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1 はじめに 

本ドキュメントは、文書管理システム ISO 業務書類統制版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。 

文書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 WebPlatform 

以下、IWP 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 

文書管理システム ISO 業務書類統制版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 ver7.0（パッチ3以上）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 ver7.0 と文書管理システム ISO業務書類統制版 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文書管理システム ISO 業務書類統制版のインストールを行って下さ

い。 

 

3.1.2 IWPのインストールタイプ 

IWP 全ての製品種別で動作しますが、ご購入された製品種別によって、動作環境が異なりますのでご注意ください。 

 

 IWP の製品種別が「アドバンスド版」「エンタープライズ版」の場合 

・ ワークフローの利用タイプ（「intra-mart 標準ワークフロー」及び「文書管理独自ワークフロー」）は任意に選択して

ください。 

   詳細は「3.1.3」を参照ください。 

 

 IWP の製品種別が「スタンダード版」の場合 

・ ワークフローの利用タイプは「文書管理独自ワークフロー」となり、「intra-mart 標準ワークフロー」は利用できませ

ん。（選択不可） 

詳細は「3.1.3」を参照ください。 

 

3.1.3 ワークフローの利用タイプ 

ワークフローの利用タイプ（下記参照）をインストール時に指定することができます。 

システム運用後、設定変更できませんのでご注意ください。 

・intra-mart 標準ワークフロー 

 IWP7.0 が提供するワークフローを利用し、規程・業務書類の承認を行います。 

・文書管理独自ワークフロー 

 文書管理システム ISO 版 ver5.0 で提供したワークフローを用いて、規程の承認を行います。 
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3.1.4 IM-PDFオートコンバータ連携機能を利用する場合 

文書管理システム ISO 業務書類統制版では規程および業務書類を作成する際、IM-PDF オートコンバータを用いて

電子ファイルを PDF ファイルに変換することができます。 

この機能を利用する場合、下記の点にご注意ください。 

・IM-PDF オートコンバータは Storage Service と同一サーバに配置するようにインストールしてください。 

・IM-PDF オートコンバータのシステム要件に基づき、Storage Service のサーバ OS は Windows で構築してください。

（詳細は IM-PDF オートコンバータのリリースノートを参照ください。） 

・本機能を利用しない場合、インストール時の「IM-PDF オートコンバータ連携機能の利用タイプを選択してください」

は必ず「利用しない」を選択してください。ファイルアップロード画面において、誤動作の原因となります。 

 

3.1.5 Microsoft SQL Server環境にインストールする場合 

大文字と小文字を区別する設定でデータベースを構築している場合、サンプルデータのインポート時にエラーが発生

しますので、当製品の最新パッチを適用してから操作を行ってください。 

 

3.2 サーバへの文書管理システムISO業務書類統制版のインストール 

文書管理システム ISO 業務書類統制版のインストーラは、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。当システムでは Web Server Connector と、Application Runtime 、Server Manager、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。 

 

3.2.1 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のインストールタイプ  

 サーバで使用する文字コード  

 ワークフローの利用タイプ  

 ・ intra-mart標準ワークフロー 

 ・ 文書管理システム独自ワークフロー 

 PDFオートコンバータの利用タイプ  

 インストール先のプログラムの種類  

 ・ Server Manager  

 ・ Web Server Connector  

 ・ 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. webdoc\install に移動します。 

3. setup.bat をダブルクリックし起動します。 
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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びます。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 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. ワークフローの利用タイプを選択してください。 

8. IM-PDF オートコンバータ連携機能の利用タイプを選択してください。 

9. （5.でカスタムを選択した場合、） そのサーバに入っているモジュールの種類（Web Server Connector、Server 

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

10. 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。 

11. 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。 

Web Server Connector の場合：11.で設定したパス 

imAR の場合：11.で設定したパス/doc/imart 

imRS の場合：11.で設定したパス/pages 

imSS の場合：11.で設定したパス/storage 

12. 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） 

13. 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. webdoc/install に移動します。 

