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1 はじめに 

1.1 目的 
本書は、IM-Mail の基本構成、提供される機能について説明することを目的としているドキュメントです。 

IM-Mail は、NTT コミュニケーションズ株式会社のセキュア ICT サービス Biz メール（以下、Biz メール）をベース

に intra-mart から利用するクラウド型メールサービスです。 

Biz メール自体が提供している機能に関する解説は、本ドキュメントでは記述しておりません。 

1.2 対象者 
IM-Mail の利用は、IM-Mail のサービス契約が必須となっております。IM-Mail のサービス契約情報、機能の知

識を十分有していることを前提とします。 

利用する前提として、M-Mail（メールサービス部分）と intra-mart にインストールする、IM-Mail（intra-mart 部分）の

利用を同時に開始することとなります。 

IM-Mail（メールサービス部分）を利用して後から IM-Mail(intra-mart 部分）を利用することは想定外です。 
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2 アプリケーションの構成 

2.1 概要 
IM-Mail は intra-mart 部分とメールサービス部分が対となっていますので、intra-mart と IM-Mail（メールサービス

部分）がネットワーク上接続可能であることが前提となっております。 

 

2.2 基本構成 
intra-mart サーバ群と IM-Mail（メールサービス側）は、直接、ネットワークを共有していません。インターネット経由

または、VPN 経由で接続されています。 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 IM-Mail 概念図 
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3 IM-Mail 機能 

3.1 SSO（シングルサインオン） 
シングルサインオンとは 1 回の認証で異なるシステムやアプリケーションに一度にアクセスできるシステムのことを

指します。 

IM-Mail は、IM-Mail（メールサービス側）にシングルサインオンする仕組みを提供します。通常 IM-Mail（メール

サービス側）へ遷移する際には認証が必要となります（図 3-1）が、この機能によって intra-mart から IM-Mail（メー

ルサービス側）のログイン画面で認証をすることなく利用することができます。（図 3-2）シングルサインオンを行う際

には認証キーが必要となります。 

認証キーの設定は「IM-Mail 設定ガイド」を参照してください。 

IM-Mail（メールサービス側）にログインした後は intra-mart のネットワークを経由することなく、 intra-mart を利用し

ているブラウザのウインドウとは、別のウインドウ上に IM-Mail（メールサービス側）の画面が表示され、ユーザは

IM-Mail（メールサービス側）と直接接続をおこなっています。そのため、intra-mart 上で一定期間操作を行わない

場合はセッションが破棄され、intra-mart に再度ログインが必要となります。 

intra-mart のセッションが破棄された場合でも、Biz メールとの接続は保持されたままです。システム的に SSO の認

証に失敗するケースは以下です。 

 アカウントが存在しない。 

 アカウントステータスが「利用不可」の場合 

 認証用キーが不正の場合 

 

 

図 3-1 通常認証 
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図 3-2 シングルサインオン 
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3.2 アカウント連携 
アカウント連携は、intra-mart のアカウント情報を IM-Mail（メールサービス部分）のプロビジョニングシステム外部

連携用 API（https 通信）を利用し、リアルタイム同期を行う機能です。連携した場合に intra-mart 側のログインアカ

ウントと IM-Mail（メールサービス部分）に登録されたアカウント情報（メールアドレス）を利用してシングルサインオ

ンを実現しています。また、アドレス帳（グローバルアドレスリスト）から参照することができるようになります。 

連携を行う場合は連携システム認証キーの設定が必要となります。連携システム認証キーの設定は「IM-Mail 設

定ガイド」を参照してください。 

ただし、連携したアカウント情報を IM-Mail（メールサービス部分）のプロビジョニングシステムより更新した場合は、

IM-Mail（intra-mart 部分）に反映されませんので同期したデータに不整合が発生するため連携したデータに対し

ては行わないよう注意してください。 

 

 

 

図 3-3 アカウント同期 

 

 

