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1.1 ログイングループ管理者の業務と

ログイン 
ログイングループ管理者は、システム管理者から任されたログイングループに対して、さまざまな権限を

有します。 

1.1.1 ログイングループ管理者の業務 
システム管理者は、intra-martのデータベース設定など共通の設定管理と各ログイングループとその管理

者に関する次のような管理を行います。 

ログイングループ管理 ログイングループごとのロール、アカウント、アカウントライセンス、メニュー、カレ

ンダー、バッチなどの管理を行います。 

アプリケーション共通マスタ管理 ログイングループ上で動作するintra-martアプリケーションで共通に利用される

リソースの管理を行います。リソースには、組織、役職、パブリックグループ分類

設定などがあります。 

1.1.2 ログイングループ管理者でのログイン 
ログイングループ管理者は、以下の手順に従ってintra-martにログインします。 

1 ブラウザを起動し、下記のようにintra-martのURLを入力します。 

画面上には、intra-martのログイン画面が表示されます。 

intra-mart WebPlatform（スタンドアロン）：http://ホスト名：8080/imart/（ログイングループID）.manager 

intra-mart WebPlatform（分散システム）：Webサーバコネクタの登録内容に合わせたURL 

intra-mart AppFramework：Webアプリケーションサーバに対するintra-martの登録内容に合わせたURL 

 

 intra-mart WebPlatformをスタンドアロン形態で運用する場合、アクセスするURLのポート番号（Webサーバとしての

ポート）は、インストール時に指定することができます。 

 URLは、ブラウザのブックマークに登録しておくと便利です。 

 

ログイン画面なしで自動認証する方法 

intra-martにログインする際のURLに、次のようにユーザコードとパスワードを含めることができ

ます。  

http://intramart/imart/(ログイングループID).manager?im_user=xxxx&im_password=yyyy 

           xxxx：ユーザコード  yyyy：パスワード 

上記のURLのように入力してログインすると、ログイン画面なしで自動認証されます。 
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2 ログイン画面で、ユーザコードと、パスワードを入力します。 

また、システム管理者が設定したログイングループ管理者(オリジナルのログイングループ管理者)でのログ

インのときは、[グループ管理権限ユーザでログイン]というチェックボックスにチェックを付けずに［ログイン］

ボタンをクリックします。一方、オリジナルのログイングループ管理者によって、グループ管理権限が与えら

れたユーザでのログインのときは、[グループ管理権限ユーザでのログイン]にチェックを付けて[ログイン]ボ

タンをクリックします。(グループ管理権限ユーザについて、詳しくは「1.12 ログイングループ管理権限ユーザ

設定」を参照してください。) 

 

<intra-martのログイン画面> 

              

<intra-martの初期画面> 
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1.1.3 ホーム画面 
ホーム画面は、intra-martログイン時に表示される初期画面です。メニューを選択して各種画面が表示さ

れている場合には、画面左上の[HOME]ボタンをクリックするとホーム画面が表示されます。 

 

 

1.1.4 intra-martからのログアウト 
ログイン画面に戻るとログアウトしたことになり、intra-martを終了できます。ログイン画面に戻るには、

画面左のメニュー上部に用意されている［LOGOUT］ボタンをクリックします。 

 メニューの［LOGOUT]ボタンをクリックせずにブラウザを終了した場合や、他のページに移動してintra-martの画面

から離れてしまった場合、intra-martサーバ内ではセッションがタイムアウトするまでログイン状態を継続しているも

のとみなされます。必ずメニューの［LOGOUT］ボタンをクリックしてください。 

 

1.1.5 2重ログイン防止機能 
intra-martには、2重ログインを防止する機能（デフォルト：無効）が用意されていて、有効・無効を切

り替えることができます。 

2重ログイン防止機能が有効になると、2つ目以降のセッションは無効となり、ログインが不可能になりま

す。このため、ログインするには有効なセッションを無効化する必要があります。 

2重ログイン防止機能の設定によって、一般ユーザやログイングループ管理者が自分自身で不要なセッショ

ンを無効化することができるように設定することもできます。 

 

2重ログインが検出されると、以下のような画面が表示されます。 
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<自分自身でセッションを無効化することができるように設定した場合の画面> 

 

 

<2重ログインを通知のみする設定の画面> 

2重ログインを通知のみする設定の場合、そのままでは操作を継続することができません。この場合、次の

ような方法で操作を継続することができます。 

 有効なセッションで操作を継続する 

 有効なセッションをログアウトして、その後上記画面の［再試行］ボタンをクリックする 

 有効なセッションがタイムアウトするのを待ち、その後上記画面の［再試行］ボタンをクリックする 

 システム管理者に有効なセッションの無効化を依頼して、その後上記画面の［再試行］ボタンをクリックする 

 

1.1.5.1 セッションの無効化の操作 

ログイングループ管理者は、配下の一般ユーザに関して、ログイン状況を把握するとともに、セッション

の無効化を図ることができます。操作は、［ログイングループ管理］-［アカウント管理］-［ログインセ

ッション］画面で行います。 
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1 ［ログイングループ管理］-［アカウント管理］-［ログインセッション］をマウスでクリックします。 

［ログインセッションユーザ検索］画面が表示されます。 

 

<［ログイングループセッション］画面> 

2 ユーザＩＤ欄に表示したいユーザＩＤを入力して、［検索］アイコンをクリックします。あるいは、ユーザＩＤ欄は空

欄にして、［検索］アイコンをクリックします。 

ログインしているユーザのセッション一覧が表示されます。 

 

<［ログイングループセッション］画面> 

3 無効にするセッションをチェックして、［無効化］ボタンをクリックします。 

選択したセッションが無効になります。 
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1.2 ログイングループの設定 
システム管理者によって作成された段階で、ログイングループのデフォルトのロケールやエンコーディン

グなどの設定が行われています。しかし、ログイングループ管理者は、［ログイングループ管理］-［ログ

イングループ設定］画面で、ログイングループごとに設定を変更することができます。また、この画面で

は、ログイングループ管理者のユーザIDやパスワードの設定も行えます。 

1.2.1 ［ログイングループ］タブ 
ここでは、作成するログイングループの基礎データの登録を行います。ここでの設定は、ログイングルー

プのデフォルトの設定となりますが、各ユーザの設定が優先されます。 

 

 

<ログイングループ設定画面 ― ログイングループタブ> 

ログイングループID ログイングループの名称です。 

ロケール このログイングループがデフォルトで使用する言語を選択します。 

アカウントロック回数 ログイン時に、ログインIDとパスワードが認証されなかった場合、ここで設定した

回数を経過すると、「アカウントロック期間」で設定した時間（分単位）だけログイ

ンの操作ができなくなります。回数を「0」とすると、アカウントロックすることなく、

ログインを試行することができます。 

アカウントロック期間（分） アカウントロックされた場合、ここで設定した時間（分）ログインすることができなく

なります。 

「0」を設定すると、ロックを解除しなくなります。 

この場合、ロックを解除するには、ログイングループ管理者が「アカウント設定画

面」にて、手動で解除する必要があります。 

ページカラーパターン このログイングループがデフォルトで使用する画面の色調を選択します。色調

は、あらかじめ、「青」、「緑」、「グレー」、「オレンジ」、「赤」の５つが登録されてい

ます。 

メインページパターン このログイングループがデフォルトで使用する画面パターンを設定します。画面

パターンは、追加、削除することもできます。ここには、一般ユーザのログイン後

に表示されるページURLをリストします。ユーザは、このリスト内から、ログイン後

に表示されるページを選択できます。 



第 1 章 ログイングループ管理 

8  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

1.2.1.1 メインページパターンの追加 

メインページは、ユーザが追加、削除、そして編集することができます。標準では、本バージョンのデザ

インと、V5.xの２つのデザインのメインページパターンが用意されています。 

 

<メインページパターンの追加および編集画面> 

ページパターンID（必須） ログイン後に表示されるページのパターンID 

ページURL（必須） ログイン後に表示されるページパターンのURL 

指定するURLがスクリプト開発モデルの場合は、pages/**/srcからの相対パス

で、 後に拡張子( .jssp )を付けます。それ以外は、コンテキストパスからの相対

パスで指定します。 

ページイメージURL ログイン後に表示されるページのパターンの概要イメージ。コンテキストパスから

の相対パスで指定する。 

1.2.2 ［ログイングループ管理者］タブ 
［ログイングループ管理者］タブでは、システム管理者が登録したログイングループの管理者のユーザIDや

パスワードなどが表示されています。ログイングループ管理者は、ここで設定されているユーザIDやパス

ワードを変更することができます。 

 

<ログイングループ設定画面 ― ログイングループ管理者タブ> 
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ユーザID（必須） ログイングループ管理者のログインIDを入力します。 

パスワード ログイングループ管理者がログインする際に使用する、パスワードです。 

パスワード（確認） ［パスワード］で入力した文字列を再入力します。 

ユーザロケール intra-martは多言語化に対応していますので、ここでログイングループ管理者が

使用する言語を選択します。デフォルトは「日本語」になっています。 

メールアドレス ログイングループ管理者への連絡先としてのメールアドレスです。intra-martア

プリケーションで、ログイングループ管理者へ連絡する際に使用することができ

ます。 

電話番号 ログイングループ管理者への連絡先としての電話番号です。 
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1.3 アカウントライセンスの設定 
ログイングループに割り振られたアカウントライセンスは、ログイングループ管理者によってユーザに割

り振らなければなりません。アカウントライセンスの設定は、アカウント設定画面でユーザを登録する際

にも行えますが、ここで説明する[ログイングループ管理]-[アカウント管理]-［アカウントライセンス設定］

画面を利用すると、効率よく登録されている全ユーザに対して割り振ることができます。 

この画面では、特定のアカウントを検索して設定する方法と、「全て表示」、「ライセンス有」、「ライ

センス無」などの条件で、該当するアカウントをまとめて表示させて設定する方法が用意されています。

また、これらを組み合わせることで、さまざまな方法でアカウントを絞り込むことができます。 

 

1.3.1 特定のアカウントを検索して設定する 

1 ユーザID欄にアカウントを入力し、表示方法を選択して、［検索］をクリックします。 

ユーザIDは、部分一致で検索されます。 

 

 「全て表示」、「ライセンス有」、「ライセンス無」などの条件も組み合わせて検索が行えます。 

2 表示されたユーザに対して、ライセンスを割り振る場合は、「ライセンス」をチェックし、［登録］ボタンをクリック

します。 
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1.3.2 アカウントをまとめて表示させて設定する 
アカウントをまとめて表示させる際に、「全アカウント」、「ライセンス有り」、「ライセンスなし」な

どの条件を設定することができます。 

1 「全て表示」、「ライセンス有」、「ライセンス無」を選択して、[検索]アイコンをクリックします。 

ユーザID欄は、空白にします。 

 

2 表示されたユーザに対して、ライセンスを割り振る場合はチェックし、［登録］ボタンをクリックします。 

複数ページある場合は、<<、<、>、>>などのアイコンをクリックすると、それぞれ 前ページ、前ページ、

次ページ、 終ページに移動できます。 
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1.4 アプリケーションロールの設定 
アカウントライセンスと同様に、intra-martアプリケーションに対しても、利用を開始する際に購入した

アプリケーションのアプリケーションロールを、アカウント（ユーザ）に割り振らなければなりません。

アプリケーションロールは、[アカウント設定]メニューで、アカウントごとに設定することもできますが、

[ログイングループ管理]-[アカウント管理]-[アプリケーションロール設定]画面では、まとめて効率よく設

定を行うことができます。 

この画面では、特定のアカウントを検索して設定する方法と、「全て表示」、「ロール有」、「ロール無」

などの条件で、該当するアカウントをまとめて表示させて設定する方法が用意されています。また、これ

らを組み合わせることで、さまざまな方法でアカウントを絞り込むことができます。 

 アプリケーションロールを設定すべきアプリケーションがインストールされていない場合は、「アプリケーションロール

が存在しません」とメッセージが表示されます。 

 

1.4.1 特定のアカウントを検索して設定する 

1 設定するアプリケーションを選択後、ユーザID欄にアカウントを入力し、表示方法を選択して、［検索］をクリッ

クします。 

ユーザIDは、部分一致で検索されます。 

 

 「全アカウント」、「ロール有」、「ロール無」などの条件も組み合わせて検索が行えます。 

2 表示されたユーザに対して、アプリケーションロールを割り振る場合は、チェックして［登録］ボタンをクリック

します。 
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1.4.2 アカウントをまとめて表示させて設定する 
アカウントをまとめて表示させる際に、「全アカウント」、「ロール有」、「ロール無」などの条件を設

定することができます。 

1 設定するアプリケーションを選択後、「全アカウント」、「ロール有」、「ロール無」を選択して、[検索]アイコンを

クリックします。 

ユーザID欄は、空白にします。 

 

2 表示されたアカウントに対して、アプリケーションロールを割り振る場合はチェックし、［登録］ボタンをクリック

します。 

複数ページある場合は、<<、<、>、>>などのアイコンをクリックすると、それぞれ 前ページ、前ページ、

次ページ、 終ページに移動できます。 

 

 アプリケーションロール数の欄には、全アプリケーションロール数と割り振られているアプリケーションロールの数が

表示されています。 
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1.5 アクセスセキュリティの管理 
ここでは、intra-martのアクセスセキュリティについて、その考え方ならびに設定の方法を説明します。

intra-martでは、フォルダ/ページへのアクセスをシステム設定の各画面からコントロールします。つまり、

作成したプログラムを変更することなく、あらゆるアクセス権を自由にコントロールすることができるよ

うになっています。  

1.5.1 intra-martのアクセスセキュリティの考え方 
intra-martのアクセスセキュリティは、ユーザに対してアクセス権限を設定します。また、フォルダ/ペー

ジに対してもアクセス権限を設定します。ユーザがログインすると、自分が持っているアクセス権限とフ

ォルダ/ページなどが持っているアクセス権限を突き合わせて、アクセス権レベルに応じたフォルダ/ペー

ジだけが表示され、アクセスできるようになります。 

intra-martで使用できるアクセス権限には、次のようなものがあります。 

  「ロール」 

  「組織」 

  「役職」 

  「パブリックグループ」 

例えば、あるページは、特定の部署（組織）に所属する部長（役職）や特定のロールを持っている人だけ

がアクセスできるように設定することができます。 

 

<intra-martのアクセスセキュリティ> 

 ユーザに対するアクセス権限は、ロールに関してはユーザを登録する［アカウント設定］で設定しますが、その他の

アクセス権限（組織、役職、パブリックグループ）に関しては、ユーザに対して設定するのではなく、例えば組織に対

してユーザを登録します。 

 アクセス権限の設定方法のうち「ロール」は本節で解説していますが、「組織」、「役職」、「パブリックグループ」に関

しては、「1.8アプリケーション共通マスタ」を参照してください。 

 アクセスセキュリティの詳細に関しては、別冊の「アクセスセキュリティ仕様書」も参照してください。 
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1.5.2 ロールの設定 
intra-martのアクセス権限のひとつに、「ロール」があります。あらかじめ［ロール設定］で作成したロ

