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＜＜ 変更履歴 ＞＞ 

変更年月日 変更内容 

2010/07/30 初版 

2014/04/01 第 2 版 

「プロビジョニング」を「メールサービスコントロールパネル」に書き換えました。 

3.1.1 設定項目（XML フォーマット） 

  無効になったノードの「備考」を修正しました。 
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1 はじめに 

本ドキュメントは、IM-Mail をご利用になられる方のための設定手引書です。 

 

1.1 用語解説 
 

 

intra-mart WebPlatform/AppFrameWork 以下、iWP/iAF と略します。 

intra-mart IM-Mail ver7.1 以下、IM-Mail と略します 

intra-mart Server Manager システム全体を管理するサーバです。以下、本サーバのインストールディレクトリ

を<% imSM %>と略します。 

Resource Service プログラムファイルを管理するサービスです。以下、本サービスのインストールデ

ィレクトリを<% ResourceService %>と略します。 
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2 設定ファイル 

2.1 設定ファイルの種類 
 

IM-Mail で利用する設定ファイルを以下に示します。 

 

 

2.2 設定ファイルの編集に関する注意点 
 

設定ファイルを編集した場合、その変更内容をサーバの動作に反映させるには、該当するサーバの再起動が必

要です。（一部、再起動が必要ないものもあります） 

すでにサービスの運用を開始している環境に対して設定ファイルを編集する場合は、メンテナンス時間を設けて

全てのサーバを停止した後に作業を行うようにしてください。運用中のサーバに対して設定ファイルを編集するこ

とや、ネットワーク連携しているサーバのうち１つまたはすべてではない複数のサーバに関してのみ（他のサーバ

は運用を継続）設定を変更した場合、予期せぬエラーの原因となることがあります。 

 

 

 

im-mail-config.xml IM-Mail（メールサービス部分）接続に関する設定ファイルです。 

im_mail.ini IM-Mail の環境設定に関する設定ファイルです。 
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3 機能と設定 

3.1 im-mail-config.xml 
 

 <% imSM %>/conf/ im-mail-config.xml 

 

im-mail-config.xml では、以下の機能についての IM-Mail（メールサービス部分）との接続設定を行ないます。 

設定する値については、IM-Mail サービスの開通情報を参照して下さい。 

 
① アカウント同期機能 
② SSO（シングルサインオン）機能 
③ 未読メールポートレット機能 

 

im-mail-config.xml は、アプリケーション初期化バッチを実行する事で、サーバの再起動を行わずに設定を 

反映させることができます。 

アプリケーション初期化バッチの詳細については「IM-Mail 仕様書」をご覧ください。 

3.1.1 設定項目（XMLフォーマット） 

 

im-mail-config.xml ファイルの設定項目（XML フォーマット）は以下の通りです。 

要素名 キー 必須 備考 

im-mail-config    

domains ○   

login-group*  ○ intra-mart ログイングループ ID 

sync-url   （無効）※1 

sync-limit   （無効）※1 

domain ○   

name*  ○ IM-Mail 用のドメイン名 

attestation-key   メールサービスコントロールパネル連携 API 用共通鍵 

preauth-url   PreAuth 共通 URL 

preauth-key   PreAuth 共通鍵 

imap-host   IMAP サーバの IP アドレス/ホスト名 

imap-port   IMAP サーバのポート番号 

 

imap-ssl   IMAP サーバの SSL 設定（true / false） 

*要素の属性名となります。 

※1・・・v7.1.1 より無効になりました。値が設定されていても無視されます。 
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3.1.2 設定例 

 

設定例を以下に示します。 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<im-mail-config xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/im-mail/config/im-mail-config" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > 

  <!-- ログイングループの設定 --> 

  <domains login-group="default"> 

 

    <!-- IM-Mail 用のドメイン設定 --> 

    <domain name="my.domain"> 

 

      <!-- メールサービスコントロールパネル連携 API 用共通鍵 --> 

      <attestation-key>MY-DOMAIN-ATTESTATION-KEY</attestation-key> 

 

      <!-- PreAuth 共通 URL、共通鍵 --> 

      <preauth-url>https://my.domain/sso/</preauth-url> 

      <preauth-key>MY-DOMAIN-PREAUTH-KEY</preauth-key> 

 

      <!-- IMAP サーバ IP アドレス/ホスト名、ポート番号、SSL 設定 --> 

      <imap-host>my.domain</imap-host> 

      <imap-port>993</imap-port> 

      <imap-ssl>true</imap-ssl> 

    </domain> 

 

    <!-- 複数の IM-Mail 用のドメインが存在する場合は複数記載します --> 

    <domain name="second.domain"> 

      {省略・・・} 

    </domain> 

  </domains> 

 

  <!-- 複数のログイングループが存在する場合は複数記載します --> 

  <domains login-group="second.group"> 

    {省略・・・} 

  </domains> 

 

</im-mail-config> 
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3.2 im-mail.ini 
 

 <% ResourceService %>/pages/product/src/im_mail/ im-mail.ini 

 

im-mail.ini は、以下の機能についての環境設定を行います。 

 
④ 未読メールポートレット機能 
⑤ アカウント検索機能 

 

3.2.1 設定項目 

 

設定項目は以下の通りです。 

項目名称 初期値 説明 

PORTLET_IM_MAIL_NUMBER_OF_LINE 5 未読ポートレットの未読メール表示件数 

PORTLET_IM_MAIL_PRT_SUBJECT_MAX_LENGTH 20 未読ポートレットの表示タイトル長 

PORTLET_IM_MAIL_CONNECTION_TIMEOUT 30000 未読ポートレットの接続時のタイムアウト値（ミリ秒） 

PORTLET_IM_MAIL_TIMEOUT 30000 未読ポートレットの送受信時のタイムアウト値（ミリ秒） 

GM_IM_MAIL_ACCOUNT_NUNBER_OF_LINE 30 アカウント検索画面の検索結果の１ページ表示件数 
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