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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.5.4 のインストールと初期データインポート、アンインストー

ルの手順について記述しています。 

 

1.1 インストールの概要 

intra-mart EX 申請システム ver.5.4 をインストールするには、大きく分けて４つの作業が必要となります。 

 

１． サーバへのインストール（2 インストール手順を参照) 

２． ライセンスの登録(3.1 ライセンスの登録を参照) 

３． 初期データ（ロール、メニュー、データベースの構築）のインポート（3.2～3.5 を参照) 

４． システム初期設定(4 システム初期設定を参照) 

 

上記のうち、１～２はシステム全体に対し１回行いますが、３～４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。 

４の設定方法については「操作説明書（システム管理者編）」を参照してください。 

 

※intra-mart EX申請システム ver.5.3 からの移行を実施する場合、「移行ガイド」に沿ってインストールを行って

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 

以下、EX 申請システムと略します。 

 

 

1.3 前提条件 

EX 申請システム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。 

 

■ BM Ver.5.0 又は Ver.5.1 又は Ver6.0 又は Ver.6.1 又は Ver.7.0 又は Ver.7.1(EX 申請システム ver.5.4.2 以降の

パッチから対応)のいずれかが正常に動作していること。 

■ BM Ver.5.0 又は Ver.5.1 又は Ver6.0 又は Ver.6.1 又は Ver.7.0 又は Ver.7.1(EX 申請システム ver.5.4.2 以降の

パッチから対応)のインストールガイドの内容を理解できていること。 
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2. インストール手順 

EX 申請システムのインストーラは、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コピーしま

す。EX 申請システムでは Web Server Connector と 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コピーすることはありませ

ん。 

Web Server Connector 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、それぞれのマシンにインスト

ール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

インストールしてください。 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させてからインストールを始めてください。 

 

2.1 インストーラの起動と操作方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Windows の場合 

(A) java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(B) 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。 

(C) im_sep\install ディレクトリへ移動します。 

(D) setup.bat をダブルクリックし起動します。 

(E) インストーラの画面が表示されます。 

(F) 画面の入力項目を入力します。 

(G) 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） 

(H) インストールが開始されます。 



intra-mart EX 申請システム ver.5.4 インストールガイド 
 

- 3 – 

Copyright© 2010 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

(2) Linux の場合 

(A) java コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(B) 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。 

(C) ./im_sep/install ディレクトリへ移動します。 

(D) コンソールから sh setup.sh と入力します。 

(E) コンソール画面にインストーラが起動されます。 

(F) 画面の入力項目を入力します。 

(G) 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） 

(H) インストールが開始されます。 
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2.2 サーバの構成とインストール 

以下に Windows Server を使用する場合のサーバの構成と、インストール時の入力項目の例を示します。 

尚、以下に示す例では Window Server にインストールする際の例を示しています。Linux にインストールする場合

にはインストール先を適宜変更してインストールを行ってください。 

 

また、「imAR のインストール先」を指定する際は「BM のインストール先」の直下へインストールする必要があ

ります。 

例） 

BM のインストール先               imAR のインストール先 

C:/imart/app                       C:/imart/app/doc/imart 

 

(1) マシン構成１ サーバをスタンドアロンで運用する（intra-mart HTTP サーバを使用) 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(HttpServer、全サービス)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
1 

サーバモジュールの文字コード Windows-31J 

ウェブブラウザへ送信する文字コード Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
1 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

imAR インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/doc/imart 

imRS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/pages 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(2) マシン構成２ サーバをスタンドアロンで運用する（Web Server Connector を使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(全サービス)
・Server Manager
・Web Server Connector

インストール先：
　例）Service Platform→C:\imart\app
　　　 Web Server Connector→C:\imart\web

 

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
1 

サーバモジュールの文字コード Windows-31J 

ウェブブラウザへ送信する文字コード Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imAR をインストール（y/n) y 

Web Server Connector をインストール（y/n) y 

BM のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

Web Server Connector インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/web 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/doc/imart 

imRS のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/pages 

imSS のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 

 



intra-mart EX 申請システム ver.5.4 インストールガイド 
 

- 6 – 

Copyright© 2010 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

(3) マシン構成３ サーバを分散環境で運用する（intra-mart HTTP サーバを使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Service Platform(HttpServer、Application Runtime)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart

サーバ2

・Service Platform(Storage Serviceを含むそ
全てのサービス)

インストール先：
　例）C:\imart

 

 

の他

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

サーバモジュールの文字コード Windows-31J 

ウェブブラウザへ送信する文字コード Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
1 

imSM をインストール（y/n) y 

imAR をインストール（y/n) y 

imRS をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) n 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/doc/imart 

imSM のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

サーバ２ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

サーバモジュールの文字コード Windows-31J 

ウェブブラウザへ送信する文字コード Windows-31J 
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手順 入力 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
1 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

imRS をインストール（y/n) y 

imSS をインストール（y/n) y 

imRS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/pages 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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(4) マシン構成４ サーバを分散環境で運用する（Web Server Connector を使用) 

 

クライアント
（ブラウザ）

サーバ1

・Web Server
・Web Server Connector

インストール先：
　例）C:\imart\web

サーバ2

・Service Platform(Application Runtime)
・Server Manager

インストール先：
　例）C:\imart\app

サーバ3

・Service Platform(Storage Serviceを
む
その他全てのサービス)

インストール先：

 

 

含

例）C:\imart

 

 

 

 

 

 

 

サーバ１ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

サーバモジュールの文字コード Windows-31J 

ウェブブラウザへ送信する文字コード Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

Web Server Connector をインストール（y/n) y 

imRS をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) n 

Web Server Connector インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/web 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

サーバ２ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

サーバモジュールの文字コード Windows-31J 

ウェブブラウザへ送信する文字コード Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imSM をインストール（y/n) y 

imAR をインストール（y/n) y 

Web Server Connector をインストール（y/n) n 
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手順 入力 

imRS をインストール（y/n) n 

imSS をインストール（y/n) n 

BM インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

imAR のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app/doc/imart 

imSM のインストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/app 

この構成でよろしいですか？ OK 

 

サーバ３ 

手順 入力 

BM のサーバモジュールの構成 

（1:スタンドアロン 2:分散環境) 
2 

サーバモジュールの文字コード Windows-31J 

ウェブブラウザへ送信する文字コード Windows-31J 

HTTP サーバの構成 

(1:intra-mart HTTP Server 2:Web Server Connector) 
2 

imSM をインストール（y/n) n 

imAR をインストール（y/n) n 

Web Server Connector をインストール（y/n) n 

imRS をインストール（y/n) y 

imSS をインストール（y/n) y 

imRS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/pages 

imSS インストール先 パスをフルパスで入力してく

ださい。 

例）C:/imart/storage 

この構成でよろしいですか？ OK 
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2.3 JARファイルの置き換え 

アプリケーションサーバの種類に応じて、下記の通り JAR ファイルの置き換え作業を行ってください。 

※JARファイルの置き換えを行わないと、EX申請システムは正常に動作しません。 

(1) アプリケーションサーバ（Resin） 

①EX 申請システム ver5.4.0 及び ver5.4.1 の場合 

インストーラを使用して EX 申請システムのインストールを行った後、以下に示す 7 つのファイルがコピ

ーされます。 

(A)imSS インストール先に保存されるファイル 

{ imSS インストール先} /sprist/sep/log4j-1.2.8.jar 

 

(B)アプリケーションランタイムに保存されるファイル 

{ imAR の BM インストール先 }  

/lib/product/scm/poi-2.5/poi-2.5.1-final-20051104.jar 

poi-contrib-2.5.1-final-20051104.jar 

poi-scratchpad-2.5.1-final-20051104.jar 

POIManagerImpl.jar 

{ imAR の BM インストール先 }  

/lib/product/scm/poi-3.1/poi-3.1-20081126.jar 

POIManagerImplOfPoi31.jar 

 

 

●BM Ver.5.0 又は Ver.5.1 又は Ver.6.0 の場合 

上記(A)の「log4j-1.2.8.jar」ファイルを 

{ imAR の BM インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/配下にコピーもしくは上書きしてく

ださい。 

 

●BM Ver.6.1 の場合 

JAR ファイルの置き換えは必要ございません。 

 

●BMVer.7.0 の場合 

以下に示す 3 つのファイルを削除した後、上記(B)の 6 つのファイルを 

{ imAR の BM インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/配下にコピーしてください。 

 