ールをユーザとフォルダ/ページの双方に設定しておくことで、アクセスセキュリティが機能します。 

ロールは、［ログイングループ管理］の［ロール設定］で行います。ロール自身には、アクセス権限の上

位または下位はなく、ユーザが自由に作成することができます。ただし、ネスト構造を設定すると、ロー

ル自身に上位または下位の権限が生じます。 

 

<ロール設定画面> 

カテゴリ（左欄） 登録されているカテゴリが選択できます。選択すると、そのカテゴリに属するロー

ルだけを絞り込んで表示させることができます。カテゴリの登録は、各ロールの

設定画面で行います。 

ロール名（左欄） ここに入力した文字列を含む（部分一致）ロールだけを絞り込んで表示させるこ

とができます。 

（ロール一覧） 現在登録されているロールの一覧が表示されています。カテゴリやロール名で

絞り込んで表示させることができます。表示されたロール名をクリックすると、右

欄に詳細が表示され、ロールの設定内容を更新できます。 

ロールID システム内部で使用されるロールの識別子です。通常、変更する必要はありま

せん。 

ロール名（必須）（右欄） ロール名を入力します。 

カテゴリ（右欄） ロールを分類するためのカテゴリ名の入力です。ここでカテゴリ名を登録しておく

と、ロールを選択する際に、カテゴリ名で絞り込み表示させることができます。 

表示名（必須） アプリケーションなどのロール表示に用いられるロールの名称です。多言語を使

用している場合には、コンボボックスで言語を切り替えて、すべての言語につい

て入力する必要があります。 

サブロール 現在表示または登録しようとしているロールに包含させたいロールを選択入力し

ます。［追加］ボタンをクリックすると次のようなウインドウが表示されて登録済み

のロールが選択できます。 
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サブロールの詳細については、次のコラム「ロールとサブロール」を参照してくだ

さい。 

備考 ロールに対する備考を入力します。 

 ［データインポート］および［データエクスポート］の操作については「1.5.8アクセスセキュリティのインポート」および

「1.5.9アクセスセキュリティのエクスポート」を参照してください。 

 

 

ロールとサブロール 

ロールは、ネスト構造を持たせることができるようになっています。 

たとえば、図のように「管理者」というロールに、「ゲスト」と「ユーザ」というロールを包含する

ように設定すると、「管理者」というロールを持ったユーザは、「ゲスト」というロールを持ったペ

ージも、「ユーザ」というロールを持ったページも閲覧することができるようになります。 
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1.5.3 ユーザの登録と削除（アカウント情報とプロファイル情報） 
［ログイングループ管理］-［アカウント管理］の［アカウント設定］では、「アカウント」情報とユーザ

の「プロファイル」情報の登録を行います。「アカウント」情報とは、intra-martへのログインやアクセ

スセキュリティに関わる情報です。また、ユーザの「プロファイル」情報とは、ユーザ個人の住所や電話

番号、メールアドレスなどの情報で、intra-martアプリケーションなどで利用します。通常のユーザは、

この2つの情報を同時に持っていますが、「ｇｕｅｓｔ」というようなユーザは、ログインするためのアカ

ウント情報は持っていますが、特定の個人ではないためプロファイル情報は持っていません。 

なお、登録したユーザのアカウント情報とプロファイル情報は、すべてデータベースに保存されます。 

 

<アカウント設定画面> 

1.5.3.1 ユーザの新規登録 

次の手順では、ユーザを登録します。 

1 ［ユーザ］で表示されるメニューから［追加］を選択します。 
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2 ［メイン］タブで「ユーザコード」を入力します。 

 

3 ［アカウント］タブをクリックし、［ログイン設定］タブの情報を入力します。 

 

パスワード/確認パスワード ログイン時に使用するパスワードの入力です。 

モバイルパスワード 

   /確認モバイルパスワード 

モバイルでログイン時に使用するパスワードの入力です。 

パスワード履歴管理機能のパスワードチェックを有効にしている場合は、パスワ

ード使用許可文字に設定されている文字のみ登録できます。 

ライセンス ログイングループに割り振られているライセンスをユーザに割り振る際にチェック

します。ライセンスが割り振られていないと、ログインすることはできません。ま

た、ライセンスの設定は、［ログイングループ管理］の［アカウントライセンス設

定］で行うと、すべてのアカウントに対して設定できます。 

有効期間 アカウントが有効な期間を表しています。ユーザがこのアカウントでログインする

ためには、有効期間内でかつライセンスにチェックされていることが必要です。

有効期間に関しては、コラム「有効期間の終了日の取扱い（p.20）」を参照してく

ださい。 

説明 このアカウントの説明を入力します。 
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4 ［環境設定］タブをクリックして情報を入力します。 

 

 

ロケール このアカウントがデフォルトで使用する言語を選択します。ここでの設定よりも、

ユーザが［ユーザ設定］の［ロケール設定］で設定したものの方が優先されます。 

外出フラグ 外出中を示すフラグで、チェックするとデフォルトで外出中となります。ただし、こ

こでの設定より、ユーザが［ユーザ設定］の［外出設定］で設定したものの方が優

先されます。 

初回ログイン チェックすると初回ログイン時に、以下のようなパスワード変更の画面を表示さ

せることができます。パスワード変更画面を表示するかどうかの設定は、パスワ

ード履歴管理機能にて設定が可能です。（システム管理者操作ガイドを参照） 

 
ログイン失敗回数 この段階でこのアカウントでのログインに失敗している回数を表示しています。

ユーザがこのアカウントでログインに成功していない状態です。ユーザがこのア

カウントでログインに成功すると、０にリセットされます。 

アカウントロック チェックするとアカウントロックされ、ログインできなくなります。 
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有効期間の終了日の取扱い 

intra-martでは、さまざまな情報設定項目に有効期間が用意されています。有効期間は、「開始日」

と「終了日」を設定しますが、この時システム上では「ユーザが設定した終了日＋１」としてデータ

ベースに格納されています。 

 

    開始日（1/1） ＜＝ ユーザが設定した有効期間 ＜＝ 終了日（３/３１） 

    開始日（1/1） ＜＝ システム上の有効期間  ＜ 終了日（４/１） 

 

各メンテナンス画面に有効期間を表示する際には、「システム上の終了日－１」として表示していま

す。 
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5 ［権限設定］タブをクリックして情報を入力します。 

 

ロール このアカウントに設定するロールを選択入力します。ロールの設定は、開始日と

終了日も入力します。［追加］ボタンをクリックすると次のようなウインドウが表示

されて登録済みのロールが選択できます。このウインドウ上では、各ロールのコ

ードを表示することもできます。 

 
アプリケーションロール このアカウントのユーザにインストールされているアプリケーション（イントラネット

スタートパックなど）の利用を認める場合に、アプリケーションを選択入力しま

す。［追加］ボタンをクリックすると次のようなウインドウが表示されてアプリケー

ションが選択できます。 
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6 ［ページ設定］タブをクリックして情報を入力します。 

 

ページカラーパターン このアカウントがデフォルトで使用する画面の色調を選択します。色調は、あら

かじめ、「青」、「緑」、「グレー」、「オレンジ」、「赤」の５つが登録されています。こ

こでの設定よりも、ユーザが［ユーザ設定］の［カラーパターン設定］で設定したも

のの方が優先されます。 

メインページパターン このアカウントがデフォルトで使用する画面パターンを選択します。画面パターン

は、［ログイングループ管理］の［ログイングループ設定］で登録されたものが表

示されます。ここでの設定よりも、ユーザが［ユーザ設定］の［メインページパター

ン設定］の設定内容が、優先されます。ここには、一般ユーザのログイン後に表

示されるページURLをリストします。ユーザは、このリスト内から、ログイン後に表

示されるページを選択できます。 

7 ［プロファイル］タブをクリックして、プロファイル情報の有効期間を入力します。 

 

 

［追加］ボタン 初期には、本日からシステムの 大有効日付に設定されていますので、終了日

を変更してから、次の期間を入力します。 

［変更］ボタン 期間のリスト上で選択されている期間を変更することができます。 

［削除］ボタン 期間のリスト上で選択されている期間を削除することができます。 

拡大 期間のリストの表示が拡大されます。 
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（期間リスト） 期間が複数登録されている場合は、選択した期間のプロファイルが下記に表示

されます。 

 

 

期間の設定について 

期間を設定する際には、次のような点に気をつけて登録する必要があります。 

複数の期間を登録する場合は、互いに重なる期間を登録することはできません。 

たとえば、以下のような期間を登録することはできません。 

(例1) 

期間(1)：2000/01/01 ～ 2004/12/31 

期間(2)：2002/01/01 ～ 2008/12/31 

 

(例2) 

期間(1)：2000/01/01 ～ 2004/12/31 

期間(2)：2004/12/31 ～ 2008/12/31 

 

次の期間の登録は正常に行われます。 

期間(1)：2000/01/01 ～ 2004/12/31 

期間(2)：2005/01/01 ～ 2006/12/31 

 



第 1 章 ログイングループ管理 

24  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 

8 ［ユーザ］タブの情報を入力します。ここの情報は、期間および言語ごとに入力します。 

 

ユーザ名（必須） ユーザ名を入力します。[メイン]タブで入力したユーザコードが初期表示されま

す。 

ユーザ名カナ ユーザ名カナを入力します。 

ユーザ名漢字 ユーザ名漢字を入力します。 

9 ［電話・FAX番号］タブをクリックして情報を入力します。ここの情報は、期間ごとに入力します。 

 

電話番号 電話番号の入力です。 

FAX番号 FAX番号の入力です。 

内線番号 内線番号の入力です。 

内線FAX番号 内線FAX番号の入力です。 

携帯電話番号 携帯電話番号の入力です。 
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10 ［住所］タブをクリックして情報を入力します。ここの情報は、期間ごとに入力します。 

 

国コード 国コードの入力です。 

郵便番号 郵便番号の入力です。 

住所 住所の入力です。多言語化に対応しているので、登録してある言語を切り替え

て入力します。 

 

11 ［インターネット］タブをクリックして情報を入力します。ここの情報は、期間ごとに入力します。 

 

メールアドレス１、２ メールアドレスを入力します。2つまで入力できます。 

携帯メールアドレス 携帯メールアドレスを入力します。 

URL ホームページのURLを入力します。 
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12 ［非期間化］タブをクリックして情報を入力します。 

 

ソートキー この項目はソートを行うための番号を入力する項目です。半角数字で５桁まで入

力できます。 

備考 備考を入力します。 

13 ［所属］タブをクリックして情報を入力します。 
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［カレンダー］ボタン 所属した日を選択します。 

［所属追加］ボタン 所属している組織を選択します。このウインドウ上では、会社や組織のコードを

表示することもできます。 

 
［所属削除］ボタン 選択した所属を削除します。 

［所属期間］ボタン 組織に所属している期間を選択します。また、期間と同時に主所属、ならびに役

職を設定することができます。所属期間は、所属情報が登録された後でないと

設定することができません。 

 
 

1.5.3.2 ユーザの削除 

次の手順では、ユーザを削除します。 

1 [ユーザ一覧]より削除するユーザを選択します。 
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2 [プロファイル]から[削除]を選択します。 

 

 

3 [アカウント]から[削除]を選択します。 
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4 [アカウント]タブと、[プロファイル]タブが消えた事を確認し、[更新]ボタンをクリックします。 

 

 

5 更新の確認ダイアログが表示されます、削除する場合は[OK]をクリックします。 
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6 ユーザの削除が行われると、完了ダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

1.5.4 フォルダ/ページへのアクセス権限の設定 
フォルダやページへのロール（アクセス権限）の設定は、［ログイングループ管理］の［メニュー設定］

で行います。詳細については、「1.6 メニュー設定」を参照してください。 

1.5.5 その他のアクセス権限（組織・役職・パブリックグループ）の設定 
組織・パブリックグループといったアクセス権限の設定は、［アプリケーション共通マスタ管理］の［組

織設定］と［パブリックグループ設定］で、それぞれの登録画面で所属するユーザを設定します。役職に

ついては、［組織設定］で所属するユーザを設定するときに、役職を選択することになります。詳細につ

いては、「1.8 アプリケーション共通マスタ」を参照してください。 
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1.5.6 ロール別アカウント一覧 
[ロール別アカウント一覧]は、そのロールを所持しているアカウント一覧を表示する機能です。 

また、一覧表示されたアカウントから、アカウントの編集画面に遷移することもできます。 

操作は、[ログイングループ管理]-[アカウント管理]-[ロール別アカウント一覧]メニューで行います。 

1 [ログイングループ管理]-[アカウント管理]-[ロール別アカウント一覧]を選択します。 

登録されているロールが一覧表示されます。 

 

2 ロール名をクリックします。 

選択したロールを持つアカウントが表示されます。 
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3 表示されたアカウント名をクリックします。 

アカウント編集画面が表示され、アカウント情報やプロファイル情報の編集が行えます。 

 

 ここでの操作に関しては、「1.5.3 ユーザの登録と削除（アカウント情報とプロファイル情報）」を参照してください。 
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1.5.7 アクセスコントローラ 
アクセスコントローラは、ログインしているユーザのアクセス権に応じて、プログラム中のブロック単位

で制御する仕組みです。あらかじめ、ログイングループ管理者権限で、「アクセスコントローラ」を作成

し、アクセス権を与えておきます。プログラム中で、下記のように作成した「アクセスコントロール」を

使用することによって、プログラムを制御することができます。 

 

<アクセスコントローラの概念図> 

 

 作成されていないアクセスコントローラのタグを使用した場合は、デフォルトではすべてのユーザに表示されませ

ん。 

 defaultShow属性を追加して、trueに設定すると、すべてのユーザに対して表示できます。あとから、対象のアクセス

コントローラを作成し、権限を付与すれば通常のように制御することができるようになります。 

 アクセスコントローラの詳細に関しては、im-Jsspおよびim-JavaEE Frameworkの「プログラミングガイド」を参照して

ください。 
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1.5.7.1 アクセスコントローラを作成する 

アクセスコントローラを使用してプログラムの一部にアクセス権を設定するには、IDを作成します。 

1 ［ログイングループ管理］の［アクセスコンローラ設定］をクリックします。 

［アクセスコンローラマスタメンテナンス］画面が表示されます。 

 

<［アクセスコンローラマスタメンテナンス］画面> 

2 新たにアクセスコントロールを作成するには、［新規登録］をクリックし、アクセスコントローラIDとアクセスコン

トロール名を入力します。 

 

<新規登録を選択し、アクセスコントロールを作成する> 

アクセスコントローラID（必須） プログラム中で指定するアクセスコントローラIDを入力します。初期には、自動採

番されたコードが表示されていて、変更することができます。 

アクセスコントローラ名（必須） 設定画面のアクセスコントローラ一覧のリストに表示される表示名です。 

説明 このアクセスコンローラに関する説明を入力します。 
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3［ロール］、［組織］、［役職］、［パブリックグループ］などのタブを選択して、アクセス権を設定します。 

作成しているアクセスコントロールIDを持つプログラムが実行されるアクセス権を設定します。 

 

<アクセス権を登録する> 

 

［ロール］タブ このアクセスコントローラに設定するアクセス権限としてのロールを選択入力し

ます。［追加］ボタンをクリックすると次のような[ロール検索]ウインドウが表示さ

れて登録済みのロールが選択できます。 

・[コードを表示]をクリックすると、各ロールのコードを表示することもできます。 

・[カテゴリ]からは、登録されている各カテゴリを選択することができます。 

・[ロール名]に検索キーワードを入力すると、キーワードに一致するロールの一

覧を取得することができます。 
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［組織］タブ このアクセスコントローラに設定するアクセス権限としての組織を選択入力しま

