ・メッセージ・バッチ設定・データベーステーブル定義・

データベース初期データ）を登録します。 

 

 

 

 

 

  

システム管理者でログインを行い、メニューの[システム設定]-[ライセンス]をクリックします。 

 

 

 

イントラネット・スタートパック（共通）の欄とイントラネット・スタートパックの欄の[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て「インポート」ボタンを押下すると、基本データがすべて登録されます。（登録には少

し時間がかかります。） 

※ご使用の DB によって以下のエラーメッセージが intra-mart Service Platform のコンソール及び IWP インストール

ディレクトリ/log/stderr.log に出力されてしまいますがエラーではありませんのでご了承下さい。 

DB2 の場合： SQLCODE: -204, SQLSTATE: 42704, SQLERRMC: ○○○.ISPWRKT_ATTEND 

oracle の場合：ORA-00942: table or view does not exist 

sqlserver の場合：オブジェクト名 'ispwrkt_attend' は無効です。 

PostgreSQL の場合：ERROR: relation "ispwrkt_attend" does not exist 

※”record_user_cd カラムにnullを入れることはできません”といった内容のDBエラーが発生する場合があります（エラ

ーメッセージはDBにより異なります）。その場合の対処法は当ガイド「12.1 注意」をご参照下さい。 

注意 ： SFA をインストールしている環境に ISP をインストールした場合 

１． 初期データインポートについて 

イントラネット・スタートパック（共通）の欄の[初期データインポート]は行わずに営業支援システムの欄の

[初期データインポート]のみ行って下さい。 
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※本パッチにおいて、パフォーマンスを向上するための INDEX (動作確認は Oracle のみです)を用意しております。 

投入方法については、下記ファイルの内容(SQL 文)を SQL Plus などのツールで実行してください。 

 storage/startpack/data/basic/isp_index.sql 

 

 

4.3 サンプルデータの登録(ログイングループ毎) 
 

ISP を使用する際に必要なサンプルデータ（メニュー・ロール・ユーザ・データベースサンプルデータ）を登録します。 

サンプルデータを投入するには[サンプルデータインポート]でログイングループを選択して「インポート」ボタンを押下し

ます。（必ず初期データインポートを行った後に実行して下さい。） 

※ サンプルデータの内容については、当ガイド「１1 付録B サンプルデータについて」をご参照下さい。 

 

※イントラネット・スタートパック（共通）サンプルデータ登録の注意点 

１．イントラネット・スタートパック（共通）のサンプルデータは、必ずIWP/AFW(システムライセンス)のサンプルデータ及び

イントラネット・スタートパック（共通）の初期データ登録後に実行して下さい。またサンプルデータ登録後はIWP/AFW以

外のパッケージのサンプルデータは登録しないで下さい。 登録してしまった場合の対処法は当ガイド「１２．修復プログ

ラム実行手順」をご参照下さい。 

２．”record_user_cd カラムにnullを入れることはできません”といった内容のDBエラーが発生する場合があります（エラー

メッセージはDBにより異なります）。その場合の対処法は当ガイド「12.1 注意」をご参照下さい。 

 

※イントラネット・スタートパック（共通）初期データ登録の注意点 

１．イントラネット・スタートパック（共通）の初期データは、必ずIWP/AFW(システムライセンス)の初期データ登録後に実行

して下さい。登録してしまった場合の対処法は当ガイド「１２．修復プログラム実行手順」をご参照下さい。 

２．運用開始後にログイングループを追加して IWP/AFW(システムライセンス)の初期データインポートを行った場合、ロ

ールのインポートに失敗する事がありますが、続いてイントラネット・スタートパック（共通）の初期データインポートを行うと

データの整合性が保たれますので問題はありません。 
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4.4 アプリケーションロール 
 

ISP を使用するユーザはユーザ設定でイントラネット・スタートパックのアプリケーションロールを登録する必要がありま

す。 

グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]-[アカウント設定]において ISP を使用させるユーザを選択し