{ imAR の BM インストール先 }  

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-3.0.2-FINAL-20080204.jar 

poi-contrib-3.0.2-FINAL-20080204.jar 

poi-scratchpad-3.0.2-FINAL-20080204.jar 

 

●BMVer.7.1 の場合 

EX 申請システム ver5.4.0 及び ver5.4.1 では未対応です。 

 

 

②EX 申請システム ver5.4.2 以降の場合 

インストーラを使用して EX 申請システムのインストールを行った後、以下に示す 3 つのファイルがコピ

ーされます。 



intra-mart EX 申請システム ver.5.4 インストールガイド 
 

- 11 – 

Copyright© 2010 NTT DATA CHUGOKU CORPORATION 

(A)imSS インストール先に保存されるファイル 

{ imSS インストール先} /sprist/sep/log4j-1.2.8.jar 

 

(B)アプリケーションランタイムに保存されるファイル 

{ imAR の BM インストール先 }  

/lib/product/scm/poi-3.1/poi-3.1-20081126.jar 

POIManagerImplOfPoi31.jar 

 

 

●BM Ver.5.0 又は Ver.5.1 又は Ver.6.0 の場合 

{ imAR の BM インストール先 } /lib/product/scm/poi-2.5 配下のフォルダ・ファイルを全て削

除してください。 

上記(A)の「log4j-1.2.8.jar」ファイルを 

{ imAR の BM インストール先 }/doc/imart/WEB-INF/lib/配下にコピーもしくは上書きしてくだ

さい。 

 

●BM Ver.6.1 の場合 

{ imAR の BM インストール先 } /lib/product/scm/poi-2.5 配下のフォルダ・ファイルを全て削

除してください。 

 

●BM Ver.7.0 の場合 

{ imAR の BM インストール先 } /lib/product/scm/poi-2.5 配下のフォルダ・ファイルを全て削

除してください。 

上記(B)の 2 つのファイルを{ imAR の BM インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/配下にコ

ピーしてください。 

 

以前、以下のファイルを削除していた場合、ベースモジュールのインストーラより再取得し、

再配置してください。 

{ imAR の BM インストール先 }/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-3.0.2-FINAL-20080204.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-contrib-3.0.2-FINAL-20080204.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-scratchpad-3.0.2-FINAL-20080204.jar 

 

また、以下のファイルが存在している場合、削除してください。 

{ imAR の BM インストール先 }/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-2.5.1-final-20051104.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-contrib-2.5.1-final-20051104.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-scratchpad-2.5.1-final-20051104.jar 

{ imAR の BM インストール先 }/doc/imart/WEB-INF/lib/POIManagerImpl.jar 
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●BM Ver.7.1 の場合 

{ imAR の BM インストール先 } /lib/product/scm/poi-2.5 配下のフォルダ・ファイルを全て削

除してください。 

上記(B)の 2 つのファイルを{ imAR の BM インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/配下にコ

ピーしてください。 

 

以前、以下のファイルを削除していた場合、ベースモジュールのインストーラより再取得し、

再配置してください。 

{ imAR の BM インストール先 }/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-3.2-FINAL-20081019.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-contrib-3.2-FINAL-20081019.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-scratchpad-3.2-FINAL-20081019.jar 

 

また、以下のファイルが存在している場合、削除してください。 

{ imAR の BM インストール先 }/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-2.5.1-final-20051104.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-contrib-2.5.1-final-20051104.jar 

{ imAR の BM インストール先 } 

/doc/imart/WEB-INF/lib/poi-scratchpad-2.5.1-final-20051104.jar 

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

 

(2) アプリケーションサーバ（JBoss） 

①EX 申請システム ver5.4.3 以降の場合（ver5.4.3 より対応したため） 

インストーラを使用して EX 申請システムのインストールを行った後、以下に示す 2 つのファイルがコピ

ーされます。 

(A)imSS インストール先に保存されるファイル 

{ imSS インストール先} /sprist/sep/log4j-1.2.8.jar 

 

(B)アプリケーションランタイムに保存されるファイル 

{ imAR の BM インストール先 } 

 /lib/product/scm/poi-3.1/poi-3.1-20081126.jar 

POIManagerImplOfPoi31.jar 

 

 