す。［追加］ボタンをクリックすると次のような[組織検索]ウインドウが表示され

て組織が選択できます。 

 [コードを表示]をクリックすると、会社や組織のコードを表示することもできま

す。 

組織の表示方法には、[一覧]と[ツリー]が用意されています。 

[一覧]検索を選択した場合、検索対象を[コード検索]、 [名称検索]のどちらか

を選択することができます。 

 [キーワード]に検索キーワードを入力すると、キーワードに一致する組織の一

覧を取得することができます。 

検索条件を設定したら、右端の[検索]ボタンをクリックします。 

 
［役職］タブ このアクセスコントローラに設定するアクセス権限としての役職を選択入力しま

す。［追加］ボタンをクリックすると次のような[役職検索]ウインドウが表示され

て役職が選択できます。 

[コードを表示]をクリックすると、会社や役職のコードを表示することもできま

す。 
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［パブリックグループ］タブ このアクセスコントローラに設定するアクセス権限としてのパブリックグループ

を選択入力します。［追加］ボタンをクリックすると次のような[パブリックグルー

プ検索]ウインドウが表示されてパブリックグループが選択できます。 

[コードを表示]をクリックすると、パブリックグループのコードを表示することもで

きます。 

パブリックグループの表示方法には、[一覧]と[ツリー]が用意されています。 

[一覧]検索を選択した場合、検索対象を[コード検索]、 [名称検索]のどちらか

を選択することができます。 

 [キーワード]に検索キーワードを入力すると、キーワードに一致するグループ

の一覧を取得することができます。 

検索条件を設定したら、右端の[検索]ボタンをクリックします。 

 
［追加］ 選択しているタブに関するアクセス権を追加することができます。 

［選択項目を削除］ 現在選択しているアクセス権を削除することができます。 

［コードを表示］ 表示されているアクセス権一覧にコードの列を表示させます。 

4 アクセス権を登録したら、［登録］ボタンをクリックします。 

アクセスコントローラが登録され、プログラム中で使用できるようになります。 

 

<アクセスコントローラを登録する> 

［登録］ボタン 入力したアクセスコントローラを登録します。 

 



第 1 章 ログイングループ管理 

38  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 

1.5.8 アクセスセキュリティのインポート 
この画面では、アクセスセキュリティのエクスポートで書き出しておいた設定情報をインポートすること

ができます。インポートしたいファイルのパスを記述して、［インポート］ボタンをクリックします。 

標準(standard)ではXML形式でのインポートとなります。 

なお、アカウントに関しては、csv形式のファイルのインポートが可能です。インポートファイルは、スト

レージサービスのstorageからの相対パスで指定します。 

インポートファイルの詳細に関しては、別冊の「アクセスセキュリティ仕様書」を参照してください。 

 

<アクセスセキュリティのインポート画面> 

1.5.9 アクセスセキュリティのエクスポート 
この画面では、アクセスセキュリティ関連の設定情報をエクスポートすることができます。書き出してお

いた設定情報は、［アクセスセキュリティインポート］で戻すことができます。エクスポートしたいファ

イルのパスを記述して、［エクスポート］ボタンをクリックします。 

標準(standard)ではXML形式でのエクスポートとなります。 

なお、アカウントに関しては、csv形式のファイルのエクスポートが可能です。 

また、XML形式ではUTF-16形式でも出力が可能です。「カテゴリ：Standard(UTF-16)」 

エクスポートファイルは、ストレージサービスのstorageからの相対パスで指定します。 
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<アクセスセキュリティのエクスポート画面> 

1.5.10 ユーザログインの制御 
この画面では、ログイングループ単位で一般ユーザのログインを制御することができます。 

この画面から現在の制御状態（ログインブロック状態・解除状態）も確認できます。 

 

既にユーザがログインしている場合には、次回メニュー操作（メニュークリック）をした時点でログイン

ブロックが有効となります。 

また、標準で提供されている「ログインブロック」、「ログインブロック解除」バッチを利用することで、 

定期的にログイン制御を行うことが可能です。 

 

<ログイン制御と制御状態の確認を行うログインブロックモニタ画面> 

ブロックステータス 現在のログイン制御状態を表示します。 

有効 ： ログインブロックされている状態 

無効 ： ログインブロックが解除されている状態 

更新日時 ステータスの更新日時を表示します。 

更新 ログイン制御状態を更新します。 
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 ブロックステータスを更新することで、設定が即時に反映されます。 
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1.5.10.1 画面からのログイン制御 

1[ログイングループ管理]-[ログインブロックモニタ]を選択し、ブロックステータスを”有効”にして、[更新]ボタン

をクリックします。 

 

 

ログインブロックが有効の状態でユーザがログインもしくは、メニューをクリックした場合に遷移します。 

 

<ログインブロック中にユーザがログインまたは、メニュー操作をした場合に表示される画面> 

2ログインブロックを解除する場合は、[ログイングループ管理]-[ログインブロックモニタ]を選択し、ブロックステ

ータスを”無効”にして、[更新]ボタンをクリックします。 
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1.5.10.2 バッチからのログイン制御 

[ログイングループ管理]-[バッチ設定]から以下のバッチプログラムを有効とすることで、定期的にログイ

ン制御を行うことが可能です。 

 

ログインブロックバッチ 

バッチID loginBlockage 

バッチ名 ログインブロック 

実行プログラム言語 JavaScript 

実行プログラムパス system/setting/group/login_blockage/login_blockage 

 

ログインブロック解除バッチ 

バッチID loginBlockageRelease 

バッチ名 ログインブロック解除 

実行プログラム言語 JavaScript 

実行プログラムパス system/setting/group/login_blockage/login_blockage_release 

 

1.5.10.3 ログイン制御ログ 

ログインブロック、ログインブロックの解除を実行した場合には、実行状況をログに出力します。 

 ログの出力先とログレベル 

ログの出力先とログレベルは以下のとおりです。 

出力先 セキュリティログ（log/platform/security.log） 

ログレベル  INFO 

 

 セキュリティログ（log/platform/security.log）のデフォルトのログレベルは、「ERROR」となっているため、ログイン制

御ログを出力する場合は、 

ログ設定ファイル（im_logger_security.xml）でログレベルを「INFO」レベルに変更する必要があります。 

 

 ログメッセージ 

ログイン制御のログは以下のメッセージが出力されます。 

メッセージ  

ログインブロックが開始されました。[グループ] ログインブロック実行時 

ログインブロックが解除されました。[グループ] ログインブロック解除時 
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1.6 メニュー設定 
メニュー設定とは、ユーザの画面に表示されるメニューを設定する画面です。この画面では、メニューに

表示されるフォルダやページの追加、削除、更新などの操作が行えます。また、フォルダや各ページには、

アクセス権限を設定することで表示させるユーザを制御することができます。アクセスセキュリティの詳

細は、「1.5アクセスセキュリティの管理」を参照してください。 

 メニューの設定には、この節の前半で解説しているメニュー設定から行う方法と、ロールごとに設定されているメニ

ューを表示する[ロール別メニュー一覧] 、メニューの運用管理を行う[メニュー制御]が用意されています。 

 

 

<一般ユーザ用のメニューを設定する画面> 

1.6.1 新規フォルダの作成 
メニューに新規フォルダを追加するには、上部にある［新規フォルダ］アイコンをクリックします。新規

に作成されたフォルダは、ツリー上で現在選択されているフォルダやページの配下に登録されます。なお、

ツリー上で作成したフォルダをドラッグすることで登録する位置を変更できます。登録位置の変更につい

ては、「1.6.5フォルダやページの表示順の変更」を参照してください。登録後は、画面下部の［新規登録］

ボタンをクリックします。 
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<新規フォルダの作成> 

メニューID（必須） 作成するフォルダのIDを入力します。初期値には、自動採番されたコードが設定

されます。 

表示名（必須・ロケール） フォルダの作成時には、登録されているロケールすべてについてフォルダ名を

登録しなければなりません。ここでは、まずこれから登録するフォルダ名のロケ

ールを選択します。 

表示名（必須・名称） 選択したロケールに対応したフォルダ名を入力します。ここで入力した文字列が

メニューに表示されます。なお、ロケールとして複数の言語を登録している場合、

すべての言語についてフォルダ名を入力します。 

クライアントタイプ PCかモバイル用かを選択します。ここで登録するフォルダをパソコンからのアク

セスで表示するか、携帯端末などモバイルからのアクセスで表示するかを制御

します。 

備考 フォルダに関する備考を入力します。 

アイコン画像ファイルパス メニューの先頭に表示するアイコンのパスを記入します。 

［ロール］タブ このフォルダに設定するアクセス権限としてのロールを選択入力します。ロール

の設定は、開始日と終了日も入力します。［追加］ボタンをクリックすると次のよう

なウインドウが表示されて登録済みのロールが選択できます。このウインドウ上

では、各ロールのコードを表示することもできます。 
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［組織］タブ このフォルダに設定するアクセス権限としての組織を選択入力します。［追加］ボ

タンをクリックすると次のようなウインドウが表示されて組織が選択できます。な

お、組織の表示方法には、一覧とツリーが用意されています。このウインドウ上

では、会社や組織のコードを表示することもできます。 

 
［役職］タブ このフォルダに設定するアクセス権限としての役職を選択入力します。［追加］ボ

タンをクリックすると次のようなウインドウが表示されて役職が選択できます。こ

のウインドウ上では、会社や役職のコードを表示することもできます。 

 
［パブリックグループ］タブ このフォルダに設定するアクセス権限としてのパブリックグループを選択入力し

ます。［追加］ボタンをクリックすると次のようなウインドウが表示されてパブリック

グループが選択できます。なお、パブリックグループの表示方法には、一覧とツ

リーが用意されています。このウインドウ上では、パブリックグループのコードを

表示することもできます。 

 



第 1 章 ログイングループ管理 

46  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 

1.6.2 新規ページの作成 
メニューに新規ページを追加するには、上部にある［新規ページ］アイコンをクリックします。新規に作

成されたページは、ツリー上で現在選択されているフォルダやページの配下に登録されます。なお、ツリ

ー上で作成したページをドラッグすることで登録する位置を変更できます。登録位置の変更については、

「1.6.5フォルダやページの表示順の変更」を参照してください。登録後は、画面下部の［新規登録］ボタ

ンをクリックします。 

 

<新規ページの作成> 

メニューID（必須） 作成するページのIDを入力します。初期には、自動採番されたコードが表示され

ていて、変更することができます。 

表示名（必須・ロケール） ページの作成時には、登録されているロケールすべてについてページ名を登録

しなければなりません。ここでは、まずこれから登録するページ名のロケールを

選択します。 

表示名（必須・名称） 選択したロケールに対応したページ名を入力します。ここで入力した文字列がメ

ニューに表示されます。なお、ロケールとして複数の言語を登録している場合、

すべての言語についてページ名を入力します。 

クライアントタイプ PCかモバイル用かを選択します。ここで登録するページをパソコンからのアクセ

スで表示するか、携帯端末などモバイルからのアクセスで表示するかを制御し

ます。 

URL（必須） 実際に表示したいページのURLを記述します。 

指定するURLがスクリプト開発モデルの場合は、pagesからの相対パスで、 後

に拡張子( .jssp )を付けます。それ以外は、コンテキストパスからの相対パスで

指定します。 

引数 ページ起動時に必要な引数がある場合には、ここで［追加］ボタンをクリックして

登録します。登録した引数は、いつでも更新・削除することができます。 

アイコン画像ファイルパス メニューの先頭に表示するアイコンのパスを記入します。 

備考 このページに関する備考を入力します。 
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［ロール］タブ このページに設定するアクセス権限としてのロールを選択入力します。ロールの

設定は、開始日と終了日も入力します。［追加］ボタンをクリックすると次のような

ウインドウが表示されて登録済みのロールが選択できます。このウインドウ上で

は、各ロールのコードを表示することもできます。 

 
［組織］タブ このページに設定するアクセス権限としての組織を選択入力します。［追加］ボタ

ンをクリックすると次のようなウインドウが表示されて組織が選択できます。な

お、組織の表示方法には、一覧とツリーが用意されています。このウインドウ上

では、会社や組織のコードを表示することもできます。 

 
［役職］タブ このページに設定するアクセス権限としての役職を選択入力します。［追加］ボタ

ンをクリックすると次のようなウインドウが表示されて役職が選択できます。この

ウインドウ上では、会社や役職のコードを表示することもできます。 
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［パブリックグループ］タブ このページに設定するアクセス権限としてのパブリックグループを選択入力しま

す。［追加］ボタンをクリックすると次のようなウインドウが表示されてパブリックグ

ループが選択できます。なお、パブリックグループの表示方法には、一覧とツリ

ーが用意されています。このウインドウ上では、パブリックグループのコードを表

示することもできます。 
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1.6.3 新規ページ（外部URL）の作成 
メニューに新規ページとして外部URLを追加するには、上部にある［新規ページ（外部URL）］アイコン

をクリックします。操作は、「1.6.2新規ページの作成」を参照してください。 

ただし、URLの項目には、プロトコルを含んだURLを指定します。 

例 ： http://[hostname]:[port]/・・・・・・ 

1.6.4 フォルダやページの更新と削除 
既存のフォルダやページを更新や削除するには、まずツリー上で該当するフォルダやページを選択します。

右に詳細な情報が表示されるので、変更することができます。変更の反映は、［更新］ボタンで行います。

フォルダやメニューを削除するには、選択した状態で、［削除］アイコンをクリックします。 

1.6.5 フォルダやページの表示順の変更 
既存のフォルダやページの表示順序を変更するには、ツリー表示で該当するフォルダやメニューを任意の

位置までドラッグします。ドラッグした先がページの場合は、そのすぐ次に移動します。 

ドラッグした先がフォルダの場合には、そのフォルダの中あるいは配下への移動かを選択するメニューが

表示されます。 

 

<フォルダを別のフォルダにドラッグした場合の例> 
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1.6.6 ロール別にメニューを設定する 
[ログイングループ管理]-[メニュー管理]-[ロール別メニュー一覧]は、登録してあるロールごとに所持して

いるメニュー一覧を表示する機能です。また、一覧表示されたメニューから、メニューの編集画面に遷移

することもできます。 

 この画面は該当ロールを所持しているメニューを一覧表示する機能であって、該当ロールを所持しているユーザの

画面に表示されるメニューの一覧ではありません。 

ユーザの画面に表示されるメニューの一覧については、「1.6.7ユーザ別にメニューを設定する」を参照して下さい。 

1 [ログイングループ管理]-[メニュー管理]-[ロール別メニュー一覧]を選択します。 

登録されているロールが一覧表示されます。 

 

2 ロール名をクリックします。 

選択したロールを持つメニューが表示されます。 
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3 表示されたメニュー名をクリックします。 

メニュー編集画面が表示され、メニューに対する権限などの編集が行えます。 

 

 

 ここでの操作に関しては、「1.6メニュー設定」を参照してください。 
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1.6.7 ユーザ別にメニューを設定する 
[ログイングループ管理]-[メニュー管理]-[ユーザ別メニュー一覧]は、登録してあるユーザごとに所持して