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

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 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. ワークフローの利用タイプを選択してください。 

8. IM-PDF オートコンバータ連携機能の利用タイプを選択してください。 

9. （5.でカスタムを選択した場合、） 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。 

10. 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。 

11. 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。 

Web Server Connector の場合：11.で設定したパス 

imAR の場合：11.で設定したパス/doc/imart 

imRS の場合：11.で設定したパス/pages 

imSS の場合：11.で設定したパス/storage 

12. 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、前項目へ戻り、設定し直してください） 

13. 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 
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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。 

※IM-PDFオートコンバータ連携機能を利用する場合、Storage ServiceのサーバOSはWindowsとなるようにしてく

ださい。 

 

 フォーマットクリエータの対応パッチをインストールする場合 

1. 本リリースの CD-ROM があるディレクトリの webdoc\install_fc_patch にある platform フォルダを、 

imRS をインストールした時のルートパス（11.で設定したパス）配下にコピーしてください。 

 

 IM-PDF オートコンバータ連携機能を利用する場合 

1. IM-PDF オートコンバータをインストールしてください。 

2. imRS/pages/product/src/webdoc.ini の「(21)intra-martStorage サービスインストールパス」を環境に合わせて

記載してください。 

 

 既に文書管理システム ISO 業務書類統制版を運用している環境に IM-PDF オートコンバータをインストールする

場合 

前述「IM-PDF オートコンバータ連携機能を利用する場合」の手順に加えて、以下の操作を実行してください。運

用データはそのまま利用できます。 

1. imRS/pages/product/src/webdoc.ini の「(20)PDF オートコンバータ利用フラグ」を「OFF」⇒「ON」に変更してく

ださい。 

 

 エイリアスを変更する場合 

文書管理システム ISO 業務書類統制版で登録されるポートレット情報を一部変更する必要があります。 

4.2初期データの登録（ログイングループ毎）の操作を行う前に以下の作業を行ってください。 

1. imSS/webdoc/data/basic/wdc_insert.sql をテキストエディタで開いてください。 

2. 65 行目～68 行目に記載されている insert 文に対し、以下の内容で書き換えてください。 

例として「imart」から「imv7」に変更する方法で説明します。 

 

「imart.PresentationPagePortlet」⇒「imv7.PresentationPagePortlet」 

「imart|PresentationPagePortlet」⇒「imv7|PresentationPagePortlet」 

 

IWP 側のエイリアス変更方法は IWP セットアップガイドの下記内容を参照ください。 

IWP ver7.1 の場合： 3.3.4.1 エイリアスの変更方法 

IWP ver7.0 の場合： 3.3.5.1 エイリアスの変更方法 
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3.3 データベースへの接続確認 

文書管理システム ISO 業務書類統制版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・システム管理者 操作ガイド 

（iwp_iaf_system_admin_operation_guide_v70.pdf）及び IWP・セットアップガイド(iwp_setup_guide_v70.pdf)を参照し 

てください。 

 

3.4 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 4 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、正しいキーを再入力して下さい。 

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。 

 

3.5 初期化ファイルの設定 

文書管理システム ISO 業務書類統制版では以下の項目を初期化ファイル(webdoc.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/webdoc/ webdoc.ini 

設定内容は以下の通りです。 

 

項目名称 初期値 説明 

WDC_WFK_FLG （インストール内容による） ワークフロー利用フラグ 

0：独自ワークフロー、1:IM標準ワークフロー 

システム運用後、設定の変更は行わないでください。 

WDC_MAIL_URL http://xxxx/imart/default.portal メール送信時に記載するログイン画面のURL 

WDC_MAIL_ADDRESS address@xxx.yyyy.zz バッチ処理で送信されるメールの差出人アドレス 

WDC_MAILSEND_RETRY_KAISU 10 メール送信処理（バッチ処理）失敗時リトライ回数 
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WDC_MAX_RECORD_PER_PAGE 10 リスト１ページ当たり表示件数 