3.2.1 同期条件 

intra-mart から IM-Mail（メールサービス部分）に同期されるアカウントには以下の条件があります。 

 ログインできるアカウントであること（アカウントライセンスが有効である） 

 アカウントの有効期間が有効であること（現在日時で有効である） 

 IM-Mail のアプリケーションロールが付与されていること 

 ユーザプロファイルが存在すること 

 IM-Mail 用のアカウント名、ドメイン名、グループ名が設定されていること 

ユーザ名などのプロファイル情報はログイングループ管理者のロケール情報のプロファイルデータを同期対象と

しています。 
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3.2.2 同期タイミング 

同期条件を満たした場合に intra-mart から IM-Mail（メールサービス部分）に対して同期処理が実行されます。 

同期をおこなう処理種別は 2 種類あります。 
1. 画面操作からユーザ情報の更新をおこなった時のリスナ実行 
2. バッチ起動からの実行 

3.2.2.1 画面操作からの同期 

グループ管理者画面から以下の操作等によりアカウント情報の変更の際に同期処理が実行されます。 

以下、一例： 

 アカウント情報が登録・変更・削除された場合（図 3-4） 

 アカウントに対してライセンスが登録・削除された場合（図 3-5） 

 アカウントに対して、IM-Mail のアプリケーションロールが登録・削除された場合（図 3-6、図 3-7） 

 ユーザプロファイルが登録・変更・削除された場合（図 3-8） 

組織情報を変更した場合は同期対象ユーザが多数になる可能性があるため、同期処理を実行しません。後述す

る組織変更バッチをご利用ください。 

 

 

図 3-4 アカウント登録画面 

 

 

図 3-5 アカウントライセンス一覧画面 
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図 3-6 アプリケーションロール一覧画面 

 

 

図 3-7 ユーザアカウント権限登録画面 

 

 

図 3-8 ユーザアカウントプロファイル登録画面 
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ユーザ画面から以下の操作により同期処理が実行されます。 

 パスワード情報が変更された場合 

 

図 3-9 パスワード変更画面 

3.2.2.2 バッチ実行からの同期 

後述の「3.5 バッチ」を参照ください。 

3.2.3 IM-Mail（メールサービス部分）とのデフォルトカラムマッピング 

IM-Mail（メールサービス部分）に同期するアカウント情報は以下の表 3-1 の通りです。 

IM-Mail（メールサービス部分）と intra-mart では保存できるデータサイズが異なります。故に IM-Mail（メールサー

ビス部分）のサイズに合わせる処理が実装されています。 

 

項目 パラメータ名 intra-mart 説明 

アカウント account IM-Mail 個人設定.アカウント名  

ドメイン domain IM-Mail 個人設定.ドメイン名  

グループ group IM-Mail 個人設定.グループ名  

エイリアス 1－5 alias1-5 IM-Mail 個人設定.メールエイリアス 1-5  

正規アドレス canonicalAddress IM-Mail 個人設定.正規アドレス  

パスワード password アカウント.パスワード  

姓 familyName ユーザプロファイル.ユーザ名 有効期限内、ログイングループのロ

ケールのプロファイルが存在しない

場合は、アカウント名を利用 

名 firstName ユーザプロファイル.ユーザ名（カナ） GAL でカナ検索を行う為 
表示名 displayName ユーザプロファイル.ユーザ名 姓と同じ値が設定される 

電話番号 tel ユーザプロファイル. 電話番号  

会社 company ユーザプロファイル.所属会社 主所属の会社を設定する 

部門 department ユーザプロファイル.所属組織 主所属の組織を設定する、階層は

設定しない 
役職 title ユーザプロファイル.所属役職 主所属の役職を設定する 

表 3-1 同期アカウント情報 
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3.2.4 提供リスナ 

3.2.4.1 LicenseChangedListener 

アカウントライセンスとアプリケーションロールを追加・削除した際に動作するリスナです。 

同期の条件を満たしている場合に IM-Mail（メールサービス部分）に対してアカウント情報の同期処理を実行しま

す。 

 

図 3-10 LicenseChangedListener シーケンス図 

 

3.2.4.2 AccountChangedListener 

アカウント情報を追加・変更・削除した際に動作するリスナです。 

同期の条件を満たしている場合に IM-Mail（メールサービス部分）に対してアカウント情報の同期処理を実行しま

す。 

 

図 3-11 AccountChangedListener シーケンス図 

 

3.2.4.3 UserChangedListener 

ユーザのプロファイル情報を追加・変更・削除した際に動作するリスナです。 

同期の条件を満たしている場合に IM-Mail（メールサービス部分）に対してアカウント情報の同期処理を実行しま

す。 



intra-mart 仕様書

 

Page 10 Copyright 2000-2010 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