てください。 

[アカウント]-[権限設定]タブにおいて、アプリケーションロールという項の追加ボタンを押下してください。アプリケーショ

ン追加 Window が別 Window で開きます。 

 

 

 

ここで、ID が「IS」、アプリケーションが「イントラネット・スタートパック」という項目にチェックして、決定ボタンを押してくだ

さい。ログインアカウント編集画面においてアプリケーションロールの項に、イントラネット・スタートパックが選択されてい

ることを確認したら、更新ボタンを押してください。以上で、選択しているユーザにアプリケーションロールを与えて、ユ

ーザがアプリケーションを使用することができるようになります。 

※その他にロールを登録して ISP を使用するユーザ及びメニューにロールを割り当てる必要があります。 
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4.5 メニュー 
ISP のメニューを追加・変更する事ができます。 

メニューの変更を行う必要が有る場合は、グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]-[メニュー管理]に

おいて新規フォルダやページの追加、もしくは既存フォルダやページの変更を行ってください。 

 

※WebMail の送信画面をメニューに追加する例を以下に記します。 

 

(1) [ログイングループ管理]-[メニュー管理]を選択します。 

(2) 表示された[メニューマスタメンテナンス]画面のツリーよりイントラネット・スタートパックを選択し、新規ページをクリ

ックします。 

(3) 必須項目を入力します。 

 メニューID ：isp_send_mail ※初期 ID が表示されており、必要があれば任意の ID を入力します。 

 表示名 ：メール送信 

 URL ：startpack/webmail/send/wbm_snd000.jssp 

 

 

(4) 必要な権限を追加して[新規登録]ボタンをクリックします。 

 

以上でメニューに登録されます。 

 

 

4.6 注意事項 
 

ログイングループを削除した場合、以下のディレクトリに ISP 関連のファイルが残ったままとなるため手動で削除が必要 

となります。 

storage/startpack/fsroot/{ログイングループ ID} 以下全てを削除してください。 
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5 ConceptBaseの設定方法 

5.1 CBのインストール 
①  Concept Base 付属のドキュメントにしたがって CB をインストールしてください。その際、JavaServlet 版をイン 

 ストールします。 

②  Concept Base 付属のドキュメントにしたがって Web ゲートウェイのインストールをしてください。 

 

5.1.1  CBインストール後の設定 

①  マイコンピュータのプロパティ→環境変数の設定→JAVA_HOME が[C:¥jdk1.3.1_15]となっていることを確

認します。 

② スタートメニュー→プログラム→ConceptBaseWeb ゲートウェイ(Java)→start を起動する。 

③ 起動後、次の URL を入力すると、ConceptBase の環境設定ツールが表示されます。 

http://localhost/cbsearchj/custom/cbswprf 

 ※Concept Base 付属のドキュメントにしたがって設定してください。 

 

5.2 ISPとの連携手順 

5.2.1  前提条件 

◆保存名タイプの設定 

ファイルアップロード機能で保存するファイルの保存名タイプ設定で「実ファイル名で保存する：空欄」を設定します。 

◆設定ファイル 

   Resource Service インストールフォルダ/pages/product/src/startpack/startpack.ini ファイルの、 

STARTPACK_FILE_UPLOAD_SAVE_TYPE の値を空欄に設定する事で可能。 

※STARTPACK_FILE_UPLOAD_SAVE_TYPE の値は運用を開始すると変更できません。 

※ISP のインストール時に変更してください。 

 

5.2.2  CBSearch サーバーマネージャーの設定 

① CBSearch サーバーマネージャーを起動します。 

② テキストファイルの拡張子を追加します。 

http://localhost/cbsearchj/custom/cbswprf�
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(1) ツール→オプションを選択する。 

 

 

(2) 文書データベース作成タブのテキストファイル拡張子に[ ,* ]を追加し OK ボタンを押す。 
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5.2.3 共有の設定 