いるメニュー一覧を表示する機能です。また、一覧表示されたメニューから、メニューの編集画面に遷移

することもできます。 

1[ログイングループ管理] -[メニュー管理]- [ユーザ別メニュー一覧]を選択します。 

 

2 ユーザ検索（キーワード）タブ、またはユーザ検索（グループ）タブ上でユーザを検索し、選択します。 

選択したユーザのメニュー一覧が表示されます。 
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3 表示されたユーザのメニュー一覧（メニューツリー）からメニューを選択してクリックします。 

 

4 メニュー編集画面が表示され、メニューに対する権限などの編集が行えます。 

 

 

 ここでの操作に関しては、「1.6メニュー設定」を参照してください。 
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1.6.8 メニューの運用状態を変更する 
[ログイングループ管理]-[メニュー管理]-[メニュー制御]では、メニューの運用状態を運用中／停止中に切

り替えることができます。運用状態が停止中のメニューは、ユーザのメニューには表示されますがメニュ

ーをクリックするとエラー画面に遷移し、停止を解除するまで該当画面は表示されません。 

この機能に関する設定の詳細は、別冊の「アクセスセキュリティ仕様書」を参照してください。 

 

1 [ログイングループ管理]-[メニュー管理]-[メニュー制御]を選択します。 

ユーザメニューツリーが表示されます。 

（以下の画面は全てのメニューが運用中の状態です） 

 

2 停止するメニューにチェックを入れ、［設定］ボタンをクリックします。 
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3 設定後は停止中のメニューは赤文字で「メニュー表示名 + （停止中）」と表示されます。  

また停止中のメニューが存在するフォルダのフォルダ名は赤文字で表示されます。 

 

 

 

ユーザが停止中のメニューをクリックした場合はエラー画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<停止中メニュー押下時のエラー画面の例> 

 

4 停止を解除する場合は、該当メニューのチェックを外して［設定］ボタンをクリックします。 

また、［全ての停止を解除］ボタンをクリックすると、運用状態が停止中のすべてメニューを運用中に変

更することができます。 
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1.7 開発したアプリケーションの登録 
開発者が作成したアプリケーション（スクリプト開発モデルでは、プレゼンテーションページとファンク

ションコンテナのセット、JavaEE開発モデルではJSP、Servlet）をintra-martのメニュー画面から実行

できるようにするには、次のような登録手順が必要になります。 

アプリケーションの登録の全体の流れは以下のようになります。 

 

<アプリケーションの登録手順>  

 アプリケーションを登録するには、事前にユーザの登録、ロール（アクセス権）の設定などが行われている必要があ

ります。 

 ページのアクセスセキュリティの設定に関する操作は、「1.5 アクセスセキュリティの管理」を参照してください。 

1.7.1 フォルダとページ 
intra-martでは、作成したアプリケーション全体を「フォルダ」に登録します。通常のアプリケーション

では、ひとつの「フォルダ」とその中に含まれる複数の「ページ」から構成されることになります。スク

リプト開発モデルではプレゼンテーション・ページ（HTMLファイル）とファンクション・コンテナ

（JavaScriptファイル）のセット、JavaEE開発モデルではJSP（JSPファイル）または、Servｌet（JAVA

のクラスファイル）になります。ただし、intra-martではメニューツリーのどの階層にでもフォルダやペ

ージを置くことができます。 

  

<フォルダとページ概念> 

 intra-mart WebPlatformやintra-mart AppFrameworkを利用して構築するアプリケーションは、このフォルダ/ページ

のフレームを利用したメニュー構成が基本となります。このメニュー構成を利用することで、アクセスセキュリティの

機能を使用することが可能になります。 
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1.7.2 アプリケーション登録の操作 

1アプリケーションの保存 

作成したアプリケーションに関連するすべてのファイルを所定の場所に保存します。 

スクリプト開発モデルのファイルの保存先 ％Resource service％/pages/ディレクトリに保存 

JavaEE開発モデルのファイルの保存先 ％Application Runtime％/doc/ディレクトリに保存 

2 「フォルダ」の登録 

［ログイングループ管理］-［メニュー管理］の［メニュー設定］で、フォルダを新規登録します。フォル

ダの登録の操作に関しては、「1.6 メニュー設定」を参照してください。 

3 「ページ」の登録 

フォルダと同様にページを登録します。ページの登録の操作に関しては、「1.6 メニュー設定」を参照し

てください。 

 ＜パスの指定方法＞ 

 スクリプト開発モデルの場合 

パスは、intra-martをインストールしたフォルダ/pagesからの相対パス（拡張子は.jssp）です。 

 JavaEEフレームワーク（im-Framework）を利用せず、自作のServletやJSPをページに登録する場合 

intra-martのURLがhttp://hostname:port/imart/intramartだとすると 

①「/」で始まる場合 

   「/hello」と指定するとhttp://hostname:port/helloとして呼び出される。 

②パスの終端に拡張子が付いている場合 

    「hello.jsp」と指定するとhttp://hostname:port/imart/hello.jspとして呼び出される。 

③「 ://」 が含まれる場合 

    「http://abc/hello.jsp」と指定すると http://abc/hello.jsp として呼び出される。 

 JavaEEフレームワーク（im-Framework）で作成したアプリケーションをページに登録する場合 

URLにXXXX-YYYY.service 

アプリケーションID  ： XXXX 

サービスID  ： YYYY 

（XXXX,YYYY部分は「im-JavaEE Framework プログラミングガイド」を参照してください。 

4 再ログイン 

「フォルダ」や「ページ」関連マスタメンテナンスの操作を行った場合には、再ログインする必要がありま

す。登録したフォルダ/ページへのアクセス権が正しく設定されたユーザでログインすると、登録したアプ

リケーションが実行できるようになります。 

 ページのアクセスセキュリティの設定に関する操作は、「1.5 アクセスセキュリティの管理」を参照してください。 

 「インポート/エクスポート」の操作については、「1.5.8 アクセスセキュリティのインポート」および「1.5.9 アクセスセキ

ュリティのエクスポート」を参照してください。 

 

 

 

http://hostname:port/imart/intramart�
http://hostname:port/hello�
http://hostname:port/imart/hello.jsp�
http://abc/hello.jsp�
http://abc/hello.jsp�
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1.8 アプリケーション共通マスタ 
会社データ、組織データ、グループデータなどシステム開発でよく利用するマスタが標準で用意されてい

ます。これらのマスタは、各intra-martアプリケーションシリーズで共通に利用されています。また、こ

れらのマスタのテーブル構造にアクセスするためのAPIなども公開されており、システム開発時に自由に利

用できます。詳細内容については、別冊「アプリケーション共通マスタ仕様書」を参照してください。 

1.8.1 組織の設定［アプリケーション共通マスタ管理］の［組織設定］ 
intra-martは、さまざまな場面で組織を利用して動作しています。例えば、アクセス権限などにおいては、

アクセス権の設定対象としてここで設定した組織を利用しています。また、intra-mart上で動作するアプ

リケーションを作成する際にも、この組織を利用することができます。 

組織の設定は、まず会社を登録し、その会社に属する事業部や部・課・係などの部署を登録します。部署

は階層構造を形成することができます。 

設定した部署に対しては、どの階層に対してでも社員（ユーザ）を登録することができますし、複数の部

署に所属させる（兼務）こともできます。あらかじめ［ログイングループ管理］の［アカウント設定］で

「プロファイル」が登録されているユーザを紐づけることで社員の登録となります。 

 

 

 

 会社の登録に関して 

 組織の設定では、複数の企業を登録することができるようになっています。そして、それぞれの会社に対して事業

部や部・課などの部署や社員を登録できます。 

複数の企業として、子会社や協力会社、取引先、顧客企業などを登録することによって、イントラネットシステムから

本格的なBtoBシステムへと発展させることができるようになっています。 

組織/グループとユーザ情報の管理 



1.8 アプリケーション共通マスタ    

グループ管理者 操作ガイド 59 

 

1.8.1.1 組織の期間管理 

現実の会社の組織は、時間の経過と共に変化します。それに伴い、intra-martに登録してある組織も現実

に合わせて変更しなければなりませんが、アプリケーションによっては困った現象が起ります。 

例えばワークフローを伴うアプリケーションで、何らかの事情によって過去日で処理を行う場合です。

intra-martの組織を現在の組織に変更してしまっているため、過去日で申請を行って上司の承認を得よう

にも組織が異なるため申請が行えません。また、未来日に関しても同様ですし、組織変更の期日をまたが

るような申請を行った場合、申請後に部署が存在しないという矛盾が生じる場合があります。intra-mart

では、上記のようなアプリケーションの要求に応えるため、組織の履歴をすべて残しておくことができる

ようになっています。この組織の履歴を管理する機能が「期間管理」です。 

 

<組織の期間管理> 

 有効期間に関しては、コラム「有効期間の終了日の取扱い（p.20）」も参照してください。 

1.8.1.2 「部署の期間」と「組織構成の期間」 

会社・部・課などの名称等は、時間の経過と共に変化します。期間管理は、これらの情報に対して、変更

があるたびに「この期間はこの情報」、「次の期間はこの情報」と、更新のたびに履歴を残して行きます。

過去（あるいは未来）日で情報を確認や処理を行う場合には、この蓄積されているその時点での情報をも

とに処理が行われるようなアプリケーションを作成することができるようになります。 

「部署」は、それぞれの情報が個別に変更履歴を持っています。これらの個別の変更履歴を総称して、「部

署の期間」と呼んでいます。実は、それ以外に「組織構成の期間」という概念が存在しています。これは、

部署などの階層化情報の期間管理です。 

 

<期間管理される２つの要素：「組織」と「組織構成」の違い> 
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1.8.1.3 「部署の期間」と「組織構成の期間」の関係 

「部署の期間」と「組織構成の期間」には密接な関係があります。これは、「部署」が持っている期間と、

その「部署」を階層化した「組織構成」が持つ期間に矛盾が生じてはならないということです。 

例えば、下図のように組織構成2を作成した場合、その組織構成に加えるためには、各部署（組織A～C）

は、組織構成と同じ「期間」を持っている必要があります。下図のように、組織Bの期間が不足している

と、組織構成2に加えることができなくなります。 

 

 

 

 

期間管理を使用せずに組織を登録するには 

特に期間管理を行う必要がない場合には、すべての期間を同じに設定（値は何でも構わない）します。

すべての部署と組織構成を同じ期間に設定すれば、上記のように期間の矛盾が生じて登録ができない

といったことは起りません（なお、終了日はブランクのままにしておいて構いません）。 

期間管理は、その必要があるアプリケーションを作成した場合（あるいは利用する場合）にだけ、厳

密に管理する必要が生じます。 
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1.8.1.4 組織設定画面の構成 

それでは、実際に期間管理を利用して、組織構成の登録方法について説明します。［アプリケーション共

通マスタ管理］の［組織設定］には、大きく2つの画面が用意されていて、用途によって使い分けることが

できます。 

 会社一覧 

［アプリケーション共通マスタ管理］の［組織設定］を選択したときの初期画面です。この画面では、会社

の登録、削除および会社が保有する「組織構成の期間」の登録、更新、削除を行うことができます。登録

初期には、現在日～終了日（空欄）として登録します。その後、組織構成に変更があったら、 初の組織

構成の終了日を入力し、その翌日からスタートする新しい組織構成を追加します。 

この画面から会社を登録することができますが、あくまで組織構成の期間を登録するための会社登録とな

ります。会社も組織のひとつであるため、あらためて「組織一覧」画面で会社名などの属性情報を登録す

る必要があります。 
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 組織一覧 

この画面では、会社一覧で選択された会社の組織構成、およびそれに属する部署の登録、更新、削除を行

うことができます。 
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1.8.1.5 会社の新規登録 

ここでは、新規に組織設定を行う場合の一般的な操作の手順を説明します。 

 

<組織設定のフロー> 

 会社の登録 

［アプリケーション共通マスタ管理］-［組織設定］の会社一覧画面で登録します。ここでは、設立日を2007

年1月15日とする会社を登録する例を示します。会社登録時に、一つ目の「組織構成の期間」が登録され

ます。 

 会社を新規登録した時に設定した組織構成の期間の開始日は、変更することができません。上の例では、設立日

である２００７年１月１５日を変更することはできません。 

 会社を新規登録した時に設定した組織構成の期間よりも古い期間を、追加作成することはできません。上の例で

は、設立日２００７年１月１５日より前の期間を作成することはできません。 

 

 会社・組織を新規登録した時に設定した会社コード・組織コードは、変更することができません。 

 アプリケーション共通マスタは、インポート/エクスポートを行えます。 

ユーザ所属をXML形式でエクスポートする際に、ユーザが所属する会社組織とパブリックグループにおいて、会社

コードとパブリックグループセットコードが同一だった場合、正常にXMLを出力できません。 

会社コードとパブリックグループセットコードには同一のコードを用いず、たとえば、会社組織とパブリックグループで

それぞれプリフィックス("C_"や"P_")を付与するようにして回避してください。 

アプリケーション共通マスタのインポート/エクスポートについては、「1.8.4 アプリケーション共通マスタインポート・

エクスポート」、別冊「アプリケーション共通マスタインポート・エクスポート仕様書」を参照してください。 
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1 会社を登録するには、［アプリケーション共通マスタ管理］の［組織設定］をクリックします。 

［会社・組織］画面が表示されます。 

 

<会社・組織画面> 

2 ［会社・組織］画面で、［新規］ボタンをクリックして、表示されるメニューから［会社］を選択します。 

左のツリーで登録されている会社や期間が選択されている場合には、［会社］と［期間］というメニュー

が表示されます。 

 

<会社組織画面> 

3 会社に対する、設立の日付（この例では2007年1月15日）をカレンダーのアイコンをクリックして入力します。

期間の終了日は空欄のままにして、［登録］ボタンをクリックします。 

会社を登録すると設立日（2007/1/15）から終了日は空欄（9999/12/31）とする構成期間が作成さ

れます。 
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<会社の期間を登録する> 

 会社の組織構成の期間は、会社の終了日が決まっている場合を除いて、 も新しい期間の終了日を９９９９年１２

月３１日に設定してください。そうすると、組織構成の変更時に、組織構成と部署の期間の整合性違反が発生しなく

なり、運用しやすくなります。 

具体的な設定例は、「1.8.1.6組織構成の変更－1：新規に組織構成を作成する」または「1.8.1.7組織構成の変更－2：

組織構成期間をコピーして作成する」を参照してください。 

 

4 ツリーに会社と 初の期間化情報が表示されます。 

ここでは会社名は入力されておらず、「名称未設定」となります。会社の名称入力は、組織一覧画面で、

会社の属性設定で行います。 

 

<会社が登録される> 

 会社の属性登録 

会社を登録しても、会社の属性情報の登録が行われていないと、会社名欄には「名称未設定」と表示され

ています。会社も組織構成要素のひとつですから、組織一覧画面に遷移して、会社に関するさまざまな属

性情報を登録します。詳細な操作は、「1.8.1.9 部署の属性登録」（p.77）を参照してください。 
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 部署の登録 

会社と会社の属性の登録が終了したら、組織を追加して組織構成の階層を作成します。部署の登録は、［組

織一覧］画面で行います。 

1 登録した会社の期間化情報を選択して、［組織一覧へ］をクリックします。 

選択している会社の［組織一覧］画面が表示されます。 

 