・規程管理-閲覧・申請-ツリー表示画面 

・業務書類管理-業務書類-閲覧・登録画面 

WDC_DOC_GRP_NAME 案件 業務書類の分類情報名称 

業務書類管理画面内に表示されるラベル名称などに利用さ

れます。 

WDC_KOKAI 5 公開日欄（発行画面）のデフォルト経過日数 

本日の日付＋設定値がデフォルト表示されます。 

WDC_JISSHI 10 実施日（発行画面）のデフォルト経過日数 

本日の日付＋設定値がデフォルト表示されます。 

WDC_KEIJIKANRINISUU 30 掲示板(管理部門)の掲載日数 

掲示板-掲示板掲載画面から掲載する内容が対象になりま

す。 

WDC_KEIJIBUNSHONISUU 14 掲示板の掲載日数 

新着タスク（規程文書）、新着タスク（業務文書）に掲載される

内容が対象になります。 

WDC_KIGENNISUU 3 審査グループに設定する期限の初期選択値 

intra-mart標準ワークフローを利用する場合、このパラメータ

は使用しません。 

WDC_JURYOJYOKYONISUU 14 受領状況画面の掲載日数 

WDC_ANKENTSUTI_BEFORE_NIS

SU 

14 「案件終了」の事前通知日 

「案件終了日」より、何日前に通知するか指定します。 

通知は、案件の管理責任者に対し、「新着タスク（業務文

書）」で行われます。 

WDC_ANKENTSUTI_AFTER_NISS

U 

7 「案件終了」の掲載日数 

「案件終了日」より何日間掲載するか指定します。 

WDC_HOKANKIGEN_BEFORE_NI

SSU 

14 「保管期限到来」の事前通知日 

「保管期限の終了日」より、何日前に通知するか指定します。

通知は、案件の管理責任者に対し、「新着タスク（業務文

書）」で行われます。 

WDC_HOKANKIGEN_AFTER_NIS

SU 

7 「保管期限到来」の掲載日数 

「保管期限の終了日」より何日間掲載するか指定します。 

WDC_FILE_DOWNLOAD ON 文書管理用MIMEの関連付け 

ON：有効、OFF:無効（intra-Martのダウンロードに準拠） 

WDC_FILE_DOWNLOAD_MIME_F

OR_FILE_TYPE 

PDF:application/pdf,GIF:image/gif,

HTML:text/html,HTM:text/html,JA

R:application/java-archive,JS:applica

tion/x-javascript,JPEG:image/jpeg,J

PG:image/jpeg,XLS:application/vnd.

ms-excel,PPT:application/vnd.ms-p

owerpoint,MP2:audio/x-mpeg,MPEG

:video/mpeg,MPG:video/mpeg,TXT:

text/plain,TEXT:text/plain,DOC:ap

plication/msword,DOCX:application

/vnd.openxmlformats-officedocumen

t.wordprocessingml.document,XLSX:

ファイルダウンロード機能で利用するファイルタイプとMIME

の関連付け設定 

「WDC_FILE_DOWNLOAD=ON」の場合に有効 
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application/vnd.openxmlformats-offi