●BM Ver.5.0 又は Ver.5.1 の場合 

EX 申請システムは対応しておりません。 

●BM Ver.6.0 又は Ver.6.1 又は Ver.7.0 又は Ver.7.1 の場合 

上記(B)の 2 つのファイルを{ JBoss インストール先 }/server/imart/lib/配下にコピーしてく

ださい。 
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2.4 web.xmlの設定追加 

インストーラを使用して EX 申請システムのインストールを行った後、 

{ imAR の BM インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/web.xml に対して、以下の設定を追加してください。 

 

         <!-- SEP --> 

         <servlet> 

           <servlet-name>SpristSepIndicateExcelJsp</servlet-name> 

           <jsp-file>/sprist/sep/jsp/common/indicate_excel.jsp</jsp-file> 

         </servlet> 

         <servlet-mapping> 

           <servlet-name>SpristSepIndicateExcelJsp</servlet-name> 

           <url-pattern>/sprist/sep/jsp/common/indicate_excel/*</url-pattern> 

         </servlet-mapping> 

         <filter-mapping> 

           <filter-name>HTTPContextHandlingFilter</filter-name> 

           <url-pattern>/sprist/sep/jsp/common/indicate_excel/*</url-pattern> 

         </filter-mapping> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 エイリアスの設定 

BM Ver.5.0 又は Ver.5.1＋Web サーバに Apache を使用している場合、Apache の httpd.conf に以下の内容を追加

してください。 

 

 Alias /imart/sprist “{ Web Server Connector インストール先 }/sprist” 

 

※BM Ver.6.0 又はVer.6.1 又はVer.7.0 又はVer.7.1 にてご使用の場合、標準のエイリアスが”/imart”となっています

ので追加の必要はありません。 
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3. EX申請システムの起動 

3.1 ライセンス 

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、ライセンスを登録していただく必要が

あります。 

下記の手順で、ライセンスの登録を行ってください。 

(A) intra-mart の全てのサーバモジュールが停止している事を確認します。 

(B) ライセンサを起動します。 

＜Service Manager のルート＞/bin/tools/licedit.bat 

（Linux の場合は licedit.sh) 

(C) 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。 

(D) 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。 

(E) メニューから 4 を入力してライセンサを終了します。 

(F) 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

ンをクリックしてください。 

何回登録処理をしても、ライセンスが登録できない場合には、インストールが失敗している可能性があ

ります。 

(G) 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、全てのサーバモジュールを再起動します。 

全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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3.2 ロール、メニュー、バッチのインポート（ログイングループ毎） 

EX 申請システムを使用する際に必要なロール、メニュー、バッチの登録を行います。 

以下の手順に従い行ってください。 

 

（ロール、メニュー、バッチの登録) 

(A) intra-mart システムにシステム管理者でログインします。 

(B) メニューの「ライセンス」をクリックします。 

(C) 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、バッチが登録されます。 

(D) intra-mart システムにグループ管理者でログインします。 

(E) メニュー － [ログイングループ管理] － [アカウント管理] － [アカウント設定]より EX 申請システムを

利用可能なユーザに権限を付与します。 

※EX申請システムではEX申請システム管理者ロールとEX申請システムユーザロールを用意しております。 

EX申請システムのメニューに必要なロールを紐付けご利用ください。初期状態ではEX申請システムのメニ

ューにEX申請システムユーザロールを紐付けております。 

 

3.3 共通初期データインポート（ログイングループ毎） 

EX 申請システムを使用する際に必要な基本データ（データベーステーブルの作成、データベース初期データ）を

登録します。初期データのインポートは以下の手順にて行ってください。 

 

（データベーステーブルの作成、初期データの登録) 

(A) intra-mart システムに一般ユーザでログインします。 

(B) 「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画面を 

表示します。 
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(C) 初期データをインポートするデータベースの種類を選択します。 

(D) 「共通初期データインポート」ボタンをクリックします。ただし、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たことがある方は、表示されません。 

(E) 初期データのインポートが実行されます。 

 

※BM Ver.7.1 ではEX申請システムver.5.4.2 以降のパッチ適用後、共通初期データインポートを行ってく

ださい。 
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3.4 EX申請システム初期データインポート（ログイングループ毎） 

EX 申請システムを使用する際に必要な基本データ（データベーステーブルの作成、データベース初期データ）を 

登録します。初期データのインポートは以下の手順にて行ってください。 

 

（データベーステーブルの作成、初期データの登録) 