図 3-12 UserChangedListener シーケンス図 

3.2.4.4 CompanyChangedListener 

ユーザの所属情報を追加・変更・削除した際に動作するリスナです。 

同期の条件を満たしている場合に IM-Mail（メールサービス部分）に対してアカウント情報の同期処理を実行しま

す。 

 

図 3-13 CompanyChangedListener シーケンス図 
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3.3 アドレス帳 
IM-Mail（メールサービス部分）のアドレス帳は、グローバルアドレスリストに LDAP を利用して情報を取得すること

ができます。IM-Mail（intra-mart 部分）には LDAP プロセスより intra-mart のユーザ情報を取得することができます。

詳しくは IM-Mail-LDAP 導入ガイドを参照してください。 

通常では、この機能を利用する必要はありません。 

LDAP サーバ、AD を利用する場合は、個別にお問い合わせください。 

 

 

 

図 3-14 LDAP プロセスとアドレス帳検索 
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3.4 未読ポートレット 
未読メールポートレットは intra-mart のポータルに設置できるユーザ向けのポートレットです。未読ポートレットでは、

IM-Mail（メールサービス部分）にある未読メールの情報を表示します。また、未読メールは通常の IMAP（もしくは

IMAPS）のプロトコルで接続してデータ取得を行います。ただし、表示できる未読メールの情報は、受信箱のもの

のみとなっており、受信箱以外のフォルダは対象外となります。（受信箱配下の階層フォルダも同様です。） 

表示する情報は以下の表3-2の通りです。表示できる件数は im_mail.ini で設定することが可能です。設定内容に

ついては「IM-Mail 設定ガイド」を参照してください。 

項目名 説明 

未読数 受信箱にある未読メール数 

総数 受信箱にあるメールの総数 

 

優先度（重要度） メールの優先度 

高の場合：「 」アイコンを表示 

低の場合：「 」アイコンを表示 

件名 メールの件名 

From メールの差出人 

受信 メールを受信した日時 

サイズ メールのサイズ 

表 3-3 未読メール表示情報 

 

 

図 3-15 ポートレット画面 
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3.5 バッチ 
IM-Mail では、5 つのバッチプログラムを標準で用意しています。バッチでの IM-Mail（メールサービス側）への同

期処理は、画面操作の 1 リクエストで 1 ユーザの処理を行うのに対して、1 リクエストで複数ユーザの処理を行いま

す。同時に処理するユーザ数の上限値は設定ファイルで変更することが可能です。設定は「IM-Mail 設定ガイド」

を参照してください。ただし、プロビジョニングシステムで管理している処理可能上限数を超過することはできませ

ん。超過した場合、そのリクエストに対するユーザの処理は全てエラーとなります。 

バッチ処理でエラーとなった場合のみユーザ情報をリカバリ用テーブル(im_mail_recovery)に記録します。また、

リカバリ用テーブルからデータが削除されるタイミングはバッチから同期処理が成功した場合のみです。 

 

 

図 3-16 バッチ実行 
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3.5.1 組織改変通知 

アカウント連携によって同期が行われる部門情報は階層構造を取り扱うことが可能です。（設定に関しては次節の

拡張機能を参照ください。）このため、組織階層の上位層が変更となった場合、変更のある階層以下のすべての

ユーザの部門情報を更新する必要がありますが、会社・組織画面で組織名を編集する場合には同期を行うと大

量のユーザ情報の通知が必要なため、行っておりません。そのため、intra-mart と IM-Mail（メールサービス部分）

の部門情報に不整合が発生することを回避するために実行するバッチです。 

 

 

図 3-17 組織改変 

3.5.2 ユーザ有効期限・所属変更 

intra-mart はユーザ情報を期間化することができます。このため、将来連携対象となるユーザや将来連携対象で

はなくなるユーザプロファイルを作成することができます。 

この場合、そのユーザに対して画面からの操作では同期処理を実行することができません。そのユーザを対象と

した同期処理を実行するためのバッチです。このバッチは日時でのスケジューラを前提としています。 

対象は「バッチの実行日に期間開始もしくは期間終了するユーザのみ」です。 

監視する有効期間はアカウント、プロファイル、組織主所属の情報となります。 

※注意：プロファイルの期間か切れた場合、ユーザ情報は「利用可」のままとなり、利用者としてカウントされていま

す。（IM-Mail（メールサービス部分）の仕様制限による） 

 