cedocument.spreadsheetml.sheet,PP

TX:application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.prese

ntation 

WDC_FILE_DOWNLOAD_MIME_F

OR_UNKNOWN_TYPE 

application/octet-stream 不明なファイルのMIMEタイプ 

「WDC_FILE_DOWNLOAD=ON」の場合に有効 

WDC_PDF_FLG （インストール内容による） PDFオートコンバータ利用フラグ 

ON：利用する、OFF:利用しない 

PDFオートコンバータが未インストールの場合は「ON」にしな

いでください。（ファイルのアップロード画面で誤動作の原因

となります。） 

WDC_PDF_PATH C:/imart/storage intra-martStorageサービスインストールパス 

PDFオートコンバータがPDF変換後に出力するパスを生成す

るために必要になります。 

WDC_SEC128ACC 0 PDFオートコンバータ設定-128ビットセキュリティ-アクセス 

0：許可しない、1:許可する 

WDC_SEC128CHANGE 0 PDFオートコンバータ設定-128ビットセキュリティ-文書変更

0：許可しない、1:許可する、2:アセンブリを許可する、4:フォ

ーム入力と注釈追加を許可する 

WDC_SET_BEFORE_TIMEOUT_SE

C 

60 PDFオートコンバータ設定-PDF変換前タイムアウト設定（単

位：秒） 

WDC_SET_TIMEOUT_SEC 60 PDFオートコンバータ設定-PDF変換時のタイムアウト設定

（単位：秒） 
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4 文書管理システム ISO業務書類統制版の起

動 

4.1 intra-martの再起動 

文書管理システム ISO 業務書類統制版を認識するため、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文書管理システムも起動されます。 

 

4.2 初期データの登録（ログイングループ毎） 

文書管理システム ISO 業務書類統制版を使用する際に必要な基本データ（メニュー・ロール・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。 

メニューの[ライセンス]をクリックします。 

 

 

 

初期データの登録は、[初期データインポート]欄の登録先のログイングループを選択し、「インポート」ボタンをクリックし

てください。（登録には少し時間がかかります。） 

また、サンプルデータを登録するには[サンプルデータインポート]欄の登録先のログイングループを選択し、「インポー

ト」ボタンをクリックしてください。 
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4.3 サンプルデータ 

サンプルデータ登録後は、以下のサンプルユーザが登録されています。サンプルユーザでログインするには、以下の

ユーザ ID、パスワードでログインしてください。 

 

・ 文書管理システム一般ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ１ 

パスワード=wdc1 

・ 文書管理システム申請ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ2 

パスワード=wdc2 

・ 文書管理システム承認ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ3 

パスワード=wdc3 

・ 文書管理システム管理者ユーザ 

ユーザ ID=ｗｄｃ4 

パスワード=wdc4 

 

   ※サンプルデータ登録後のサンプルユーザは、文書管理システム ISO 業務書類統制版のアプリケーションロールがな

いため操作できません。使用する場合はアプリケーションロールを追加してください。（アプリケーションロール付与の

方法は後述、4.4 アプリケーションロール参照） 

 

4.4 アプリケーションロール 

文書管理システム ISO 業務書類統制版を使用するユーザはユーザ設定でアプリケーションロールを登録する必要が

あります。 

[ログイングループ管理]-[アカウント設定]で使用するユーザを選択してください。 

アカウントプロファイル編集画面のアプリケーションロール欄の追加ボタンをクリックしてください。アプリケーションロー

ルの追加画面が別ウィンドウで開きます。 

 
該当画面の「文書管理システム ISO 業務書類統制版」欄にチェックし、決定ボタンをクリックしてください。 

ログインアカウント編集画面のアプリケーションロール欄に、「文書管理システム ISO 業務書類統制版」が追加されてい

ることを確認したら、更新ボタンをクリックしてください。更新完了後、該当のユーザは機能を利用できるようになります。 
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5 ファイル一覧 

文書管理システム ISO 業務書類統制版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。 

 

 Web Server Connector、Application Runtime 

 

ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

doc/imart/webdoc D 文書管理システムの画像などの静的ファイル、CSJS ファイル 

 

 Server Manager 

 

ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

licenses/webdoc.iar F 文書管理システム license 情報アーカイブ 

conf/message/ wdc_ja.properties F 文書管理システムメッセージファイル 

 

 Resource Service 

 

ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

pages/product/src/webdoc/ad D 追加配布画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/batch D バッチ処理および手動バッチ実行機能のプログラム 

pages/product/src/webdoc/bh D 文書表示画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/bt D ツリー表示画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/business/bt D 業務書類-登録・閲覧画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/business/mb D 業務種別画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/business/tm D 期間マスタ画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/common D 共通関数のプログラム 

pages/product/src/webdoc/dm D 配布先マスタ画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/dｔ D データ移行画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/hh D 発行画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/ins D CSV データ取り込み画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/kh D 掲示板画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/kk D 審査・承認画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/kkk D 掲示板掲載画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/ks D 関連元文書検索画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/mb D 文書種別マスタメンテナンス画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/mc D コメントマスタメンテナンス画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/mh D 版数マスタメンテナンス画面のプログラム 
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pages/product/src/webdoc/mhc D ハードコピー標準保管先マスタメンテナンス画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/module D ワークフロー後処理用プログラム 

pages/product/src/webdoc/parts D 共通画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/portlet D ポートレットのプログラム 

pages/product/src/webdoc/rc D 受領画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/rt D ルート共通画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/ss D 申請・再申請画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/access D UNIT-アクセス権設定画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/accessl D UNIT-アクセス権一覧画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/bunsho D UNIT-文書検索画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/business D UNIT-業務書類アップロード画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/file D UNIT-文書ファイルアップロード画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/format D UNIT-様式アップロード画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/hokan D UNIT-保管場所等登録画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/hokanView D UNIT-保管場所等参照画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/kaitei D UNIT-改訂履歴アップロード画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/proc D UNIT-プロセス定義参照画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/profile D UNIT-グループ選択画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/shubetsu D UNIT-文書種別検索画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/user D UNIT-ユーザ検索（副所属検索あり）画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/unit/workflow D UNIT-プロセス定義検索画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/upd D 文書データ修正画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/wf D ワークフロー連携画面のプログラム 

pages/product/src/webdoc/wfc D ワークフロー申請・承認画面のプログラム 

 

 Storage Service 

 

ファイル及びディレクトリ 種別 説明 

storage/webdoc D 文書管理システムデータ用ディレクトリ 
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6 データ移行 

文書管理 ISO 版 ver5.0 をお使いのお客様は文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 の環境にデータを移行することがで

きます。 

以下の手順でデータ移行を行ってください。 

 

6.1 前提条件 

１． IWP7.0 のインストールが正常に完了し、 

文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 初期データのインポートを完了していること。 

本ガイド 4.2 の作業まで完了してください。 

２． 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 がインストールされている IWP と文書管理 ISO 版 ver5.0 で使

用している DB に接続できること。 

 

6.2 移行対象データ 

１． マスタデータ 

・ 個人コメント情報 

・ 版数情報 

・ 文書種別情報（アクセス権情報を除く） 

２． 運用データ 

・ 最新版、および旧版の文書情報 

 

6.3 移行対象外データ 

１． マスタデータ 

・ 文書種別へのアクセス権情報 

・ ハードコピー標準保管先情報 

・ 改訂可能部門情報（※1） 

２． 運用データ 

・ 滞留中のワークフローデータ 

・ 掲示板掲載データ 

 

※1 文書種別マスタメンテナンス機能に統合されました。 
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6.4 移行手順 

１． 「http.xml」に文書管理 ISO 版 ver5.0 で使用している DB への接続情報を記載してください。 

※記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 「data-source.xml」接続情報を作成してください。 

「resource-ref-name」には、手順 1 で作成した名称を記載します。 

※記載例 

 

 

 

 

３． 「http://・・・・.portal」の URL にアクセスし、管理者権限を持つユーザでログインしてください。 

４． メニュー「文書管理システム」-「規程管理」-「データ操作」-「データ移行」をクリックしてください。 

５． 手順 2 で作成した接続 ID を入力し、「登録」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

６． 文書管理 ISO 版 ver5.0 がインストールされている intra-mart の「% imSS %/storage/webdoc」ディレクトリを文書管

理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 の同一の場所にコピーしてください。（電子ファイルの本文がコピーされ