掲示板システムとドキュメント管理の添付ファイルが配置されるフォルダに対して、共有の設定をします。 

 ◆掲示板システム 

  Storage Service インストールフォルダ/storage/startpack/fsroot/default/bulletin 

  

 ◆ドキュメント管理 

  Storage Service インストールフォルダ/storage/startpack/fsroot/default/document 

  

 CB は Windows 認証のため、予めドメインユーザを登録しておきます。 

掲示板システムとドキュメント管理でそれぞれユーザを作成します。 

※この手順では、notice フォルダに「userbbs」、document フォルダに「userdoc」を設定します 

  

5.2.4 ISPの設定ファイルを編集する 

次の 2 ファイルを編集します。 

◆Resource Service インストールフォルダ/pages/product/src/ startpack/bulletin/ notice.ini 

◆Resource Service インストールフォルダ/pages/product/src/ startpack/doc/doc.ini 

 

【設定方法】 

・タブ区切りで記入する。 

・1 つのログイングループに対して、1 行記入する。 

・アカウントとパスワードは、3.3 共有の設定で作成したユーザを設定します。 

notice.ini の場合は「userbbs」、doc,ini の場合は「userdoc」を設定します。 

  

 【設定例】 notice.ini の場合 

 ISP_NOTICE_CB_DOCDB_DEFAULT=http://localhost:80/cbsearchj/cbrpc/cbs 20707 userbbs userbbs 

    ①  ②   ③      ④ 

① ログイングループ ID を指定します。 

② ConceptBase のサーバ URL を指定します。 

③ ConceptBase のポートを指定します。 

④ アカウントとパスワードを指定します。 
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5.2.5 文書データベースの作成 

 掲示板とドキュメントの２つを作成します。 

(1) CBSearch サーバーマネージャーを起動します。 

(2) 文書データベース→新規作成を選択する。 

 

 

(3) [文書データベース名]に作成する文書データベースの名前を入力したら次へボタンを押す。 
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(4) [作成先のフォルダ名]に文書データベースを作成するフォルダの名前を入力し、次へボタンを押す。 

 

 

(5) [文字列一致データベースを作成する]のチェックを外し、次へボタンを押す。 
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(6) 追加ボタンを押す。 

 

 

(7) 参照ボタンを押し、掲示板（ドキュメント管理）の添付ファイルの置き場所を選択し、OK ボタンを押す。 

※storage/startpack/fsroot/default/bulletin (document) 

 
※オプションボタンについて 

作成元 URL にアクセスするとき、Justsystem ConceptBase Search サーバサービスが使用する 

ユーザアカウントとは異なるユーザを使用する場合に設定します。 

詳細は、CB の管理者ガイドを参照してください。 
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(8) [ヘッドラインを生成する]チェックを外し、次へボタンを押す。 

 

 

(9) 完了ボタンを押す。 

 
 
 

5.2.6 ISPでの設定 

スタートパックのマスタメンテナンス（区分コード設定マスタメンテナンス）でドキュメント管理及び掲示板の

document_use_cbsearch, notice_use_cbsearch の設定値を ON にします。 
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5.3 操作方法 
(10) 掲示板システム→参照＆登録を押す。 

(11) 掲示板情報検索を押す。 

 

 

(12) 索条件を入力し、[添付ファイル内容]にチェックをつけ、検索ボタンを押す。 
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(13) 検索結果が表示されます。（ドキュメント管理も同様。） 

 

  

5.4 注意事項 
添付ファイルを新たに登録した場合は、文書データベースの更新を行わないと検索結果に反映されません。 

文書データベースの更新の手順は次のとおりです。 

  

(1) CBSearch サーバーマネージャーを起動します。 

(2) 更新したい文書データベースを選択します。 

(3) 右クリックで、「更新」を選択します。 
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6 駅すぱあとの設定方法 