<会社の期間化情報を選択して［組織一覧］画面に遷移する> 

 

2 ［組織一覧］画面の組織構成のツリーから、これから登録する部署の上位の部署を選択し、［新規］ボタンを

クリックします。 

新規部署の属性設定画面が表示されます。 

 

<部署を登録して組織構成を作成する> 

3 部署名など属性を設定して、［登録］ボタンをクリックします。 

ここで作成した部署の期間は、会社一覧で選択した組織構成の期間と同じになります。 
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<部署名など属性を設定する> 

［登録］ボタンをクリックすると、左のツリーに作成した部署が表示されます。 

 部署の属性登録 

部署の登録時には、同時に部署の属性情報の登録が行えます。操作の詳細は、「1.8.1.9 部署の属性登録」

（p.77）を参照してください。 

1.8.1.6 組織構成の変更－1：新規に組織構成を作成する 

現実の会社の組織構成が変更になったら、組織構成期間を追加します。ここでは、新規に組織構成を作成

する場合の説明をします。部分的な組織構成の変更は、次で説明する「1.8.1.7 組織構成の変更－2：組織

構成期間をコピーして作成する」を参照してください。 

 

 現・組織構成期間の変更 

通常は、現在の組織構成期間の終了日は空欄（9999年12月31日）になっています。このままでは、新

しい組織構成期間を登録することができないので、現在の組織構成期間の終了日を組織改定日の前日に変

更します。 

構成期間の変更 ： 組織改訂日が「2007年8月1日」の場合 

  変更前 ： 2007年1月15日－空欄（9999年12月31日） 

  変更後 ： 2007年1月15日－2007年7月31日 
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1 組織改定日（2007年8月1日）に合わせて、組織構成期間の終了日（2007年7月31日）を設定します。 

終了日は、組織改定日の前日に変更します。 

 

<現在の組織構成の期間を更新する> 
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2 ［更新］ボタンをクリックします。 

会社一覧の期間化情報が更新されます。 

 

<会社一覧の期間化情報が変更された> 

 新・組織構成期間の登録 

次に、新しい組織構成期間（2007年8月1日～）を作成します。 

1 組織構成期間を追加登録する会社が選択されていることを確認して、［新規］ボタンの［期間］をクリックしま

す。 

 

<新しい組織構成期間を追加する> 
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2 新規の組織構成期間の「期間」が表示されています。開始日は、現在の組織構成期間の翌日（2007年8月1

日）に、終了日は空欄になっています。期間を確認して、［登録］ボタンをクリックします。 

 

<新しい構成期間が表示される> 

3 左側の会社一覧に、新しく作成された組織構成期間（2007/8/1～9999/12/31）が表示されます。 

 

<会社一覧の欄に新しい構成期間が表示される> 

 

 部署の登録または移動 

新しい組織構成期間には、部署などが何も登録されていないので、新しい組織構成を登録します。 

または、以前の組織構成の部署が「構成に属さない組織」に表示されますので、部署を移動して組織構成

を作成します。 

部署を移動する方法には、2通りあります。組織一覧のツリー表示上で「ドラッグアンドドロップで部署を

移動する」方法と、もうひとつは、移動させたい部署の属性情報で「親組織を指定して部署を移動する」

方法です。新規に部署を登録する方法に関しては、「1.8.1.5 会社の新規登録」の「部署の登録」（p.66）

を参照してください。 
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 ≪ドラッグアンドドロップで部署を移動する≫ 

1 ［組織一覧］画面のツリー表示上で、移動させたい組織の先頭のアイコンをドラッグします。 

組織のアイコン以外の部分では、ドラッグできません。 

 

<組織をドラッグして移動する> 

2 移動したい組織をドラッグして、親組織に重ねます。 

重ねた組織の子組織となるように移動が行われます。 

 

<組織が移動する> 



第 1 章 ログイングループ管理 

72  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 ≪親組織を指定して部署を移動する≫ 

1 移動させたい組織の属性情報の［メイン］タブで、「親組織」欄のアイコンをクリックします。 

親組織を選択するダイアログボックスが表示されます。 

 

<親組織を選択して移動する> 

2 表示されたダイアログボックスで、親組織を選択し、［OK］ボタンをクリックします。 

ダイアログボックスが閉じ、選択した組織の子組織となるように移動が行われます。 

 

<親組織を選択する> 

 部署の属性登録 

部署の属性情報は、部署登録時に同時に登録することができます。これらの操作の詳細は、 

「2.8.1.9 部署の属性登録」（p.77）を参照してください。 
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1.8.1.7 組織構成の変更－2：組織構成期間をコピーして作成する 

新しく改定する組織構成が現在の組織構成に近い場合には、現在の組織構成期間をコピーして作成する方

法が用意されています。 

 

 現・組織構成期間の変更 

通常は、現在の組織構成期間の終了日は空欄（9999年12月31日）になっています。このままでは、新

しい組織構成期間を登録することができないので、現在の組織構成期間の終了日を組織改定日の前日に変

更します。 

構成期間の変更 ： 組織改訂日が「2007年8月1日」の場合 

  変更前 ： 2007年1月15日－空欄（9999年12月31日） 

  変更後 ： 2007年1月15日－2007年7月31日 

1 組織改定日（2007年8月1日）に合わせて、組織構成期間の終了日（2007年7月31日）を設定します。 

終了日は、組織改定日の前日に変更します。 

 

<現在の組織構成の期間を更新する> 
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2 ［更新］ボタンをクリックします。 

会社一覧の期間化情報が更新されます。 

 

<会社一覧の期間化情報が変更された> 

 組織構成期間のコピー 

次に、現在の組織構成期間をコピーして、新しい組織構成期間を作成します。 

1 組織構成期間を追加登録する会社の組織構成期間が選択されていることを確認して、［コピー］ボタンをクリ

ックします。 

画面には、新規の組織構成期間の「期間」の設定ウインドウが表示されます。 

 

<現在の組織構成の期間をコピーして新しい構成期間を作成する> 
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2 新しい組織構成期間の設定ダイアログボックスが表示されます。開始日は、前構成期間の翌日（2007年8月

1日）になっているのを確認して、［OK］ボタンをクリックします。 

終了日欄は空欄のままにします。 

 

<新しい組織構成の期間を設定する> 

3 左側の会社一覧に、新しい組織構成期間が表示されます。 

コピーされた構成期間には、組織も同様にコピーされています。 

 

<会社一覧に新しい構成期間が表示される> 

 部署の登録または移動 

新しい組織構成期間がコピーにより作成されました。部署などは、すべて以前のものがコピーされている

ので、 新のものに変更します。 

部署の登録や移動の操作に関しては、「1.8.1.6組織構成の変更－1：新規に組織構成を作成する」の「部

署の登録または移動」（p.70）を参照してください。 

 部署の属性登録 

部署の属性情報は、部署登録時に同時に更新することができます。これらの操作の詳細は、以降の「2.8.1.9

部署属性の設定」（p.77）を参照してください。 
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1.8.1.8 組織構成を削除する 

すでに登録されている組織構成期間を削除すると、その期間に登録されている組織構成が削除されます。

ただし、組織構成に属していた部署そのものは削除されません。 

1 削除する組織構成期間を選択し、［削除］ボタンをクリックします。 

 

<削除する組織構成の期間を選択して［削除］ボタンをクリックする> 

2 選択されている組織構成期間が削除されます。 

この組織構成期間にだけ登録されている部署があった場合には、その部署は削除されてしまうのではなく、

「構成に属さない組織」というフォルダに移動しています。 

 

<部署は削除されずに「構成に属さない組織」フォルダに残る> 

 構成に属していない部署は、組織構成へ移動すると、構成に参加するために必要な期間が自動で補完されて、他

の組織構成の期間で利用することができるようになります。 
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1.8.1.9 部署の属性登録 

ここでは、部署（会社も含む）の名称や住所などの属性情報の設定について説明します。会社も組織構成

の要素のひとつですから、ここで操作手順で属性情報の設定を行います。 

 

1 ［組織一覧］画面のツリーから属性を更新したい部署を選択し、右側で詳細を入力します。 初は、［メイン］

タブです。登録後は、次のタブに移動します。 

 

<メインタブの入力> 

組織コード（必須） 作成したときの会社コード、または組織コードが表示されています。 

親組織 会社入力では選択できません。組織の場合は、どの組織に所属するかを設定し

ます。 

ソートキー 会社一覧に表示される順番を番号で指定します。 

備考 会社に対する備考を入力します。 

更新ボタン 各タブでの入力が終了してから、更新をクリックします。 

 

 「構成に属さない組織」の中には組織を新規登録することができません。 

新しい組織の期間は、[会社一覧]で選択した構成期間を含んでいる必要があります。 

「構成に属さない組織」は期間化情報を持たないため、期間化情報の編集や新規登録は行えません。 
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2属性タブをクリックして、公開ゾーン、検索属性、販売チャネルなどの情報を登録します。登録後は、次のタブ

に移動します。 

 

<属性タブの入力> 

公開ゾーン 公開ゾーンを設定します。設定は、各項目の［期間］ボタンをクリックして、表示さ

れるウインドウで期間を設定します。 

 
検索属性 公開ゾーン同様に検索属性を設定します。 

販売チャネル 販売チャネルを入力します。 

更新ボタン 各タブでの入力が終了してから、更新をクリックします。 

 

 公開ゾーンと検索属性については、後述のコラム「アプリケーション共通マスタの高度な利用」を参照してください。 
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3 メンバータブでは、会社に属するメンバーの登録、そのメンバーへの役職の設定、主所属の設定などが行え

ます。 

操作の詳細は、「1.8.1.10 部署への所属および役職情報の設定」（p.84）を参照してください。 

 

<メンバータブの入力> 

4 選択している部署に関する住所、電話などの属性情報の登録が行えます。これらの情報は、すべて履歴化

されているので、期間の情報と共に登録します。 

ここで設定できる期間は、選択している構成期間（この例では、2007年8月1日～）の範囲となります。

期間に対して行うことができるのは、構成期間の範囲内で期間化情報を複数に分割したり、逆に複数に分

割された期間化情報を統合したりすることです。 

 

<期間化情報タブの入力> 



第 1 章 ログイングループ管理 

80  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

 

5 期間化情報の各タブの情報を入力していきます。この画面では、選択している組織構成の期間内で、期間

化情報の分割・統合を行うことができます。 

 

<期間化情報の更新> 

［分割］ボタン 選択されている期間を２つに分割します。 

［削除］ボタン 選択されている期間を削除します。削除された期間は、前後の期間化情報によ

って埋められます。 

拡大 期間のリストの表示が拡大されます。 

（期間リスト） 期間が複数登録されている場合は、選択した期間のプロファイルが下記に表示

されます。 

 

 

期間の設定について 

期間を設定する際には、次のような点に気をつけて登録する必要があります。複数の期間を登録する

場合は、互いに重なる期間を登録することはできません。たとえば、以下のような期間を登録するこ

とはできません。 

 

( 例 1)  期 間 (1) ： 2000/01/01 ～  2004/12/31     期 間 (2) ： 2002/01/01 ～ 

2008/12/31 

 

( 例 2)  期 間 (1) ： 2000/01/01 ～  2004/12/31     期 間 (2) ： 2004/12/31 ～ 

2008/12/31 

 

次の期間の登録は正常に行われます。 

期間(1)：2000/01/01 ～ 2004/12/31    期間(2)：2005/01/01 ～ 2006/12/31。 

 有効期間に関しては、コラム「有効期間の終了日の取扱い（p.20）」も参照してください。 
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部署の一部の情報だけを更新する 

会社の構成期間を追加することによって組織構成の履歴を登録する方法を説明していますが、部署の

名称など、一部の情報だけが変更になった場合に、新しい組織構成期間を追加しなくても変更情報の

履歴を残す方法が用意されています。 

会社の組織構成期間はそのまま継続させて、部署の属性情報が持つ期間化情報を追加して、履歴を残

します。部署属性の［期間化情報］タブで、新しい期間化情報を登録して、部署名や電話番号などの

一部の情報だけを変更します。 

 

1 ［分割］ボタンで、部署の期間化情報を2つに分割します。 

 

 

 

2 初の期間の終了日を、改定する日付の前日に変更します。新しい期間の開始日も、自動的に改

定する日付に変更されます。 

 

 

 

3 新しい期間を選択して、名称などの属性を変更します。 
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6 ［組織名］タブの情報を入力します。ここの情報は、期間および言語ごとに入力します。 

 

<［期間化情報］の［組織名］タブ> 

組織名（必須） 組織名を入力します。[メイン]タブで入力したユーザコードが初期表示されます。

ここで入力した組織名がツリーにも表示されます。 

組織名カナ 組織名カナを入力します。 

組織名漢字 組織名漢字を入力します。 

7 ［電話・FAX番号］タブをクリックして情報を入力します。ここの情報は、期間ごとに入力します。 

 

<［期間化情報］の［電話・FAX番号］タブ> 

電話番号 電話番号の入力です。 

FAX番号 FAX番号の入力です。 

内線番号 内線番号の入力です。 

内線FAX番号 内線FAX番号の入力です。 
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8 ［住所］タブをクリックして情報を入力します。ここの情報は、期間ごとに入力します。 

 

<［期間化情報］の［住所］タブ> 

国コード 国コードの入力です。 

郵便番号 郵便番号の入力です。 

住所 住所の入力です。多言語化に対応しているので、登録してある言語を切り替え

て入力します。 

9 ［インターネット］タブをクリックして情報を入力します。ここの情報は、期間ごとに入力します。 

 

<［期間化情報］の［インターネット］タブ> 

メールアドレス１、２ メールアドレスを入力します。2つまで入力できます。 

URL ホームページのURLを入力します。 

 

 プラグインタブは将来の拡張のためのものです。現在は使用できません。 
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1.8.1.10 部署への所属および役職情報の設定 

部署に対しては、属性情報のひとつとして、メンバーの登録があります。これは、その部署に社員を所属

させる機能です。また、所属させた社員に対しては、役職の設定と主所属の設定が行えます。 

 

 部署への社員の設定 

部署に社員をメンバーとして登録するには、部署の属性情報への登録という操作になります。ここでは、

社員を登録するとともに、その社員の役職と主所属の設定が行えます。 

1 組織設定画面で、会社の組織構成期間を選択してから、［組織一覧へ］をクリックします。 

社員をメンバーとして設定するために、組織一覧画面を表示します。 

2 部署の属性情報の［メンバー］タブで、［追加］ボタンをクリックします。 

［メンバーの追加］ダイアログボックスが表示されます。 

 

<メンバーの追加> 
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3 ［メンバー一覧］ダイアログボックスで社員を選択し、［追加］ボタンをクリックします。 

［Shift］あるいは［Ctrl］キーで、複数の社員をまとめて選択することができます。選択が終了したら、［閉

じる］ボタンをクリックします。 

メンバーの追加画面で設定できる期間は、選択している組織構成の期間に限定されます。 

 