(A) intra-mart システムに一般ユーザでログインします。 

(B) [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画面を 

表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 初期データをインポートするデータベースの種類を選択します。 

(D) 「EX 申請システム初期データインポート」ボタンをクリックします。 

(E) 初期データのインポートが実行されます。 

 

※BM Ver.7.1 ではEX申請システムver.5.4.2 以降のパッチ適用後、初期データインポートを行ってくださ

い。 
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3.5 サンプルデータインポート（ログイングループ毎） 

EX 申請システムのサンプルデータを登録します。サンプルデータのインポートを行うと、サンプルの申請書フォ

ーマットが登録されます。サンプルデータのインポートは以下の手順にて行ってください。 

 

(A) intra-mart システムに一般ユーザでログインします。 

(B) [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画面を 

表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) サンプルデータをインポートするデータベースの種類を選択します。 

(D) 「サンプルデータインポート」ボタンをクリックします。 

(E) サンプルデータのインポートが実行されます。 

 

※運用を開始した後にサンプルデータのインポートを行うと、データが壊れてしまう可能性があります。 

 運用を開始した後にサンプルデータをインポートする場合は、サンプル用に新たなログイングループを

作成する、又は、別な環境に本製品をインストールしてから、そこにサンプルデータをインポートして

ください。 

  

※BM Ver.7.1 ではEX申請システムver.5.4.2 以降のパッチ適用後、サンプルデータインポートを行ってく

ださい。 
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4. EX申請システムアンインストール手順 

EX 申請システム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。 

 

4.1 メニューの削除 

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] － [メニュー設定]から以下のメニューを

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 

 

4.2 ポートレット情報の削除 

グループ管理者にてログインし、メニュー － [システム設定] － [ポータル] － [ポートレット設定]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。 

 

・EX 未申請一覧 

・EX 再申請一覧 

・EX バッチ実行結果 

 

4.3 テーブルの削除 

以下のファイルの SQL を実行してください。 

{ Storage Service インストール先 } /sprist/sep/init/sep_drop_table.sql 

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る方は下記を実行しないでくだ

さい。 

{ Storage Service インストール先 } /sprist/scm/init/scm_drop_table.sql 

 

4.4 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。 

 

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。 

・Server Manager 

  { imSM インストール先 } /licenses/scm_license.txt 

 { imSM インストール先 } /conf/log/scm_log4j_im70.xml 

 { imSM インストール先 } /conf/message/sprist-scm で始まる properties 全て 

・Web Server Connector 

  { WSC インストール先 } /sprist/scm 以下全て 

・Storage Service 

  { imSS インストール先 } /sprist/scm 以下全て 

・Application Runtime 

  { imAR インストール先 } /lib/product/scm 以下全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/sprist/scm 以下全て 

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

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/scm_log4j.xml 

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

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

 

 

・Server Manager 

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

  { imSM インストール先 } /licenses/sep_license.txt 

 { imSM インストール先 } /conf/log/sep_log4j_im70.xml 

 { imSM インストール先 } /conf/message/sprist-sep で始まる properties 全て  

・Web Server Connector 

  { WSC インストール先 } /sprist/sep 以下全て 

・Resource Service 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep 以下全て 

・Storage Service 

  { imSS インストール先 } /sprist/sep 以下全て 

・Application Runtime 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/sprist/sep 以下全て 

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

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

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

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

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

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_isp.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/sep_log4j.xml 

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

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

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/service-config-sep で始まる xml 全て 
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4.5 ロールの削除 

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] － [ロール設定]から以下のロールを削除

してください。 

 

・ EX 申請システムユーザ 

・ EX 申請システム管理者 

     

4.6 バッチの削除 

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] － [バッチ処理]から以

下のロールを削除してください。 

 

・EX 申請システムデータ削除バッチ 

 

4.7 CABファイルの削除 

EX 申請システムを使用していた各クライアント端末にて以下の手順にて CAB ファイルを削除してください。 

 

(1) Internet Explorer のメニュー － [ツール] － [インターネットオプション]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) [全般]タブの[設定]をクリックします。 
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(3) [オブジェクトの表示]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) SepExcelControll.EntryController と SepExcelDisplay、を選択し右クリックから「削除」を選択

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) [はい]をクリックします。 
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(6) [×]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) [OK]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) [OK]をクリックします。 
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