6.1 駅すぱあとのインストール 
① 駅すぱあと付属のドキュメントにしたがって駅すぱあとをインストールしてください。その際、イントラネット版を

インストールします。 

② 駅すぱあとインストールディレクトリ/exp.conf をメモ帳などで開き、use_route_result_cookie の値を「ｙ」に変更

します。 

 

※駅すぱあととの連携には cookie を使うため、intra-mart が使用する web サーバと同一マシンに駅すぱあ

とをインストールする必要があります。 

 

6.2 スタートパック側での設定 
① スタートパックの【環境設定】（初期化データ設定）で【旅費精算】の一覧を開き、TRVLEXP_EXP_FLAG

の設定値を ON にします。また TRVLEXP_EXP_URL の値に【駅すぱあと イントラネット】の URL を設定し

ます。 

例：http://インストールサーバーIPアドレス/expwww/expcgi.exe 

 

6.3 操作方法 
① 【旅費清算】メニューから【本日の旅費を登録】をクリックします。 

② 旅費精算登録画面に【駅すぱあと】リンクが現れますのでクリックしますと駅すぱあとが起動しますので駅す

ぱあと付属のドキュメントにしたがって操作を行って下さい。 

③ 経路を検索したら【Cookie】ボタンを押して画面下部の【取込】ボタンを押しますと旅費精算登録画面に結果

が取り込まれます。 

http://インストールサーバーipアドレス/expwww/expcgi.exe�
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7 ファイル一覧 
ISPで使用するファイルおよびディレクトリの一覧は以下のとおりです。種別のDはディレクトリでFはファイルです。 
 
 Application Runtime 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 
doc/imart/WEB-INF/lib/startpack.jar F ISP用Javaアーカイブ 
doc/imart/WEB-INF/lib/webmail.jar F ISP用Javaアーカイブ(WebMail) 

 
 Server Manager 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 
licenses/startpack.iar F ISP license情報アーカイブ 
licenses/ isp_sfa_com.iar F ISP,SFA共通license情報アーカイブ 
conf/message D ISP用メッセージファイル 
conf/isp-input-validation.xml F ISP用テーブル定義ファイル 
conf/system-install-isp-sfa-comm.xml F ISP用Listenerクラス定義ファイル 
 
 Resource Service                                           ※SFAと共通で使用 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 
pages/product/src/startpack/address D 住所録画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/batch D バッチ処理用プログラム 
pages/product/src/startpack/blog D ブログ画面プログラム 
pages/product/src/startpack/bulletin D 掲示板画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/common D 共通画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/community D コミュニティ画面プログラム 
pages/product/src/startpack/conference D 電子会議室画面プログラム 
pages/product/src/startpack/data D 初期データインポート用プログラム※ 
pages/product/src/startpack/document D ドキュメント管理画面プログラム 
pages/product/src/startpack/environ D 環境設定画面プログラム 
pages/product/src/startpack/help D ヘルプ画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/master D マスタメンテナンス画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/portal D ポータル画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/report D 営業日報画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/schedule 
pages/product/src/startpack/slider_schedule 

D スケジュール画面プログラム※ 

pages/product/src/startpack/todo D Todo画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/trvlexp D 旅費画面プログラム 
pages/product/src/startpack/userconfig D 個人設定画面プログラム※ 
pages/product/src/startpack/webmail D WEBMAIL画面プログラム 
pages/product/src/startpack/work D 勤怠画面プログラム 
pages/product/src/startpack/init_common.js F ISP・SFA共通初期化ファイル※ 
pages/product/src/startpack/startpack.ini F ISP初期設定ファイル※ 
pages/product/src/startpack/init.js F ISP初期化ファイル 
 
 Storage Service 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 
storage/startpack D ISPデータ用ディレクトリ 
storage/isp_sfa_com D ISP,SFA共通データ用ディレクトリ 
storage/webmail D webmailデータ用ディレクトリ 
 