<メンバーの選択> 

4 属性情報画面に戻ったら、［更新］ボタンをクリックします。 

登録した社員への役職の設定や主所属の設定は、一度更新しないと行えません。なお、登録した社員は、

［削除］キーで削除することができます。 

 ユーザを組織に新規追加すると、選択している組織構成とユーザの一致する期間が所属期間として設定されます。

また、所属期間の中でユーザが主所属をもたない期間があれば、その期間を主所属期間として設定します。 
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 役職の設定 

メンバーとして登録した社員には、役職を設定することができます。役職は、あらかじめ［アプリケーシ

ョン共通マスタ管理］の［役職設定］で登録しておく必要があります。 

1 上記社員の登録の後、役職を設定したい社員を選択して、［期間］ボタンをクリックします。 

［期間一覧］のダイアログボックスが表示されます。 

 

<［期間］ボタンをクリックする> 

2 ［期間一覧］のダイアログボックスで、登録されている役職を選択し、［登録］ボタンをクリックします。 

役職は、あらかじめ「役職設定」で登録しておきます。期間に関しては、登録先の部署がもつ期間の範囲

で設定することができます。［追加］ボタンをクリックすることで、期間を設定して別の役職を設定する

こともできます。 

 

<役職の設定> 
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1.8.1.11 部署の削除 

組織一覧では、組織の削除を行うことができます。組織の削除では、組織構成期間の内包情報が削除され

るのではなく、その組織のすべてが削除されてしまい、再利用することはできません。だたし、配下に子

組織を持つ組織を削除した場合には、該当する組織は削除されますが、子組織は、「構成に属さない組織」

というフォルダに移動しており、再利用することができます。 

 

<部署の削除> 

1.8.1.12 会社の削除 

会社一覧では、会社自体の削除を行うことができます。会社に属する部署、組織構成などすべての情報が

削除されます。 

 

<会社の削除> 
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1.8.1.13 組織設定時のメッセージ一覧 

組織設定時に、期間の設定に矛盾が生じているとメッセージが表示され、登録や更新が行えない場合があ

ります。以下は、表示されるメッセージと、原因ならびに対処法を表にしたものです。 

 

画面 イベント 期間のエラー条件 メッセージ 対処法 

会社一覧－ 

会社新規作

成 

登録ボタ

ン押下時 

期間の前後が逆 組織構成期間の有効開始日(yyyy/mm/dd)と有

効終了日(yyyy/mm/dd)の時系列が正しくありま

せん。 

期間の前後を

修正する。 

期間が重複している 設定された期間(yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd)と

(yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd)が重なっていま

す。重ならないように設定し直してください。 

他の期 間と日

付 が 重 な ら な

いように修正す

る。 

期間の前後が逆 組織構成期間の有効開始日(yyyy/mm/dd)と有

効終了日(yyyy/mm/dd)の時系列が正しくありま

せん。 

期間の前後を

修正する。 

会社一覧－

新規－期間 

登録ボタ

ン押下時 

追加した期間が、組織

構成の期間の範囲外 

組織の期間が正しくありません。構成に参加する

組織の期間は、組織構成の期間(yyyy/mm/dd - 

yyyy/mm/dd)に合わせて下さい。 

組 織 で 設 定 し

て い る 期 間 内

で設定する。 

期間の前後が逆 組織構成期間の有効開始日(yyyy/mm/dd)と有

効終了日(yyyy/mm/dd)の時系列が正しくありま

せん。 

期間の前後を

修正する。 

会社一覧－

更新 

更新ボタ

ン押下時 

会社の期間が、組織

構成の期間の範囲外 

組織の期間が正しくありません。構成に参加する

組織の期間は、組織構成の期間(yyyy/mm/dd - 

yyyy/mm/dd)に合わせて下さい。 

組 織 で 設 定 し

て い る 期 間 内

で設定する。 

期間の前後が逆 組織構成期間の有効開始日(yyyy/mm/dd)と有

効終了日(yyyy/mm/dd)の時系列が正しくありま

せん。 

期間の前後を

修正する。 

会社一覧－

会 社 コ ピ ー

－ 新 し い 期

間 を 入 力

POPUP 

OKボタン

押下時 

コピーして新しく設定し

た期間が、組織構成

の期間の範囲外 

組織の期間が正しくありません。構成に参加する

組織の期間は、組織構成の期間(yyyy/mm/dd - 

yyyy/mm/dd)に合わせて下さい。 

組 織 で 設 定 し

て い る 期 間 内

で設定する。 

ユ ー ザ の 所 属 期 間

が、プロファイルの期

間の範囲外 

設 定 さ れ た 所 属 の 期 間 (yyyy/mm/dd - 

yyyy/mm/dd)が正しくありません。ユーザに対し

て 設 定 さ れ た 期 間 内 (yyyy/mm/dd - 

yyyy/mm/dd)で設定して下さい。 

ユーザの所属

期間をプロファ

イルで設定して

あ る 期 間 内 で

設定する。 

期間の前後が逆 期間(yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd)が不正です。

終了日は開始日より後の日付を指定してください 

期間の前後を

修正する。 

組織一覧－

メンバータブ

－期間一覧

POPUP画面

（ ユ ー ザ の

所属期間設

定） 

登録ボタ

ン押下時 

期間が重複している 期 間 (yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd) と  期 間

(yyyy/mm/dd - yyyy/mm/dd)に期間の重なりが

あります。 

他の期 間と日

付 が 重 な ら な

いように修正す

る。 
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1.8.2 役職の設定 
［アプリケーション共通マスタ管理］の［役職設定］では、会社ごとに役職を登録することができます。役

職に関しても履歴化が図られているので、期間情報を登録した上で入力します。 

ここでは、役職を登録するだけで、ユーザとの紐付けは、［組織設定］で組織に所属するメンバーを登録

する際に、この［役職設定］で登録した役職名を選択することができます。 

 

<役職の登録画面> 

1 役職を登録するには、［アプリケーション共通マスタ管理］の［役職設定］をクリックします。 

［役職］画面が表示されます。 

2 ［会社コード］にコードを入力して［検索］ボタンをクリックします。［会社コード］欄に何も入力せずに検索する

と、すべての会社が表示されます。 

左のツリーに登録されている会社とそれぞれに登録されている役職が表示されます。 

 

<登録されている会社と役職が表示される> 
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3 ツリーの会社を選択して、［新規］ボタンをクリックします。 

役職の新規登録画面が表示されます。 

 

<新規に役職を登録する> 

4 期間の欄の、［追加］ボタンをクリックして、役職の期間を登録します。 

 

<期間を追加する> 

［追加］ボタン 新規に期間を追加することができます。 

［修正］ボタン 選択した期間情報を変更することができます。 

［削除］ボタン 選択した期間情報を削除します。 
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5 役職名などを登録し、［登録］ボタンをクリックします。 

役職が登録されます。 

 

<役職の情報を登録する> 

役職コード（必須） 役職コードを入力します。 

役職名（必須） 役職名を入力します。この項目は、国際化に対応しているので、言語ごとに入

力します。 

ソートキー 役職一覧などに表示される順番を数値で指定します。 

備考 備考を入力します。 

［登録］ボタン 入力した役職を登録します。 
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1.8.3 パブリックグループの設定 
パブリックグループは、企業内の部門など組織にとらわれないユーザグループを作成したい場合に利用し

ます。プロジェクトなど企業内で認められたグループに利用します。パブリックグループの登録は、［ア

プリケーション共通マスタ管理］の［パブリックグループ設定］で行います。パブリックグループも組織

と同様に履歴化や階層化に対応しています。パブリックグループの設定の操作は、組織の設定に準じてい

ます。 

 パブリックグループを新規登録した時に設定したグループコードセット、グループコードは、変更することはできませ

ん。 

 アプリケーション共通マスタは、インポート/エクスポートを行えます。 

ユーザ所属をXML形式でエクスポートする際に、ユーザが所属する会社組織とパブリックグループにおいて、会社

コードとパブリックグループセットコードが同一だった場合、正常にXMLを出力できません。 

会社コードとパブリックグループセットコードには同一のコードを用いず、たとえば、会社組織とパブリックグループで

それぞれプリフィックス("C_"や"P_")を付与するようにして回避してください。 

アプリケーション共通マスタのインポート/エクスポートについては、「1.8.4 アプリケーション共通マスタインポート・

エクスポート」、別冊「アプリケーション共通マスタインポート・エクスポート仕様書」を参照してください。 

 

 

<パブリックグループ登録画面> 
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1.8.4 アプリケーション共通マスタインポート・エクスポート 
アプリケーション共通マスタで登録する、会社・組織、役職、ブリックグループ、ユーザプロファイルな

どの情報は、［ログイングループ管理］の［バッチ設定］でインポートすることができます。 

 

<アプリケーション共通マスタ インポート画面> 

 

アプリケーション共通マスタの高度な利用（公開ゾーンと検索属

性） 

intra-martでは、ユーザを会社・組織、パブリックグループ、プライベートグループなどにグルー

ピングして管理しています。この他に「公開ゾーン」と「検索属性」という2つのキーで高度なグ

ルーピングを行うことができます。 

 

●公開ゾーン 

公開ゾーンは、作成するアプリケーションの性格によって会社・組織などの公開範囲を変更したい

場合に使用します。例えば、社内スケジュール管理では全組織・社員を表示しますが、取引先も含

めたコミュニティ・アプリケーションでは、自社の一部の組織のみ公開したいといった用途に公開

ゾーンを利用します。 
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公開ゾーンは、［アプリケーション共通マスタ管理］の［分類設定］で登録することができます。 

 

 

 

<［分類設定］画面> 

 

 

●検索属性 

検索属性は組織にのみ付くキーで、組織の役割を定義します。例えば、「ある会社・組織は顧客検

索に表示したい（下図の「カスタマ」に相当します）」、「ある組織は協力会社一覧に表示したい

（下図の「パートナ」に相当します）」という要件を実現するために使用します。 
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検索属性は、［アプリケーション共通マスタ管理］の［分類設定］で登録することができます。 

 

 

<［検索属性設定］画面> 

 

公開ゾーンと検索属性を利用したアプリケーションの構築方法については、別冊の「アプリケーシ

ョン共通マスタ説明資料」を参照してください。 
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1.9 商品マスタ 
intra-martには、作成するアプリケーションから共通で利用できる商品マスタが用意されています。商品

マスタ関連のメニューは、［商品マスタ設定］フォルダに用意されています。 

 

1.9.1 商品マスタの特徴 
商品マスタ設定には、次のような機能が用意されています。 

 

1.9.1.1 商品の期間化 

商品は、期間化に対応しており、商品名、商品名通称、販売単価、仕入単価の情報を履歴として持つこと

ができます。このため、処理日付時点の情報で処理を行うことが可能となっています。また、商品および

商品マスタ関連の上は、国際化にも対応しています。 

 

（アプリケーション共通マスタ）
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1.9.1.2 商品属性情報とテンプレート 

商品の商品名、商品名通称、販売単価、仕入単価などの基本情報とは別に、自由に属性情報を付加するこ

とができます。属性情報を追加するには、あらかじめ商品テンプレートに属性情報を登録しておき、商品

マスタに対して、どのテンプレートを適用するかを設定します。 

 

1.9.1.3 商品の分類と管理 

商品マスタに登録した商品は、必要に応じて分類して管理することができます。商品を分類するためには、

ツリー状に商品カテゴリを登録し、末端のカテゴリに商品を登録します（ここで、 上位の商品カテゴリ

を「商品カテゴリ種別」と呼びます）。 
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1.9.1.4 取扱情報 

登録した商品は、単品または任意に組み合わせて「取扱」情報として登録します。商品マスタが基本的な

マスタ情報であるのに対して、取扱情報は実際の取引に利用される情報です。このため、取引先ごとに異

なる単価を設定したり、期間化したりすることができます。取引先として、ロール、会社・組織、パブリ

ックグループなどで権限を設定することができます。 

 

1.9.2 商品設定 
ここでは、商品マスタに商品情報の登録を行います。商品設定は、期間化に対応しているので、「期間化

情報」タブで必要に応じて情報を追加することができます。また、この画面では、属性情報としてあらか

じめ作成しておいたテンプレートを利用することができます。 

1 ［商品マスタ設定］の［商品設定］を選択します。新規に商品を登録するには、［新規］ボタンをクリックします。 

画面の左には、すでに登録されている商品情報を検索して表示させることができます。商品は、商品コー

ドから、あるいは分類しているカテゴリから検索して表示することができます。 
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2 表示された［メイン］タブで商品の基本情報を入力します。 

 

商品コード（必須） 商品コードが自動採番で表示され、必要に応じて変更することができます。 

商品型番 商品の型番を入力します。 

備考 商品に関する備考を入力します。 

カタログ 登録する商品のカタログ情報を入力することができますが、この入力は、いった

ん商品を登録後に編集画面で行えます。 

3 続けて、［期間化情報］タブをクリックして、商品の詳細情報を入力します。 

 

［追加］ボタン 初期には、本日からシステムの 大有効日付に設定されています。期間を追加

する場合に、このボタンをクリックします。期間を追加すると、以前の期間化情報

の終了日が自動で設定され、その翌日からの新しい期間を設定することができ

ます。 

［修正］ボタン 期間のリスト上で選択されている期間の開始日を変更することができます。 

［削除］ボタン 期間のリスト上で選択されている期間を削除することができます。 
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（期間リスト） 期間が複数登録されている場合は、期間の開始日だけが表示されています。選

択した期間のプロファイルが下記に表示されます。 

拡大 期間のリストの表示が拡大されます。 

失効日 通常、期間は登録した日を開始日として、終了日は 大有効日付に設定されて

います。次に期間を設定すると、その開始日の前日が終了日となり、常に連続し

た期間が設定されます。この終了日を強制的に設定する場合に、このボタンを

利用します。設定した失効日を消す場合には、［クリア］ボタンをクリックします。 

商品名（必須） 初期には、商品コードが表示されていますので、商品名を上書きします。この情

報は国際化に対応しているため、必要に応じて、コンボボックスで言語を選択し

て、それぞれの商品名を入力します。 

商品名（通称） この商品に関する通称の名称を入力します。この情報も国際化に対応していま

すので、必要に応じて、コンボボックスで言語を選択して、それぞれの名称を入

力します。 

販売単価 基本情報としての販売単価を入力します。このほかに、「取扱設定」画面では、

対象企業を設定した上での販売価格を登録することができます。 

仕入単価 基本情報としての仕入単価を入力します。このほかに、「取扱設定」画面では、

対象企業を設定した上での仕入価格を登録することができます。 

4 ［属性情報］タブをクリックして、商品の属性情報を入力します。 

商品の属性情報を登録するためには、あらかじめ商品テンプレートを作成しておき、この画面で適用する

テンプレートを設定しなければなりません。また、属性値は、国際化に対応しているため、コンボボック

スで言語を選択し、すべてに対して入力しなければなりません。 

 

［テンプレート選択］ボタン 属性を登録するために、属性項目を設定したテンプレートを適用しなければなり

ません。クリックすると、［テンプレート選択］ダイアログが表示されます。また、設

定したテンプレートは、［テンプレート削除］ボタンで適用を取り消すことができま

す。 
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属性名 適用したテンプレート上に設定されている属性名が表示されます。 