ます。） 

７． 各画面より正しくデータが移行されているか確認ください。 

 

 

<database> 

<jndi-name>jdbc/oracle2</jndi-name> 

<driver> 

<type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</type> 

<url>jdbc:oracle:thin:@xxx.xxx.xxx.xxx:1521:ｘｘｘｘ</url> 

<user>ｘｘｘｘ</user> 

<password>xxxx</password> 

</driver> 

<prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

<max-connections>20</max-connections> 

<max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 

<system-data-source> 

<connect-id>test</connect-id> 

<resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/oracle2</resource-ref-name> 

</system-data-source> 
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7 アンインストール方法 

文書管理システム ISO 業務書類統制版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。 

 

7.1 メニューの削除 
グループ管理者でログインし、[ログイングループ管理]-[メニュー管理]-[メニュー設定]から、[文書管理シス

テム]と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。 

  

7.2 ポートレット情報の削除 
グループ管理者でログインし、[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。 

 管理部門からのお知らせ 

 新着情報 

 新着タスク（規程文書） 

 新着タスク（業務文書） 

 

7.3 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/webdoc.iar 

conf/message/wdc_ja.properties 

 Resource Service 

pages/product/src/webdoc ディレクトリ 

 Storage Service 

storage/webdoc ディレクトリ 

 Web Server Connector のコンテキストルート 

webdoc ディレクトリ 

 

7.4 ユーザの削除 
グループ管理者でログインし、[ログイングループ管理]-[アカウント管理]-[アカウント設定]から、以下のユー

ザを削除してください。 

 文書管理システム一般ユーザ(wdc1) 

 文書管理システム申請ユーザ(wdc2) 

 文書管理システム承認ユーザ(wdc3) 

 文書管理システム管理者ユーザ(wdc4) 



intra-mart 文書管理システム ISO 業務書類統制版 ver7.0 インストールガイド

 

 

 

Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 18

 

 

7.5 ロールの削除 
グループ管理者でログインし、[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。 

 

 wdcuser：文書管理システム一般ユーザ 

 wdcshinsei：文書管理システム申請ユーザ 

 wdcshounin：文書管理システム承認ユーザ 

 wdckanrisha：文書管理システム管理ユーザ 

  

7.6 バッチの削除 
グループ管理者でログインし、[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。 

 

 期限切れ処理 

 公開日処理 

 実施日処理 

 案件終了通知処理 

 保管期限到来通知処理 

 メール送信処理 

 案件削除処理 

 掲示板情報削除処理 

 

7.7 データテーブルの削除 

以下のファイルの SQL を実行してください。 

 

storage/webdoc/data/basic/wdc_drop.sql 


	1 はじめに
	2 前提条件
	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 ver7.0 と文書管理システム ISO業務書類統制版 を同時にインストールする場合
	3.1.2 IWPのインストールタイプ
	3.1.3 ワークフローの利用タイプ
	3.1.4 IM-PDFオートコンバータ連携機能を利用する場合
	3.1.5 Microsoft SQL Server環境にインストールする場合

	3.2 サーバへの文書管理システムISO業務書類統制版のインストール
	3.2.1 インストーラの起動と操作方法

	3.3 データベースへの接続確認
	3.4 ライセンスの登録
	3.5 初期化ファイルの設定

	4 文書管理システム ISO業務書類統制版の起動
	4.1 intra-martの再起動
	4.2 初期データの登録（ログイングループ毎）
	4.3 サンプルデータ
	4.4 アプリケーションロール

	5 ファイル一覧
	6 データ移行
	6.1 前提条件
	6.2 移行対象データ
	6.3 移行対象外データ
	6.4 移行手順

	7 アンインストール方法
	7.1 メニューの削除
	7.2 ポートレット情報の削除
	7.3 ファイルの削除
	7.4 ユーザの削除
	7.5 ロールの削除
	7.6 バッチの削除
	7.7 データテーブルの削除