 Web Server Connector 
ファイル及びディレクトリ 種別 説明 
doc/imart/startpack D ISPのJavaScriptや画像などの静的ファイル※スタンドアロン 
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8 アンインストール方法 

ISP をアンインストールする場合は、以下の手順に従って作業を行ってください。なお、ISP と SFA を両方インストールし

ている場合には、どちらか一方だけをアンインストールすることはできませんので※印のファイルも併せて削除して下さ

い。（SFA に関するアンインストール方法の詳細に関しましては、SFA のインストールガイドをご参照ください。） 

8.1 メニューの削除 
グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[メニュー管理]→[メニュー設定]から、[イントラネット・スタ

ートパック]、[イントラネット・スタートパック（モバイル）] 、[営業支援システム]いう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

場合には、該当するメニューを削除してください。 

 

8.2 ポートレット情報の削除 
グループ管理者でログインを行い、[ポータル]→[ポートレット]から、以下のポートレットを削除してください。ポートレット

名称を初期データの名称とは違う名前で登録している場合には、該当するポートレットを削除してください。 

 今週の予定 

 今日の予定 

 ToDo 

 新着お気に入り情報 

 新着配信情報 

 新着コミュニティ情報 

 新着上司コメント 

 新着営業日報一覧 

 伝言メモ 

 新着メッセージ 

 注目カテゴリ最新記事 

 フレンド最新記事 

 最新見積一覧※ 

 最新受注一覧※ 

 新着メール 

 

8.3 ユーザの削除 
グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[アカウント管理]→[アカウント設定]において 

以下のユーザを削除してください。(サンプルデータをインポートした場合のみ) 

anzai,aoyagi,ato,hagimoto,hayashi,ikuta,ishii,ispmaster, 

katayama,maruyama,nishi,ohiso,sekine,terada,ueda,harada,yoshikawa 

 

8.4 ロールの削除 
グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[ロール設定]から以下のロールを削除してください。 

ispuser(スタートパック一般ユーザロール) 

ispmgr(スタートパック管理者ロール) 

ispsecmgr(スタートパック部門管理者ロール) 

sfamgrusr(営業支援システム管理層ユーザ) ※ 
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sfaorgnsuper(営業支援部門管理者) ※ 

sfaslsusr(営業支援システム営業担当ユーザ) ※ 

sfasuper(営業支援システム管理者) ※ 

tdbmaster(帝国データ情報管理者) ※ 

 

8.5 バッチの削除 
グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[バッチ設定]から以下のバッチを削除してください。バッ

チの名称は、初期データによりインストールされた場合のものです。バッチ設定において、バッチ名称を変更していた場

合には、該当するバッチを削除してください。 

isp_blg_del_acs(ブログ記事日別アクセス件数削除) 

isp_blg_del_atcl(ブログ記事削除) 

isp_blg_del_msg(ブログメッセージ削除) 

isp_blg_send_smry(ブログ定期配信メール送信) 

isp_conference_del(電子会議室データ削除) 

isp_notice_delete(掲示板データ削除) 

isp_notice_mail(掲示板メール投稿) 

isp_schdl_day_week(スケジュール(毎日/毎週)) 

isp_schdl_delete(スケジュールデータ削除) 

isp_schdl_hour(スケジュール(毎時)) 

isp_todo_delete(TODO リストデータ削除) 

isp_trvlexp_delete(旅費データ削除) 

isp_work_delete(勤怠データ削除) 

 

8.6 データの削除 
Storage Service インストールディレクトリ/isp_sfa_com/data/basic/isp_sfa_drp.sql、isp_sfa_drp_pcm.sql を使用されている

DB に対して実行してください。 

 

8.7 メッセージの削除 
Server Manager インストールディレクトリ/conf/message にある以下のメッセージファイルを削除してください。 

isp で始まる properties ファイル 

wm で始まる properties ファイル 

sfa で始まる properties ファイル 

 

8.8 ファイルの削除 
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下さい。 

 