 

図 3-18 有効期間開始 
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図 3-19 有効期間終了 

 

3.5.3 リカバリデータ一括反映 

先の記述のとおり、バッチ処理は複数ユーザを処理します。このため、トランザクションの単位は外部システムへの

1 リクエストとなります。故に 1 ユーザのエラーによってその他のユーザもエラーと扱われてしまいます。失敗となっ

たユーザに対して再度同期処理を実行するためのバッチです。 

 

 

図 3-20 リカバリ処理 

3.5.4 個人設定一括反映 

IM-Mail の利用条件を満たしている全ユーザを対象とした同期処理を実行するためのバッチです。 

このバッチは、intra-mart 上にある既存の大量ユーザを一括で連携させるために API を利用して IM-Mail のデー

タを作成するプログラムを独自で実装した場合など同期処理を短縮するために利用することを目的としています。 

 

3.5.5 アプリケーション初期化 

IM-Mail を利用する場合は、IM-Mail（メールサービス部分）に対する設定をログイングループ単位にドメイン情報

や認証キー等の設定を必要とします。設定を行った場合はシステムの再起動をおこなうことが前提となりますが、

このバッチを利用することでシステムの再起動をせず設定を反映させることができます。 

このバッチで有効にできる設定ファイルは im-mail-config.xml となります。また、xml の編集の際のミスによって正

しく解釈されない場合（parseError 等）は実行前の状態を保持します。設定が反映されない等の場合は再度 xml

の内容をご確認ください。 
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3.6 国際化について 
intra-mart は国際化データをもつことができます。しかし、IM-Mail（メールサービス部分）は各言語で取り扱うデー

タは共通となります。このため、IM-Mail（メールサービス部分）に対する連携するデータは 1 つのロケール情報の

みとなります。inra-mart 側から送信するユーザ名などのプロファイルのロケール情報は一般ログインユーザのロケ

ール情報ではなく、グループ管理者のログインユーザのロケール情報となります。故に、送信されるロケール情報

は１つとなります。 

 

3.7 モバイル対応 
IM-Mail（メールサービス部分）では携帯（フルブラウザ）/スマートフォンに対応しています。しかし、SSO について

は対応していません。携帯のブラウザでは受信箱のみ表示可能となっており、それ以外のフォルダを閲覧するこ

とはできません。 
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4 拡張機能・管理 

4.1 拡張要素 
IM-Mail は、設定やプラグインを利用して容易にカスタマイズを行える拡張要素があります。プラグインに関する

詳しい情報は iWP ドキュメントのデベロッパーズガイドを参照してください。 

 

4.1.1 プラグイン 拡張ポイント 

IM-Mail で提供する拡張ポイントは、以下の通りです。 

 

名称 拡張ポイント 説明 

アカウントリスナプラグイン jp.co.intra_mart.product.im_mail.account.listener 同期アカウント情報のデータストアへの操

作時に任意の処理を実行します。 

同期リスナプラグイン jp.co.intra_mart.product.im_mail.sync. listener 同期アカウント情報の IM-Mail（メールサ

ービス部分）への同期時に任意の処理を

実行します。 

アカウント属性値プラグイン jp.co.intra_mart.product.im_mail.account.attribute IM-Mail（メールサービス部分）へ同期さ

れるアカウント情報に任意の値を設定し

ます。 

表 4-1 提供プラグイン一覧 

4.1.2 アカウントリスナ 

アカウント情報の操作（登録、更新、削除）時にそれぞれの事前、事後処理として任意の処理を実行させるための

プラグインです。 

デフォルトで検証クラス（ImMailAccountValidator）、履歴登録（ImMailHistoryAddListener）が設定されています。 

詳細は API ドキュメントを参照してください。 

 

【プラグイン定義の設定例】 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<plugin> 

  <extension point="jp.co.intra_mart.product.im_mail.account.listener"> 

    <my_account_listener id="myListener" name=" myListener " groups="default"> 

      <listener class=" jp.co.intra_mart.product.im_mail.plugin.exampke.MyAccountListenerPlugin "/> 

    </my_account_listener> 

  </extension> 

</plugin> 

 