属性値 この商品の属性値を入力します。入力は、設定されているデータ型に準じます。 

データ型 適用したテンプレート上に設定されているデータ型が表示されます。 

説明 適用したテンプレート上に設定されている説明が表示されます。 

［登録］ボタン 入力が終了し、このボタンをクリックすると商品情報が登録されます。 

5 ［登録］ボタンをクリックして、商品情報を登録します。 
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1.9.3 商品テンプレート設定 
商品情報の属性情報を登録するためには、あらかじめこの商品テンプレートを作成しておかなければなり

ません。 

1 ［商品マスタ設定］の［商品テンプレート設定］を選択します。新規に商品テンプレートを登録するには、［新

規］ボタンをクリックします。 

画面の左には、すでに登録されている商品テンプレートを検索して表示させることができます。商品テン

プレートは、テンプレート名をキーワード（部分一致）として検索して表示することができます。 

 

2 表示された［メイン］タブで商品テンプレートの基本情報を入力します。 

 

テンプレートコード（必須） 商品テンプレートのコードが自動採番で表示され、必要に応じて変更することが

できます。 

テンプレート名（必須） 商品テンプレートの名称を入力します。 

備考 商品テンプレートに関する備考を入力します。 
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3 続けて、［属性一覧］タブをクリックして、商品テンプレートの属性情報を入力します。 

 

［追加］ボタン 属性の行を増やすときに、このボタンをクリックします。 

［削除］ボタン 選択されている属性行を削除することができます。属性行の選択は、先頭の数

値をクリックします。 

［ 上位］ボタン 選択されている属性行を属性一覧の 上位に移動します。属性行の選択は、先

頭の数値をクリックします。 

［上へ］ボタン 選択されている属性行をひとつ上に移動します。属性行の選択は、先頭の数値

をクリックします。 

［下へ］ボタン 選択されている属性行をひとつ下に移動します。属性行の選択は、先頭の数値

をクリックします。 

［ 下位］ボタン 選択されている属性行を属性一覧の 下位に移動します。属性行の選択は、先

頭の数値をクリックします。 

属性名 属性名を入力します。 

データ型 属性のデータ型を「文字列型」と「データ型」から選択します。 

備考 属性に対する備考を入力します。 

［登録］ボタン このボタンをクリックすると、商品テンプレートが登録されます。 

4 ［登録］ボタンをクリックして、商品テンプレートを登録します。 
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1.9.4 商品カテゴリ設定 
商品情報を分類するために、「商品カテゴリ」が用意されています。ここでは、商品カテゴリの作成と商

品の登録について説明します。なお、商品カテゴリは、「商品カテゴリ種別」で束ねられているため、ま

ずは、「商品カテゴリ種別」の登録から行います。 

1 ［商品マスタ設定］の［商品カテゴリ設定］を選択します。新規に商品カテゴリを登録するには、商品カテゴリ

種別を作成しなければなりません。［新規］ボタンをクリックして、「商品カテゴリ種別」を選択します。 

画面に左上部にはすでに登録されている商品カテゴリ種別が、その下には登録されている商品カテゴリが

表示されます。 

 

2 表示された［メイン］タブで商品カテゴリ種別の情報を入力します。 

商品カテゴリ種別の登録時には、［商品一覧］タブは入力できません。 

 

商品カテゴリコード（必須） 商品カテゴリ種別のコードが自動採番で表示され、必要に応じて変更することが

できます。 

商品カテゴリ名（必須） 商品カテゴリ種別の名称を入力します。 

ソートキー 商品カテゴリ種別欄に表示する順番を半角数値で入力します。 



1.9 商品マスタ    

グループ管理者 操作ガイド 105 

備考 商品カテゴリ種別に関する備考を入力します。 

3 商品カテゴリ種別の入力が終了したら、［登録］ボタンをクリックします。 

登録した商品カテゴリ種別が、左上の一覧に表示されます。 

 

4 商品カテゴリ種別一覧から商品カテゴリ種別を選択してから［新規］ボタンをクリックして、「商品カテゴリ」を

選択します。 
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5 表示された［メイン］タブで商品カテゴリ種別の情報を入力します。 

 

商品カテゴリ名 これから登録する商品カテゴリの親に当たるカテゴリが表示されています。2つ

以上商品カテゴリがある場合、［親カテゴリ選択］ボタンをクリックして、どの商品

カテゴリ配下に作成するかを選択できます。 

商品カテゴリコード（必須） 商品カテゴリのコードが自動採番で表示され、必要に応じて変更することができ

ます。 

商品カテゴリ名（必須） 商品カテゴリの名称を入力します。 

ソートキー 商品カテゴリ欄に表示する順番を半角数値で入力します。 

備考 商品カテゴリに関する備考を入力します。 

6 続けて、［商品一覧］タブをクリックして、作成した商品カテゴリに登録する商品を選択します。 
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［追加］ボタン 商品を選択する際に、このボタンをクリックします。 

この画面では、登録されている商品を商品コードから、あるいはカテゴリから検

索することができます。商品が表示されたら、チェックボックスで選択して、［追

加］ボタンをクリックします。 

 
［削除］ボタン 商品一覧から選択した商品を削除することができます。 

商品コード 商品マスタに登録されている商品コードが表示されます。 

商品名 商品マスタに登録されている商品名が表示されます。 

説明 商品マスタに登録されている商品の説明が表示されます。 

［登録］ボタン このボタンをクリックすると、商品カテゴリが登録されます。 

7 ［登録］ボタンをクリックして、商品カテゴリを登録します。 
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1.9.5 取扱設定 
登録した商品は、単品または任意に組み合わせて「取扱」情報として登録します。商品マスタが基本的な

マスタ情報であるのに対して、取扱情報は実際の取引に利用される情報です。このため、取引先ごとに異

なる単価を設定したり、期間化したりすることができます。取引先として、ロール、会社・組織、パブリ

ックグループなどで権限を設定することができます。 

1 ［商品マスタ設定］の［取扱設定］を選択します。新規に取扱を登録するには、［新規］ボタンをクリックします。 

画面の左にはすでに登録されている取扱設定が表示されます。 

 

2 表示された［メイン］タブで取扱の基本情報を入力します。 

 

［追加］ボタン 初期には、本日からシステムの 大有効日付に設定されています。期間を追加

する場合に、このボタンをクリックします。期間を追加すると、以前の期間化情報

の終了日が自動で設定され、その翌日からの新しい期間を設定することができ

ます。 

［修正］ボタン 期間のリスト上で選択されている期間の開始日を変更することができます。 
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［削除］ボタン 期間のリスト上で選択されている期間を削除することができます。 

拡大表示 期間のリストの表示が拡大されます。 

（期間リスト） 期間が複数登録されている場合は、期間の開始日だけが表示されています。選

択した期間のプロファイルが下記に表示されます。 

取扱コード（必須） 取扱コードが自動採番されて表示されます。必要に応じて、修正入力します。 

取扱名（必須） この取扱につける名称を入力します。 

取引先（必須） この取扱の対象企業を選択入力します。組織検索画面では、リスト検索または

ツリーから検索することができます。 

 
取扱種別 取扱の種別を「販売」、「仕入」から選択します。 

単価（必須） この取扱の単価を入力します。「商品取扱」タブで登録した複数商品の合計を計

算入力する場合は、［自動計算］ボタンをクリックします。 

通貨 通貨をコンボボックスから選択入力します。 

備考 取り扱に関する備考を入力します。 
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3 続けて、［商品取扱］タブをクリックし、商品を選択入力します。 

 

詳細表示 選択した商品の詳細情報が表示されます。 

 
［追加］ボタン 商品を追加登録するときにクリックします。 

この画面で商品を検索し、［追加］ボタンをクリックすると商品を選択できます。 

 
［削除］ボタン 商品一覧から選択した商品を削除するときにクリックします。 

商品コード 商品の商品コードが表示されます。 

商品名 商品の商品名が表示されます。 

販売単価 この取扱での単価を入力します。 
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数量 この取扱での数量を入力します。 

単位 この取扱での単位を入力あるいは選択します。 

4 次に、［権限設定］タブをクリックして、この取扱の権限を設定します。 

権限は、ロール、組織、パブリックグループに対して、それぞれの［追加］ボタンで設定します。 

 

ロール ここで設定するロールを持つユーザだけがこの取扱の権限を持ちます。 

 
 

組織 ここで設定する組織だけがこの取扱の権限を持ちます。 

 
パブリックグループ ここで設定するパブリックグループだけがこの取扱の権限を持ちます。 
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［登録］ボタン このボタンをクリックして、取扱を登録します。 

5 ［登録］ボタンをクリックして、取扱を登録します。 
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1.9.6 商品マスタのインポート 
この画面では、商品マスタの情報（商品テンプレート、商品、商品カテゴリ、商品分類）をインポートす

ることができます。インポートしたいファイルのパスを記述して、［インポート］ボタンをクリックしま

す。 

 

<商品共通マスタ インポート画面> 
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1.10 バッチ管理の操作 
バッチ実行したいロジックを記述したバッチプログラムを作成し、バッチ設定画面で起動日時を設定しま

す。バッチに関する設定は、［システム設定］フォルダの［バッチスケジューラ］フォルダ内のメニュー

で行います。 

 画面やWebの仕組みに関わる機能(ファイルのダウンロードなど)を行うことはできません。 

 バッチ管理モジュールを利用するには、Schedule Serviceが動作していることが前提になります。 

 バッチ機能を利用するには、intra-martの定義ファイル（imart.xml）の設定などが必要となります。 

1.10.1 バッチプログラムの作成と登録 
バッチプログラムは、次のような手順で作成し登録します。 

 

<バッチプログラムの作成と登録のフロー> 

1 JavaScriptによりバッチプログラムを作成 

バッチプログラムを記述したファンクション・コンテナを作成します。 

 バッチ管理モジュールは、ファンクション・コンテナ上に記述されているinit()関数を、設定に従って指定時刻に自動

実行します。 

init()関数は、通常のファンクション・コンテナと同様の形式で記述します。 

    function init(argV) {・・・} 

バッチ起動情報がオブジェクトの形式で引数として渡されます。 

2 または、Javaによりバッチプログラムを作成 

バッチプログラムを記述したクラスを作成します。 

 jp.c.intra_mart.foundation.service.provider.batch.ProcedureComponentを実装して作成します。インターフェース仕様

に関しては、ＡＰＩリストを参照して下さい。 

 作成したクラスはコンパイルして、Application Runtimeの動作している環境においてクラスパスの設定されているデ

ィレクトリ内に保存してください。 
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3 バッチプログラムの登録 

作成したバッチプログラムを登録します。バッチ処理登録は、［ログイングループ設定］の「バッチ設定」

で［新規登録］アイコンをクリックして行います。  

 

<［バッチ処理一覧］画面>  

 

<バッチプログラムの新規登録画面> 

有効/無効 バッチプログラムの有効/無効を切り替えます。 

バッチID（必須） バッチプログラムのIDが表示されます。通常は、そのまま利用します。 

バッチ名（必須） バッチプログラムに付ける名称を入力します。 

実行プログラム言語（必須） バッチプログラムを入力したプログラムの記述言語を選択します。Javaまたは

JavaScriptが選択できます。 

実行プログラムパス（必須） 手順1で作成したバッチプログラムのパスを入力します。 

実行時間 バッチプログラムを実行する日時を指定します。 

［実行］ボタン 登録したバッチプログラムを直ちに実行します。新規作成時には、バッチプログ

ラムの登録後でないと、このボタンは操作できません。 

［登録］ボタン バッチプログラムを登録します。 
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4 バッチプログラムの起動と停止 

バッチプログラム一覧のまたは各バッチプログラムの詳細画面の［有効/無効］ボタンをクリックして、［有

効］にします。 

 

 [実行]ボタンをクリックすると、「有効/無効」の設定とは関係なく、バッチプログラムを直ちに実行することができま

す。 

 実行時間として対象の月に存在しない日付を指定した場合は、その月の月末に実行されます。 

（例） 9/31を指定した場合、9/30に実行されます。 
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1.11 カレンダーの設定 
カレンダー設定では、曜日、会社独自の休日や営業日等を管理する機能を持っています。また、この画面

で、カレンダーIDを増やすことで複数のカレンダーを設定でき、本社と工場など異なるカレンダーを利用

するアプリケーションの作成が可能となっています。ここでは、カレンダーの設定方法について説明しま

す。 

1.11.1 カレンダーデータの追加 
カレンダーには、一般的な祝祭日など、基本的なカレンダー設定データが登録されています。これに、独

自のデータを追加する操作について説明します。 

1 ［ログイングループ管理］の［カレンダー設定］メニューをクリックします。 

［カレンダー更新］画面が表示されます。 

 

<カレンダーマスタメンテナンス画面> 
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2 ［新規追加］をクリックします。 

右フレームに新規登録画面が表示されます。既存項目を選択したときには、右フレームに更新・削除画面

が表示されます。 

 

<カレンダーマスタメンテナンス画面> 

カレンダーID（必須） このカレンダーは、複数のカレンダー設定を登録できますが、これから登録する

データをどのカレンダー設定に登録するかを選択します。 

データID（必須） カレンダーデータの内部コードです。通常はそのまま利用します。 

データタイプ（必須） このカレンダーでは、［名称］、［休日］、［非休日］、［公休日］に分類されています

ので、この中から選択します。 

データ名（必須） データ名を入力します。 

年月日 データを日付で指定する場合に入力します。 

第何週 データが第何週目を指定する場合に入力します。 

第何曜日 この項目を選択したときは、次の曜日とセットで利用します。ここでは、第何番目

の指定曜日かを選択するときに使用します。例第2水曜日 

曜日 データを曜日で指定する場合に入力します。 

開始年・終了年 データの有効期限を入力します。 

プラグイン関数 この設定が有効になるための特殊な条件を判定する関数です。あらかじめ用意

してあるプラグイン関数の中から選択できます。 

表示名(必須) 多言語化に対応していますので、登録されている言語ごとに、表示名称を入力

します。 

表示色（必須） このデータがカレンダーに表示されるときの色を選択します。なお、［表示確認］

ボタンをクリックすると、完成イメージが表示されます。 
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1.11.2 カレンダー設定の新規追加 
標準で用意されている設定以外に、新規にカレンダーの設定を登録するには、次のように操作します。 

1 ［新規追加］をクリックします。 

右フレームに新規登録画面が表示されます。ここまでは、カレンダーデータの追加と同様です。 

 

<カレンダーマスタメンテナンス画面> 

2 データ入力の際に、「カレンダーID」の項目を選択するのではなく、新しいIDを入力します。データの追加と同

様に、一つ目のデータを続けて入力して、［登録］ボタンをクリックします。 

新しいカレンダー設定として登録されます。 
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1.12 ログイングループ管理権限ユーザ

設定 
ログイングループを複数のユーザで管理することによって、内部統制による管理がより強化されます。

iWP/iAF Ver.7.0 for SaaSからログイングループ管理者を複数人で運用することが可能になりました。 

 

ログイングループ管理者が一般ユーザにログイングループ管理権限を委譲することにより、一般ユーザに

よるログイングループの管理が可能となります。その条件として、ログイングループ管理者は一般ユーザ

に少なくとも一つの管理メニューを割り当てなければなりません。このとき、権限を委譲されたユーザは、

一般ユーザとログイン管理者を兼任することになります。 

 

 

このように、ログイングループのメニューを複数のユーザで管理することで、より強固なセキュリティを 

形成することができます。 
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1.12.1 ログイングループ管理権限ユーザ設定方法 