 Server Manager 

licenses/startpack.iar 

licenses/isp_sfa_com.iar 

licenses/sfa.iar ※ 

conf/isp-input-validation.xml 

conf/system-install-isp-sfa-comm.xml 

 Resource Service 
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pages/product/src/startpack ディレクトリ 

pages/product/src/sfa ディレクトリ ※ 

 Storage Service 

storage/startpack ディレクトリ 

storage/isp_sfa_com ディレクトリ 

storage/webmail ディレクトリ 

storage/sfa ディレクトリ ※ 

 WebServerConnector または Application Runtime のコンテキストルート 

startpack ディレクトリ 

flash/webmail ディレクトリ 

sfa ディレクトリ ※ 

webmail ディレクトリ 

 Application Runtime のコンテキストルート 

WEB-INF/lib/startpack.jar 

WEB-INF/lib/webmail.jar 

WEB-INF/lib/sfa.jar ※ 
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9 FAQサイト 
下記 FAQ サイトにて intra-mart 技術情報の公開をおこなっています。ご利用ください。 

 
 
 
 
 

 
Developer Support site： 

http://www.intra-mart.jp/support/intramart.cgi 
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10 付録A DB２表スペース作成・拡張方法 

[表スペース作成方法]  

※ DB2 をご利用の場合のみ、以下の作業を行って下さい。 

※ IWP をインストールした際に実行済みの場合は行う必要はありません。 

<% Storage Service の root %>/bpw/database/ にある、db2_extention.sql を 

DB に対して実行してください。 

すでにページサイズが 32k 以上の表スペースを作成済みの場合には必要ありません。 

この sql ファイルでは C:¥imartdb2¥db2file を作成します。 

すでにこのファイルを使用した表スペースを作成している場合や環境に応じて書き換えて下 

さい。 

また DB2 接続に使用するユーザで実行する必要があります。 

（上記は Windows の場合です。他の OS を使用される場合には、作成されるファイルのパス 

(例では[C:¥imartdb2¥db2file]) を適宜編集してください。） 

 

[表スペース拡張方法] 

上記作業で作成した表スペースのサイズを拡張する必要があります。 

推奨するサイズは 40MB 以上です。 

以下は DB2 コントロール・センターを使っての変更例です。 

 

 

 

 

 

 

接続するDBの表ス

ペースを選択する。 

「IMTBS」を選択する。 

表スペースの変更を選択する。 

１ 

3 

2 

コンテナータブを 
選択する。 

コンテナー名を 
選択する。

変更ボタンを押す。 

コンテナーサイズの変更を選択し、 

OK ボタンを押す。 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

変更されていることを確認したら、

OK ボタンを押す。 
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11 付録B サンプルデータについて  

サンプルデータでは、ユーザ - ロール - 組織等を一括で登録します。 

 

サンプルデータの組織構造 

 ■[スタートパック社（自社）] 

 ├[経理部] 

 │ ├大磯博文                ohiso/ohiso 

 │ └生田一哉                ikuta/ikuta 

 ├[営業部] 

 │ ├萩本順子                hagimoto/hagimoto[部門管理者、営業担当] 

 │ ├[営業第 1課] 

 │ │ ├林政義                hayashi/hayashi[営業担当](青柳辰巳の上司) 

 │ │ ├青柳辰巳              aoyagi/aoyagi  [営業担当](上田辰男の上司) 

 │ │ └上田辰男              ueda/ueda      [営業担当] 

│ └[営業第２課] 

│   ├阿藤健                ato/ato        [営業担当] 

 │   └西宮伸子              nishi/nishi    [営業担当] 

 └[開発部] 

   ├円山益男     maruyama/maruyama [部門管理者] 

   ├[開発第 1課] 

  │ ├寺田雅彦              terada/terada [システム管理者（ISP 管理者）] 

  │ ├片山聡                katayama/katayama 

  │ └関根千香              sekine/sekine 

   └[開発第２課] 