4.1.3 同期リスナ 

アカウント情報を IM-Mail（メールサービス部分）へ同期（登録、更新、削除）時に事前、事後処理として任意の処

理を実行するためのプラグインです。 

デフォルトで同期検証クラス（ImMailSyncValidator）、アカウント履歴同期クラス（ImMailHistorySyncListener）が

設定されています。 

詳細は API ドキュメントを参照してください。 
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【プラグイン定義の設定例】 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<plugin> 

  <extension point=" jp.co.intra_mart.product.im_mail.sync.listener"> 

    <my_sync_listener id="myListener" name="myListener" groups="default"> 

      <listener class=" jp.co.intra_mart.product.im_mail.plugin.exampke.MySyncListenerPlugin "/> 

    </my_sync_listener> 

  </extension> 

</plugin> 

 

4.1.4 アカウント属性値 

同期される属性に任意の値を設定するためのプラグインです。 

アカウント同期の際に指定する属性に任意の値を設定するための拡張ポイントを提供しています。 

デフォルトで部署名の表現を変更する ImMailDepartmentPlugin が用意されています。（※初期状態では無効とな

っております。） 

 

プラグインで設定可能な属性は、以下の通りです。 

ノード 文字種 桁長 IM-Mail（サービス部分）のアカウント属性 

password 半角英数字記号 

記号は、 

!"#$%&'()*+,-./<=>?@[¥]^_`{|}~

最初の文字は半角英数字 

ポリシーに従う パスワード 

familyName 制限なし 40 名前（姓） 

firstName 制限なし 40 名前（名） 

displayName 制限なし 256 表示名 

company 制限なし 256 会社 

department 制限なし 1024 部門 

title 制限なし 256 役職 

tel 半角数字記号 

※記号は「-（ハイフン）」のみ 

256 電話 

表 4-2 アカウント属性一覧 

 

【プラグイン定義の設定例】 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<plugin> 

  <extension point="jp.co.intra_mart.product.im_mail.account.attribute"> 

   <attribute_plugin id="default" name="default" groups="default"> 

      <department class="jp.co.intra_mart.product.im_mail.plugin.attribute.ImMailDepartmentPlugin"/> 

    </attribute_plugin> 

  </extension> 

</plugin> 

 

4.1.4.1 部署名の表現変更（ImMailDepartmentPlugin） 

IM-Mail（メールサービス部分）の部門にあたる情報を intra-mart の会社・組織テーブルから情報を取得して階層

構造を指定することができます。 

department タグ内の属性もしくは init-param タグを利用した設定をおこなうことが可能です。 
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詳細は API ドキュメントを参照してください。 

 

属性名 説明 値 

separator 上位組織と下位組織の文字列間に含めるセパレータ

を指定します。 

文字列 

depth 取得する組織の階層数を指定します。 数値 

reverse depth 属性を最下層から指定する true / false 

company 結果に会社名を含めるかどうかを選択します。 true / false 

表 4-3 プラグイン属性一覧 

【プラグイン定義】（init-param 指定） 
  <extension point="jp.co.intra_mart.product.im_mail.account.attribute"> 

    <!-- 属性値プラグイン設定例 --> 

    <attribute_plugin id="example" name="example" version="7.1" enable="false"> 

      <!-- パラメータ要素による設定例 --> 

      <department class="jp.co.intra_mart.product.im_mail.plugin.attribute.ImMailDepartmentPlugin"> 

        <init-param param-name="separator" param-value=" / " /> 

        <init-param param-name="depth" param-value="3" /> 

        <init-param param-name="reverse" param-value="true" /> 

        <init-param param-name="company" param-value="true" /> 

      </department> 

    </attribute_plugin> 

  </extension> 

 

【プラグイン定義】（属性指定） 
  <extension point="jp.co.intra_mart.product.im_mail.account.attribute"> 

    <!-- 属性値プラグイン設定例 --> 

    <attribute_plugin id="example" name="example" version="7.1" enable="false"> 

      <!--属性名による設定例 --> 

      <department class="jp.co.intra_mart.product.im_mail.plugin.attribute.ImMailDepartmentPlugin" separator=" - " 

depth="3" reverse="false" company="false" /> 

    </attribute_plugin> 

  </extension> 

4.1.5 同期処理抑止パラメータ設定 

リスナが実行される際に同期処理をおこなわないように抑止することができます。 

これは、1 リクエストでアカウント、ユーザプロファイル、会社・組織情報を更新する場合などに、アカウント同期処

理が複数回実行されるのを防ぐために、リクエスト URL（サーブレットパス）によってリスナを抑止する場合に使用

します。 

 

