
intra-mart プロジェクト原価管理システム
Ver.7.0

インストールガイド

2009/05/29 初版
 





 

 

＜＜ 変更履歴 ＞＞ 

変更年月日 変更内容 

2009/05/29 初版 

  

 





intra-mart   1 はじめに

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page i

 

＜＜ 目次 ＞＞ 
1 はじめに ..........................................................................................................................................................................................3 
2 前提条件.........................................................................................................................................................................................3 
3 インストール手順.............................................................................................................................................................................4 

3.1 サーバへのファイルのインストール.........................................................................................................................................4 
3.2 ライセンス登録 ........................................................................................................................................................................5 
3.3 環境定義ファイルの設定 ........................................................................................................................................................6 

3.3.1 初期化ファイル (ｐｃｍ.ini) ..............................................................................................................................................6 
3.3.2 定数定義ファイル (constant.js) ......................................................................................................................................6 

3.4 イントラマートの再起動 ...........................................................................................................................................................8 
3.5 初期データの登録(ログイングループ毎) ...............................................................................................................................8 
3.6 アプリケーションロールの設定................................................................................................................................................9 
3.7 ワークフロー連携 ..................................................................................................................................................................10 
3.8 初期化データ設定 ................................................................................................................................................................10 

4 アンインストール方法 ....................................................................................................................................................................12 
4.1 メニューの削除......................................................................................................................................................................12 
4.2 ロールの削除 ........................................................................................................................................................................12 
4.3 ポートレット情報の削除.........................................................................................................................................................12 
4.4 ファイルの削除......................................................................................................................................................................13 
4.5 データの削除 ........................................................................................................................................................................13 

5 著作権および特記事項 ................................................................................................................................................................14 
 



intra-mart インストールガイド

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Copyright 2009 株式会社 NTT データ イントラマート All Rights Reserved.

 

 



intra-mart 1 はじめに

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 3

 

1 はじめに 

本ドキュメントは、プロジェクト原価管理システムのインストール手順と初期設定の方法について記述しています。 

  プロジェクト原価管理システム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. 初期ファイルの設定変更 

3. ライセンスの登録 

4. 初期データのインポート 

 

  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 プロジェクト原価管理システム 

以下、PCM と略します。 

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 

以下、imSM と略します。 

intra－mart WebServerConnector 

以下、imWC と略します。 

intra-mart Resouce Service 

以下、imRS と略します。 

intra-mart Storage Service 

以下、imSS と略します。 

intra-mart Application Runtime 

以下、imAR と略します。 

 

2 前提条件 

 

IWP ｖer7.0、ｖer7.１または AFW ver7.0、ｖer7.１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 サーバへのファイルのインストール 
必要なファイルをサーバにインストールします。 

 

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. pcm\install に移動します。 

3. [setup. bat] をダブルクリックして、起動します。 

4. インストーラの画面が表示されます。 

5. インストールするタイプを指定します。IWP/AFW をインストールしたときに選択したタイプを指定します。 

6. サーバモジュールの文字コードを指定します。IWP/AFW をインストールしたときの文字コードを指定します。 

7. (5 でカスタムを指定した場合のみ。スタンドアローンを選択した場合は 8 に行きます。)  

サーバに入っているモジュールの種類 (Web Server Connector, Server Manager, Application Runtime, 

Resource Service, Storage Service) を選択します 。 

※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。  

8. ウェブブラウザへ送信する文字コードを指定します。IWP/AFW をインストールしたときの文字コードを指定します。 

9. IWP/APW をインストールしたときのルートディレクトリを選択します。 

10. 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ます。デフォルトでは以下のようになっています。 

  imSM:９で指定したパス 

  imWC:９で指定したパス/doc/imart 

  imRS: ９で指定したパス/pages/product/src 

  imSS: ９で指定したパス/storage 

  imAR: ９で指定したパス/doc/imart 

11. 確認画面が表示されますので、設定が正しければ[OK]ボタンを押します。 

  （設定に間違いがあった場合は、[Prev]ボタンで前に戻り、設定しなおしてください。） 

12. インストールが開始されます。 
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3.2 ライセンス登録 
 

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  

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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3.3 環境定義ファイルの設定 
ここでは環境定義ファイルの設定をします。 

3.3.1 初期化ファイル (ｐｃｍ.ini) 
PCM では以下の項目を初期化ファイル(pcm.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、inrra-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。 

imRS のインストールフォルダ/pages/ product/src /ｐｃｍ/pcm.ini 

 

設定内容は以下の通りです。 

項目名称 初期値 説明 

PCM_FILE_UPLOAD_SAVE_TYPE id 

添付ファイル等を実ファイルとして保存する際のファ

イルシステム上のファイル名の命名規則に関する設

定 ファイルサーバに実ファイル名で保存する場合：

real 仮想ファイル名（ID）で保存する場合：id 

PCM_MILESTONE_DATE 5 

マイルストーン一覧ポートレットに表示する際に、マイ

ルストーンの何日前からポートレットに表示するかを

設定できます。 

PCM_LINE 5 
勤怠登録画面で表示されるコンボボックスの数を設

定 

PCM_EXPENSE_PLAN_LINE 10 
予算設定画面で表示されるコンボボックスの数を設

定 

3.3.2 定数定義ファイル (constant.js) 
PCM では以下の項目を定数定義ファイル(constant.js)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、inrra-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。 

imRS のインストールフォルダ/pages/ product/src/pcm/constant.js 

 