     ├安西健二              anzai/anzai 

      └石井美子              ishii/ishii 

 

■[商社Ａ (顧客)] 

■[商社Ｂ (顧客)] 

■[商社Ｃ (顧客)] 

■[役員会]（パブリックグループ） 

    ├大磯博文                ohiso/ohiso 

    ├萩本順子                hagimoto/hagimoto 

     └円山益男    maruyama/maruyama 

■[品質管理 WG]（パブリックグループ） 

    ├上田辰男               ueda/ueda 

    ├片山聡                 katayama/katayama 

     └石井美子                ishii/ishii 

■[ゴルフクラブ]（コミュニティ） 

    ├上田辰男               ueda/ueda 

    ├生田一哉                ikuta/ikuta 

└阿藤健                     ato/ato 
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サンプルデータの内容 

 

1  スケジュール・施設情報 簡単な施設情報サンプルです。  

2  掲示板  簡単な掲示板情報サンプルです。  

3  電子会議室  簡単な電子会議室情報サンプルです。  

4  ドキュメント管理  �サンプルデータは含まれていません。  

5  住所録  �組織情報が表示されます。  

6  
営業支援システム 

(営業日報管理)  
�サンプルデータは含まれていません。  

7  勤怠管理  �サンプルデータは含まれていません。  

8  旅費精算  �サンプルデータは含まれていません。  

9 ブログ 簡単なカテゴリ、及び種別情報サンプルです。 

 

サンプルデータの登録方法 

イントラネット・スタートパックをインストール後、[ライセンス]より[イントラネット・スタートパック(共

通)]の箇所で、サンプル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]を押下することで登録さ

れます。  

あらかじめ IWP/AFW のサンプルデータ及びイントラネット・スタートパック(共通)の初期データを登録後、イントラネッ

ト・スタートパック（共通）及びイントラネット・スタートパックのサンプルデータを登録してください。 

イントラネット・スタートパック(共通)のサンプルデータを投入する場合は、IWP/AFW 以外のパッケージのサンプルデ

ータは投入しないで下さい。 

他のパッケージのサンプルデータを投入すると、スケジュール及び施設情報の画面で、 

以下のようなエラーになることがあります。 

 

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

データの取得に失敗しました。  

グループコードが存在しません。  

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

その場合の対処法は当ガイド「１２．修復プログラム実行手順」をご参照下さい。
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12 修復プログラム実行手順 

IWP/AFW 以外のパッケージのサンプルデータを投入した場合、エラーが発生することがあります。 
この場合の修復を下記に示します(ログイングループごとに実施する必要があります)。 

１．グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[メニュー管理]→[メニュー設定] から、[修復プログラム]メニュー

を追加してください。 

表示名：修復プログラム 

URL：startpack/data/isp_repair_table.jssp 

権限リスト：２でログインするユーザに対応したロールを追加 

２．ユーザでログインを行い、メニューから[修復プログラム]をクリックして下さい。画面に「完了」と表示されましたらスケジュール及

び施設情報の画面を開いて問題無いことをご確認ください。 

３．グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[メニュー管理]→[メニュー設定] から、[修復プログラム]メニュー

を削除してください。 

 

12.1 注意 
修復プログラム実行前に必ずデータベースのバックアップを行ってください。 

修復プログラム実行時や初期データ/サンプルデータインポート時に 

”record_user_cd カラムに null を入れることはできません”といった内容の DB エラーが発生する場合があります 

（エラーメッセージは DB により異なります）。 

これは、IWP のロールを格納するテーブルのカラムに値が入っていないときに発生します。 

このとき、以下のようにデータを変更してから、もう一度、上記の処理を実行して下さい。 

 
IWP61 の b_m_role_b テーブルの record_user_cd カラム 
に、任意の文字列を入れてください。 
例） 
update b_m_role_b set record_user_cd = 'system' where record_user_cd IS NULL;
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