属性名 説明 値 

excludes-url* 抑止する URL リスナを動作させないサーブレットパス 

表 4-4 抑止パラメータ設定 

複数のリクエスト URL（サーブレットパス）を設定可能にするため、excludes-url で始まる全ての属性名が有効にな

ります（重複した場合は、最後の値のみが有効になります） 

 
      <listener class="jp.co.intra_mart.product.im_mail.listener.ImMailLicenseChangedListener"> 

        <!-- 「グループ管理者>ログイングループ管理>アカウント管理>アカウント設定」の同期処理は抑止（プロファイル

リスナーで同期処理を行う） --> 

        <init-param param-name="excludes-url-01" param-value="/system/setting/group/users/service006.jssps" /> 

      </listener> 
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4.2 管理 

4.2.1 グループ名一覧ファイル 

IM-Mail では各ログイングループ単位でグループ名一覧のファイルを storage サービス配下に保存しています。 

このファイルは IM-Mail の管理画面より組織グループを登録した際にファイル内に存在しないグループである場

合に追記しています。 

このファイルに対しては書き込みのみで削除を行いません。このファイルは組織グループ名の一覧とオートコンプ

リート機能を実現するために利用しており、それ以外の用途はありません。肥大化、不要な名称を削除する場合

は直接ファイルより削除してください。 

配置ファイル 

<%IM_ROOT>/storage/im_mail/{$group_cd}/ groupname 

 

<%IM_ROOT>：インストール時に storage サービスのインストール先と指定したディレクトリ 

group_cd：ログイングループコード



 5 Appendix

 

作成者：株式会社 NTT DATA イントラマート Page 21

 

5 Appendix 

5.1 サンプルコード 
ここに記載されるサンプルコードは検証をおこなっていないため、動作保証をするものではありません。 

 

5.1.1 アカウント属性値プラグイン 

名前（姓）に、intra-mart の{ユーザプロファイル.名前} ({ユーザプロファイル.名前（カナ）})を設定したい場合に、

以下のようなクラスを作成し familyName 属性に対して設定します。 

【プラグイン用クラス】 
package jp.example; 

 

public class ExampleNamePlugin implements ImMailAttributePlugin { 

 

    // {ユーザプロファイル.名前}（{ユーザプロファイル.名前（カナ）}）を返却する 

    public String getAttribute(String groupId, String userId, Date date) { 

        // 引数グループ ID（groupId)、ユーザ ID（userId）、基準日時（date）を利用して 

        // ユーザプロファイルの名前と名前（カナ）を取得する。 

        String name = "ユーザプロファイルの名前"; 

        String kana = "ユーザプロファイルのカナ"; 

        // 名前（カナ）の形式で文字列を返却する 

        return name + "(" + kana + ")";  

    } 

} 

 

【プラグイン定義】 
<attribute_plugin id="my_im_mail" name="default" groups="default"> 

    <familyName class="jp.example.ExampleNamePlugin" /> 

</attribute_plugin> 

 

5.1.2 バッチ処理におけるリスナ抑止 

複数のアカウントや複数の同期対象データを更新する際にHTTPS通信が複数実行されるのを抑止するためのサ

ンプルソース（バッチ処理） 
public class ImMailExampleBatch implements ProcedureComponent { 

 

    private String groupId = null; 

     

    private String adminId = null; 

     

    @Override 

    public void execute(Properties properties) throws RuntimeException, Error { 

        // ログイングループ ID の取得 

        this.groupId = properties.getProperty("group"); 

        // IM-Mail 用テーブルの作成者・最終更新者カラムにセットする ID 

        this.adminId = "system"; 

 

        // アカウント同期リスナーの抑止 

        ImMailAccountChangedListener.setEnabled(false); 

        // ユーザプロファイル同期リスナーの抑止 

        ImMailUserChangedListener.setEnabled(false); 

        // 会社・組織同期リスナーの抑止 

        ImMailCompanyChangedListener.setEnabled(false); 
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        //アカウント情報、プロファイル、組織情報をインポート 

         

        //IM-Mail 個人設定を行うユーザ情報 

        List<String> userList = new ArrayList<String>(); 

        userList.add("sample1"); 

        userList.add("sample2"); 

         

         