設定内容は以下の通りです。 

※以下の項目以外に関してシステム内の定義になりますので基本的に変更しないでください。 

 

項目名称 初期値 説明 

ROUNDING_METHOD １ 
消費税での計算値について丸め方法（1：切上げ,2：

切捨て,3：四捨五入）の定義を設定 

DEBIT_SALES_ACCOUNT 

CREDIT_SALES_ACCOUNT 

TAX_SALES_ACCOUNT 

10001 

10002 

10003 

工事進行基準の売上の仕訳で出力する勘定科目コ

ードを設定 

また、設定された勘定科目コードは、必ず勘定科目マ

スタで登録してください 

DEBIT_TRAVEL_EXPENSE_ACCOUNT 

CREDIT_TRAVEL_EXPENSE_ACCOUNT 

TAX_TRAVEL_EXPENSE_ACCOUNT 

20001 

20002 

20003 

工事進行基準の旅費交通費で出力する勘定科目コ

ードを設定 

また、設定された勘定科目コードは、必ず勘定科目マ

スタで登録してください 
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項目名称 初期値 説明 

SYSTEM_PERIOD ０ 
工事進行基準の間隔月（月次（0）、四半期（-2）、半

期（-5）、年次（-11））の定義を設定 
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3.4 イントラマートの再起動 
PCM 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 PCM も起動されます。 

3.5 初期データの登録(ログイングループ毎) 
PCM 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[ライセンス]をクリックします。下の画面が表示されます。 

 

 

 

プロジェクト原価管理の欄の[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。) 

また、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。 

※月次コスト画面の表示が遅い場合は、pcm_index.sql を DB に対して実行して下さい。 

 

 

※インポートの注意点 

インポートを 2 回以上行うと、[レコード作成]がエラーとなりますが、既に登録されていることに対するエラーメッセ

ージで、エラーではありませんのでご了承ください。 
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3.6 アプリケーションロールの設定 
PCM を利用するユーザはユーザ設定でプロジェクト原価管理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 PCM 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「PM」、アプリケーションが「プロジェクト原価管理」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、プロジェクト原価管理が選択されてい

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。 
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3.7 ワークフロー連携 
◆勤怠管理プロセス定義 

    1 以下のプロセス定義を新規登録します。 

     カテゴリ：プロジェクト原価管理システム 

     プロセス定義：勤怠申請 

     備考：勤怠申請 

    2 プロセス定義編集画面で、開始日と終了日を設定します。 

    3 フローを定義します。 

     標準コンテンツパス：pcm/work/bpw/pcm_bpw_select_term 

     参照コンテンツパス：pcm/work/bpw/pcm_bpw_detail 

 

◆旅費精算プロセス定義 

    1 以下のプロセス定義を新規登録します。 

     カテゴリ：プロジェクト原価管理システム 

     プロセス定義：旅費申請 

     備考：旅費申請 

    2 プロセス定義編集画面で、開始日と終了日を設定します。 

    3 フローを定義します。 

     標準コンテンツパス：pcm/trvlexp/bpw/pcm_trv_wkf_list 

     参照コンテンツパス：pcm/trvlexp/bpw/pcm_trv_wkf_detail_list 

 

 

3.8 初期化データ設定 
PCM では運用開始前に以下の手順で、初期化データの設定を行います。 

 

システム管理者でログインし、メニュー[プロジェクト原価管理システム]-[環境設定]-[初期化データ設定]を 

選択します。 
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アプリケーション[プロジェクト原価管理システム]の一覧リンクを押下します。 

 

 

 

下記の表に沿って適切な値を変更して下さい。 

 

キー 初期値 概要説明 

PCM_FIRST_TIME_MONTH 4 システムを初回稼働する月を設定します。 

PCM_FIRST_TIME_YEAR 2009 システムを初回稼働する年を設定します。 

PCM_PROGRESS_START_MONTH 2009/04 工事進行基準売上計上バッチを初回起動

する年月を設定します。 

形式：yyyy/MM 

 

[“PCM_FIRST_TIME_YEAR/ 

PCM_FIRST_TIME_MONTH” 以 降 の 値 を

設定してください。] 
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4 アンインストール方法 

プロジェクト原価管理システムをアンインストールする方法は以下の手順に従ってください。 

4.1 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、[プロジェクト

原価管理システム]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た場合には、該当するメニューを削除してください。 

4.2 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。 

以下は、初期データの名称ですので、ロールの名称を変更した場合は該当するロールを削除してください。 

 pcmで始まるロール  

4.3 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、メニューから、[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。  
 
 ✔ 作業者用実績未入力一覧 
 ✔ PM 用実績未入力一覧 

 ✔ 予定タスク一覧 

 ✔ マイルストーン一覧 

 ✔ ワーニングプロジェクト一覧 
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4.4 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/pcmlib.iar  

 

              ✔  Resource Service  

pages/product/src/pcmディレクトリ  

 

              ✔  Storage Service  

storage/pcmディレクトリ  

 

              ✔  Webサーバコネクタ または Application Runtimeのコンテキストルート  

pcmディレクトリ  

 

4.5 データの削除 
Storage Service インストールディレクトリ/ｐｃｍ/data/basic/pcmDROPTable.sql を使用されている DB に対して実

行してください。 
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5 著作権および特記事項 

intra-mart は株式会社 NTT データ イントラマートの商標です。 

 

本製品を使用する場合は、本製品に含まれる各ソフトウェアのライセンスについても同意したものとします。 

各ソフトウェアのライセンスについては、同封のライセンスシートをご参照ください。 
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