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1. はじめに 

(1) intra-mart プロジェクト原価管理システム ver.7.0 が動作するには、intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework 

ver.7.0、ver.7.1 が必要です。 

この本ドキュメントに記載されていない事項については、intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework ver.7.0、 

ver.7.1 の同製品のリリース・ノートを参考下さい。 

(2) 弊社の提供するドキュメントに記述の無いものについては、基本的にサポート対象外とさせて頂きますのでご了承下さい。 

(3) 導入について 

 インストールについては『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』を参照して下さい。 

 

2. システム要件 

intra-mart プロジェクト原価管理システム ver.7.0 は、以下の製品上で動作します。 

 サーバ要件 

 Windows Server 2003 SP2 

 Windows Server 2003 R2 SP2 

 Windows Server 2008 

 RedHat Enterprise Linux Advanced Platform 5 

 

 データベース 

 Oracle Database 10g Release 2 

 Oracle Database 11g Release 1  

 Microsoft SQL Server 2005 SP2 

 Microsoft SQL Server 2008 SP1 

 IBM DB2 9.5 

 PostgreSQL8.3 

 

  ブラウザ要件 

 Microsoft Internet Explorer 6 
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 Microsoft Internet Explorer 7 

 Microsoft Internet Explorer 8 

 

 intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework ver.7.0、ver.7.1  

 

3. 制限事項 

(1) 制限事項および注意事項 

 タグの表記に用いられる記号(>,<,”,&等)及び「‘」（シングルクォート）をデータとして登録すると、正常に管理者用

画面（マスタメンテ画面など）で表示できないなど、動作がおかしくなる場合があります。 

 カンマ(,)を含む文字列をデータとして登録すると、ファイルのインポート・エクスポート機能が正常に動作しなくなる

ど、動作がおかしくなる場合があります。 

 ファイル、フォルダの保存に関しては OS のファイルシステムに依存します。 

 IE においてテキストデコエリア（HTML の文字装飾ができる部分）へ URL 表記を入力した場合にリンク表示されます

が、その後 URL 表記を編集した際に、表記部分を全削除、もしくは表記末尾にてバックスペースを押下しない限り、

リンク表示が解除されません。URL 表記で無くなった場合でもリンク表示が解除されません。 

 画像付きの html メールには対応していません。 

 「グループ管理者」が行った変更は、ログイン中にユーザにすぐに反映されません（ユーザの再ログイン時に反映されま

す）。例えば、任意のユーザでログインをした後、別ブラウザにて 「グループ管理者」でログインをして、任意のユーザ

の有効期限を無効な日付に変更しても、任意のユーザは、メニューからページに遷移して、各処理を行うことができま

す。 

 キーワード検索をするときに、データベース上でメタ文字として扱われる文字を含むキーワード指定した場合、正しい結

果を得られない場合があります。 

 システム稼働以後は初期化データ設定の"初回稼働年"、"初回稼働月"、"工事進行基準起動開始年月"の値は変更

しないでください。システムが正常に動作しなくなる恐れがあります。 

 システム稼働以後は、初期化ファイル(pcm.ini)及び定数定義ファイル(constant.js)の内容を変更しないでください。シス

テムが正常に動作しなくなる恐れがあります。 

 実績の存在しているプロジェクトを親プロジェクトとする事は出来ません。また、親プロジェクトとして指定されたプロジェ

クトに、実績を登録する事は出来ません。 

 配賦機能は末端の組織にのみ、配賦を行います。配賦対象とするプロジェクトは、末端組織を担当組織とするようにし

て下さい。 

 プロジェクト・工程計画・予算・費用計画・配賦マスタはデータベースに履歴化を行っています。履歴を参照したい場合

は ViewCreater 等を使用し、データベースの参照を行ってください。 

 データベースの税テーブルは、メンテナンス画面がありません。税率の変更が発生した場合には、TableMaintenance

等を使用し、データベースを直接修正してください。 

 工程計画時で管理できる階層は 4 階層までです。 

 工程計画のインポート/エクスポートでは、プロジェクトの各タスクの担当者情報は引き継がれません。 

 イントラネット・スタートパックが稼働している環境に本システムをインストールした場合、これまでの勤怠、旅費データは

本システムでは利用する事は出来ません。 

 イントラネット・スタートパックと本システムが共存している環境の場合、イントラネット・スタートパックシステム側からは更
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新しないでください。 

 同一のポータル画面に同じポートレットを複数登録する事はできません。 

 国際化対応はしておりません。 

 プロジェクト原価管理システム Ver5.0 とのデータ互換はありません。 

 プロジェクト原価管理システム Ver5.0 とのデータ移行はできません。 

(4) FireFox での使用は保証しておりません。Microsoft Internet Explorer 6、Microsoft Internet Explorer 7 

及び Microsoft Internet Explorer 8 を使用してください。 

 

(2) 既知の不具合 

 工程計画インポート/エクスポートについて 

工程計画のインポート時に進捗率・作業分類・作業詳細が取り込まれません。 

工程計画インポート後、工程計画編集画面で登録を行って下さい。 

 ポートレット「実績未入力日」の公休日の扱いに関して 

公休日が休日扱いとなりません。 

 

(3) その他 

 intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework Ver.7.0、ver.7.1 の制限事項に準拠します。 

 記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。 

 

4. メモリ所要量およびディスク占有量 

メモリ所領量およびディスク占有量は、intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework ver.7.0、ver.7.1 に準拠します。 

 

5. ソフトウェアマニュアル一式 

本製品のマニュアルは以下の通りです。 

 プロジェクト原価管理システム Ver.7.0 操作マニュアル(HTML ドキュメント) 

「プロジェクト原価管理システムマニュアル」がページメニューに登録されています。  

[プロジェクト原価管理システム]-[マニュアル]メニューから参照できます。一般ユーザの方に開放し、 ご活用

ください。 

※ その他最新の技術情報やパッチ提供はintra-mart Support Siteを御参照ください。 

 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(pdf) 

 

 

 

6. 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。 

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。  
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