        //ImMailAccount を保持するリスト 

        List<ImMailAccount> accountList = new ArrayList<ImMailAccount>(); 

 

         

        for(String userCd : userList) { 

            ImMailAccountManager manager = new ImMailAccountManager(groupId); 

            ImMailAccount imMailAccount = manager.getAccount(userCd);  

             

            //同期ずみでないなら、アカウントとドメインをセット 

            if(!imMailAccount.isSynced()) { 

                imMailAccount.setAccount("hoge");   //アカウント 

                imMailAccount.setDomain("hoge");    // 

            }  

 

            List<String> aliasList = new ArrayList<String>(); 

            aliasList.add("hoge"); 

            imMailAccount.setAliasList(aliasList); 

            imMailAccount.setGroup("hoge"); 

            imMailAccount.setCanonicalAddress("hoge"); 

             

            accountList.add(imMailAccount); 

        } 

        try { 

            //アカウントの同期を行います。 

            //サンプルでは、ロック・リカバリテーブルへの登録は行っていません。 

            //必要な場合、独自で実装をしてください。 

            syncAccounts(accountList); 

        } catch (ImMailException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } finally { 

            // アカウント同期リスナーの抑止解除 

            ImMailAccountChangedListener.setEnabled(true); 

            // ユーザプロファイル同期リスナーの抑止解除 

            ImMailUserChangedListener.setEnabled(true); 

            // 会社・組織同期リスナーの抑止解除 

            ImMailCompanyChangedListener.setEnabled(true); 

        } 

    } 

     

        /** 

     * アカウントの同期を行います。 

     *  

     * @param accountList アカウントの一覧 

     * @throws ImMailException 

     */ 

    private void syncAccounts(List<ImMailAccount> accountList) throws ImMailException { 

      

        ImMailSyncManager syncManager = new ImMailSyncManager(this.groupId, this.adminId); 

 

        // 同期処理を呼ぶには、ドメイン毎に、登録、更新、削除の同期処理を呼び分ける必要があるため、 

        // まず同期対象の ImMailAccount を仕分けます。 

 

        // 同期対象アカウント格納マップ。KEY=ドメイン名、VALUE=アカウント一覧 

        Map<String, List<ImMailAccount>> createMap = new HashMap<String, List<ImMailAccount>>(); 

        Map<String, List<ImMailAccount>> modifyMap = new HashMap<String, List<ImMailAccount>>(); 

        Map<String, List<ImMailAccount>> deleteMap = new HashMap<String, List<ImMailAccount>>(); 

 

        // ImMailAccount 分、ループ。 

        for (ImMailAccount account : accountList) { 
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            // アカウントの同期タイプ取得 

            int syncType = syncManager.getSyncType(account); 

 

            // 同期タイプが登録の場合 

            if (ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_CREATE == syncType) { 

                List<ImMailAccount> createList = createMap.get(account.getDomain()); 

                if (createList == null) { 

                    createList = new ArrayList<ImMailAccount>(); 

                    createMap.put(account.getDomain(), createList); 

                } 

                createList.add(account); 

                // 同期タイプが更新の場合 

            } else if (ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_MODIFY == syncType) { 

                List<ImMailAccount> modifyList = modifyMap.get(account.getDomain()); 

                if (modifyList == null) { 

                    modifyList = new ArrayList<ImMailAccount>(); 

                    modifyMap.put(account.getDomain(), modifyList); 

                } 

                modifyList.add(account); 

                // 同期タイプが削除の場合 

            } else if (ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_DELETE == syncType) { 

                List<ImMailAccount> deleteList = deleteMap.get(account.getDomain()); 

                if (deleteList == null) { 

                    deleteList = new ArrayList<ImMailAccount>(); 

                    deleteMap.put(account.getDomain(), deleteList); 

                } 

                deleteList.add(account); 

            } else if (ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_NONE == syncType) { 

                // 何も処理が必要ない場合 

            } 

        } 

 

        // 登録処理 

        sync(createMap, ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_CREATE); 

        // 更新処理 

        sync(modifyMap, ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_MODIFY); 

        // 削除処理 

        sync(deleteMap, ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_DELETE); 

         

    } 

     

 

    /** 

     * ドメイン毎に指定された同期処理タイプの同期処理を実行します。 

     * <p> 

     * [概要] 

     * <ol> 

     * <li>同期対象情報マップから対象ドメイン分、以下の処理を繰り返す。</li> 

     * <ul> 

     * <li>管理対象ドメインである場合。</li> 

     * <ul> 

     * <li>全対象アカウント数が処理単位より少ない場合、同期処理を行う。</li> 

     * <li>全対象アカウント数が処理単位より多い場合、処理単位分にアカウント情報をわけ、同期処理を行う。</li> 

     * </ul> 

     * </ul> 

     * </p> 

     * @param map 同期対象情報のマップ（KEY:ドメイン VALUE:対象アカウント一覧） 

     * @param type 同期処理タイプ 

     */ 

    private void sync(Map<String, List<ImMailAccount>> map, int type) throws ImMailException{ 

        //同期処理単位の限界を取得。 

        ImMailDomainManager domainManager = new ImMailDomainManager(this.groupId); 

        int size = domainManager.getSyncLimit(); 

 

        // ドメイン分ループ 

        for (String domain : map.keySet()) { 

            // 対象アカウント一覧取得 

            List<ImMailAccount> accountList = map.get(domain); 
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            // 対象アカウントが NULL もしくは空の場合 

            if (accountList != null && !accountList.isEmpty()) { 

                // ドメインが管理対象のドメインの場合 

                if (domainManager.contains(domain)) { 

                    // 総数が処理数より少ない場合、即同期処理 

                    if (size >= accountList.size()) { 

                        // 同期 

                        executeSync(domain, accountList, type); 

                    } else { 

                        List<ImMailAccount> syncList = new ArrayList<ImMailAccount>(); 

                        for (int i = 0; i < accountList.size(); i++) { 

                            syncList.add(accountList.get(i)); 

                            // 対象アカウントが処理単位数になったら、同期処理を行う。 

                            if (size == syncList.size() || (i + 1) == accountList.size()) { 

                                // 同期 

                                executeSync(domain, syncList, type); 

                                syncList = new ArrayList<ImMailAccount>(); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } else { 

                    // 管理対象外のドメインであった場合  

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    /** 

     * 同期処理タイプに従い、同期処理を呼び出します。 

     * <p> 

     * [概要] 

     * <ol> 

     * <li>トランザクションを開始。</li> 

     * <li>同期処理タイプにより、同期処理の呼び出し</li> 

     * <li>成功時、コミットを行う。 

     * <li>失敗時、ロールバックを行う。 

     * </ol> 

     * ※処理を継続するため、同期に失敗しても、例外は発生しません。 

     * ※リカバリテーブルに登録すれば、リカバリバッチで、 

     *   再度同期を実行します。必要な場合は、IM-Mail が提供するバッチを参考に、実装してください。 

     * </p> 

     *  

     * @param domain ドメイン 

     * @param accountList 対象アカウント一覧 

     * @param type 同期処理タイプ 

     */ 

    private void executeSync(String domain, List<ImMailAccount> accountList, int type) { 

 

        DatabaseManager dbManager = DatabaseManager.getInstance(); 

 

        try { 

            // トランザクション開始 

            dbManager.beginTransaction(); 

            ImMailSyncManager syncManager = new ImMailSyncManager(groupId, this.adminId); 

 

            // 同期タイプごとに同期処理の呼びわける。 

            if (ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_CREATE == type) { 

                syncManager.syncCreateAccounts(1, accountList); // requestID は特に利用しないので、1 固定。 

            } else if (ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_MODIFY == type) { 

                syncManager.syncModifyAccounts(1, accountList); // requestID は特に利用しないので、1 固定。 

            } else if (ImMailSyncManager.SYNC_TYPE_DELETE == type) { 

                syncManager.syncDeleteAccounts(1, accountList); // requestID は特に利用しないので、1 固定。 

            } 

 

            // トランザクション終了(コミット) 

            dbManager.commit(); 
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        } catch (ImMailSyncException e) { 

            try { 

                // トランザクション終了(ロールバック) 

                dbManager.rollback(); 

            } catch (Exception ex) { 

                // 特に何もしない 

            } finally { 

                // 特に何もしない 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            try { 

                // トランザクション終了(ロールバック) 

                dbManager.rollback(); 

                 

            } catch (Exception ex) { 

                // 特に何もしない 

            } finally { 

                // 特に何もしない 

            } 

        } 

    } 

} 
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6 著作権 

「intra-mart」は株式会社ＮＴＴデータ イントラマートの登録商標です。 

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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