1 メニューから[グループ管理権限ユーザ メニュー設定]を選択します。 

 

2 [アカウント]もしくは[プロファイル]を選択します。[ユーザコード]もしくは[ユーザ名]に検索キーワードを入力

します。 

[検索]ボタンを押すと、検索条件に一致するユーザ一覧が表示されます。
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アカウント アカウント検索を行う場合の、選択用ラジオボタンです。この場合はキーワード

検索で、[ユーザコード]のみ、入力可能となります。 

プロファイル プロファイル検索を行う場合の、選択用ラジオボタンです。この場合はキーワー

ド検索で、[ユーザコード]または[ユーザ名]のどちらかが入力可能となります。 

ユーザコード キーワード入力フォームです。 

検索したいユーザのユーザコードに一致するキーワードを入力します。 

ユーザ名 キーワード入力フォームです。 

検索したいユーザのユーザ名に一致するキーワードを入力します。 

[検索]ボタン ユーザの検索を行います。 

何も指定せず[検索]ボタンを押すと、全件検索になります。 

[クリア]ボタン 画面からユーザ一覧を消去します。 

 

 

 

リストコントロール ユーザ一覧のページ切り替えコントロールです。１ページの 大表示件数が20

件となっています。各アイコンの内訳は以下のようになっています。 

 ： 次のページに遷移 

 ： 前のページに遷移 

 ： 後のページに遷移 

 ： 初のページに遷移 

管理権限 ユーザが一般ユーザかグループ管理権限ユーザかを区別するための項目で

す。グループ管理権限ユーザには のアイコンが付きます。 

ユーザコード ユーザのユーザコードです。 

ユーザ名 ユーザのユーザ名です。 
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3 ログイングループ管理権限を与えるユーザを選び、テーブルのセルをクリックします。 

ユーザに管理させたいメニューを選択し、チェックを入れます。 

設定が完了したら、[更新]ボタンを押します。 

 

 

全て開く [全て開く]をクリックすると、メニューの階層が全て表示されます。 

全て閉じる [全て閉じる]をクリックすると、メニューの階層を全て閉じます。 

メニュー(チェックボックス) ユーザに管理権限を与えるメニューにチェックを入れます。 

[戻す]ボタン メニューのチェック状態を、現在登録されている状態に戻します。 

[更新]ボタン グループ管理権限ユーザ及び、管理メニューの更新をします。この際、メニュー

にチェックが一つもついていない場合は、グループ管理権限が無効となります。

逆に、メニューにチェックが一つ以上あれば、グループ管理権限ユーザとして登

録されます。 

[クリア]ボタン 全てのメニューのチェックを外します。 

 

 一般ユーザにログイングループ管理権限を委譲するには、一つ以上のメニューの管理を付与します。任意のメニュ

ーにチェックを入れた状態で、[更新]ボタンを押してください。このとき、メニューに一つもチェックを入れずに[更新]

ボタンを押すと、ログイングループ管理権限が無効となるので、注意してください。 

 



第 1 章 ログイングループ管理 

124  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

4 ログイングループ管理者と管理メニューの更新終了後、ユーザ一覧の更新済ユーザに、管理権限のアイコ

ン が付くことを確認してください。 
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1.12.2 ログイングループ管理権限ユーザでのログイン 

1 ≪ログイン画面≫ 

ログイングループ管理権限を持つユーザのユーザ名とパスワードを入力し、[グループ管理権限ユーザでロ

グイン]にチェックを入れてログインします。 

 

 チェックを入れずにログインをすると、オリジナルのログイングループ管理者以外はユーザ認証エラーとなります。

オリジナルのログイングループ管理者以外の管理者は、必ずチェックを入れてログインするようにしてください。（※

オリジナルのログイングループ管理者とは、システム管理者がログイングループ作成時に設定するログイングルー

プ管理ユーザのことです。) 

 



第 1 章 ログイングループ管理 

126  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

2 ≪ログイングループ管理権限ユーザのメインページ≫ 

登録されたメニューのみ表示され、その範囲内での管理が可能となります。 
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1.13 Webサービスアクセス設定 
intra-martでは、Webサービス オペレーションの実行権限をロールに与えることができます。 

 

ここではまず、Webサービス実行までの流れについて説明します。 

  Webサービス実行の流れ 

下図は、intra-mart上でのWebサービス実行の流れを表しています。 

 

まず、Webサービス・クライアント(ユーザ)がWebサービス・プロバイダ(intra-mart WebPlatform/ 

Appframework)に対し、Webサービスを要求します。 

このとき、Webサービス・プロバイダ側では① ユーザ認証を行います。Webサービス・クライアントが

認証されると、処理が② Webサービス オペレーションの認可へ移ります。 

この認可ではWebサービス・クライアントのロールが、Webサービス オペレーションの実行権限を持っ

ているかどうか判断します。認可されると、③ ログインセッションの生成、そして、④ Webサービスの

実行へ処理が移ります。 

その後、Webサービスの実行結果がWebサービス・クライアントに返却されます。 

 

＜Webサービス実行の流れ＞ 



第 1 章 ログイングループ管理 

128  intra-mart WebPlatform/AppFramework 

  用語の解説 

用語 意味 

認証 認証とは、Webサービス・クライアントが正当なユーザであることを確認することを意味します。 

認可 認可とは、認証されたWebサービス・クライアントにWebサービス オペレーションのアクセスを許

可することを意味します。認可はロール単位で設定できます。 

 

1.13.1 Webサービスアクセス設定 
Webサービスアクセス設定とは、上記で説明したWebサービス オペレーションの認可を設定する画面で

す。この画面では、登録されている任意のWebサービス オペレーションの実行権限を、特定のロールに設

定することができます。 
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1.13.2 Webサービスアクセスの設定手順 
 

それでは実際に、Webサービス オペレーションの実行権限を新規登録する方法について説明します。 

1 メニューから[Webサービスアクセス設定]を選択します。 

 

 

2 ［新規登録］を選択してください。 

［新規登録］を選択すると、右側のフレームに[新規登録]の画面が表示されます。 
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3 Webサービスとそのオペレーションをそれぞれ、[Webサービス]と[オペレーション]から選択します。 

 

Webサービス（必須） 登録されているWebサービスの一覧です。 

オペレーション（必須） 上記のWebサービスが持つオペレーションです。 

説明 このWebサービスアクセス設定についての説明です。 

 

4 選択したWebサービス オペレーションの実行権限を与えるロールの設定を行います。 

新規で対象ロールを追加する場合は[ロール]タブ内の[追加]ボタンをクリックします。 

 

ロール Webサービスオペレーションを許可するロールの設定タブです。 

追加 Webサービスオペレーションを許可するロールを追加することができます。 

選択項目を削除 現在選択しているロールを削除することができます。 

コードを表示 表示されているロール一覧にコードの列を表示させます。 
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5 [ロール検索]ウィンドウが表示されますので、任意のロールにチェックを入れ、  

[決定]ボタンを押下します。 

 

6 [ロール]タブに選択したロール一覧が表示されます。 

設定内容を確認し、[登録]ボタンを押下します。 
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※一覧からロールを削除するには、2通りの方法があります。 

  ワンクリック削除 

削除したいロールを選択し、テーブル右端のアイコン をクリックすると、 

ロールが一行削除されます。 

 

  一括削除 

削除したいロールを選択し、テーブル左端のチェックボックスにチェックをつけます。 

[選択項目を削除]ボタンを押下すると、複数のロールを一括で削除することができます。 
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7 画面左側の[アクセス設定一覧]に登録したWebサービスアクセス一覧が表示されます。 

これで、Webサービスアクセス設定は終了です。 

 

 

 intra-martのWebサービスに関するより詳しい内容は、「Web サービス プログラミングガイド」を参照してください。 
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1.14 パスワードリマインダ設定 
一般ユーザがパスワードを忘れた場合に、パスワードを再設定させるパスワードリマインダ機能はログイ

ングループ毎に設定を持つことができます。 

ここでは、パスワードリマインダ機能の設定について説明します。 

 

1.14.1 前提条件 
パスワードリマインダ機能を利用する場合には、システムからメールの送信が可能な環境である必要があ

ります。あらかじめSMTPサーバの設定等を行ってください。 

パスワードリマインダ機能は、クライアントタイプがPCの場合のみ利用可能となります。 

1.14.2 基本設定 
パスワードリマインダ設定には、基本設定とメールテンプレート設定があります。 

はじめに基本設定について説明します。 

[更新]ボタンをクリックすると、設定した内容が反映されます。 

 

<パスワードリマインダ設定画面> 

パスワードリマインダの利用 パスワードリマインダ機能の利用有無を選択します。 

デフォルト ： 有効 

有効 ： 一般ユーザのログイン画面にパスワードリマインダ用のリンクが 

表示されるようになります。 

無効 ： 一般ユーザのログイン画面にパスワードリマインダ用のリンクが 

       表示されないようになります。 

URLの有効期間（日数）（必須） パスワードリマインダメールに記載されるパスワード再設定画面への 

ショートカットURLの有効期限（日数）を入力します。 

デフォルト ： ３（日間） 

URLの有効期限日付フォーマット 

（必須） 

パスワードリマインダメールに記載されるパスワード再設定画面への 

ショートカットURL有効期限（日数）のフォーマットを入力します。 
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指定可能なフォーマットは、java.text.SimpleDateFormatクラスの 

日付（時刻）パターンに指定可能な文字列となります。 

デフォルト ： yyyy'/'MM'/'dd'|'HH':'mm 

メールには「2008/12/20|21:14」という形式で記載されます。 

Fromアドレス（必須） パスワードリマインダメールのFromアドレスを入力します。 

デフォルト ： system-auto-sender 

Reply_Toアドレス パスワードリマインダメールのReply_Toアドレスを入力します。 

デフォルト ： system-auto-sender 

Cc / Bccアドレス パスワードリマインダメールのCcとBccアドレスを入力します。 

デフォルト ： 指定なし 

[更新]ボタン パスワードリマインダ設定を更新します。 

 

 Cc / Bccアドレスの設定 

Cc、Bccアドレスの設定は、専用のウインドウで行います。 

専用のウインドウは[編集]アイコンをクリックすると表示されます。 

 

<[編集]アイコン> 

 

<[編集]アイコンをクリックすると表示されるCc / Bccアドレス設定ウインドウ> 

[閉じる]ボタン Cc / Bccアドレス設定ウインドウを閉じます。 

メールアドレス Cc または Bccに追加するメールアドレスを入力します。 

”カンマ（,）"は入力しないでください。 

Cc ： [追加]アイコン メールアドレステキストボックスに入力されたメールアドレスを 

Ccに追加します。 

Cc ： [削除]アイコン 選択したメールアドレスをCcから削除します。 

Bcc ： [追加]アイコン メールアドレステキストボックスに入力されたメールアドレスを 

Bccに追加します。 

Bcc ： [追加]アイコン 選択したメールアドレスをBccから削除します。 
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1.14.3 メールテンプレート設定 
パスワードリマインダ機能を利用したユーザに送信されるパスワードリマインダメールのテンプレート設

定について説明します。 

[更新]ボタンをクリックすると、設定した内容が反映されます。 

 

<メールテンプレート設定項目> 

ロケール 利用可能なロケールが表示されます。 

[表示]アイコン 

[非表示]アイコン 

ロケールに紐付くパスワードリマインダメールテンプレート（フィール

ド）を表示します。 

[非表示]アイコンをクリックするとパスワードリマインダメールテンプ

レート（フィールド）を非表示にします。 

[更新]ボタン パスワードリマインダ設定を更新します。 

 パスワードリマインダメールテンプレート 

[表示]アイコンをクリックすると、選択したロケールに紐付くパスワードリマインダメールテンプレート

のタイトルと本文が表示されます。 

 

<パスワードリマインダメールテンプレートフィールド> 

タイトル パスワードリマインダメールのタイトルを入力します。 

（本文） パスワードリマインダメールの本文を入力します。 

置換文字列は編集しないでください。 
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 ショートカットURLとURLの有効期限日には、置換文字列が表示されます。 

 置換文字列 

パスワードリマインダメールで利用可能な置換文字列は以下のとおりです。 

置換文字列は編集しないでください。 

%url パスワード再設定画面へのショートカットURLに置換します。 

%limit 基本設定の「URLの有効期限日付フォーマット」に指定したフォーマ

ットでパスワード再設定画面へのショートカットURLの有効期限日に

置換されます。 

 

デフォルトのメールテンプレートを利用した場合は、以下の内容でメールが送信されます。 

 

 置換文字列%urlにおいて、ショートカットURLのプロトコル、ホスト名、ポート番号は、Application Runtime で構築さ

れます。  

例：http://192.XXX.XXX.XX:8080  

そのため、Webサーバコネクタを利用する場合や負荷分散を行う場合には、以下のファイルのプロパティに、 

ショートカットURLのプロトコル、ホスト名、ポート番号を設定してください。  

ファイル名： pages/platform/src/password_reminder/reminder.ini  

プロパティ名：passwordReminderBaseURL  

設定例：passwordReminderBaseURL=http://www.intra-mart.jp:8080 

1.14.4 パスワードリマインダ利用ログ 
セキュリティを考慮し、一般ユーザがパスワードリマインダを利用した場合には、エラーの有無に関わら

ず画面上には常に「メールの送信に成功しました。」というメッセージが表示されます。 

そのため、エラー発生時の情報や利用状況については、別途ログに出力することが可能となっています。 

 ログの出力先とログレベル 

ログの出力先とログレベルは以下のとおりです。 

出力先 セキュリティログ（log/platform/security.log） 

ログレベル INFO 
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 セキュリティログ（log/platform/security.log）のデフォルトのログレベルは、「ERROR」となっているため、パスワード

リマインダログを出力する場合は、 

ログ設定ファイル（im_logger_security.xml）でログレベルを「INFO」レベルに変更する必要があります。 
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 ログメッセージ 

パスワードリマインダのログには以下のメッセージが出力されます。 

メッセージ  

[パスワードリマインダ] システムエラー 

[グループ/ユーザ/メールアドレス] 

プログラム上でエラーが発生した場合、 

システムが正常に動作していない場合などに出力します。 

[パスワードリマインダ] 入力されたユーザは存

在していないか、または有効期限が切れていま

す。 

[グループ/ユーザ/メールアドレス] 

パスワードリマインダ画面で入力されたユーザが 

存在しない場合、もしくはユーザの有効期限が 

切れている場合に出力します。 

[パスワードリマインダ] 入力されたユーザのメー

ルアドレスが設定されていません。 

[グループ/ユーザ/メールアドレス] 

パスワードリマインダ画面で入力されたユーザの 

メールアドレスが設定されていない場合に出力します。 

[パスワードリマインダ] メールの送信に成功しま

した。 

[グループ/ユーザ/メールアドレス] 

パスワードリマインダメールが正常にユーザに 

送信された場合に出力します。 

[パスワードリマインダ] メールの送信に失敗しま

した。 

[グループ/ユーザ/メールアドレス] 

システム障害やメールサーバの障害などにより、 

ユーザにメールが送信できなかった場合に出力します。 
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1.15 メッセージカスタマイズ設定 
イントラマートの画面に表示されているメッセージをメッセージカスタマイズ設定から任意のメッセージ

に置き換えることができます。 

ここでは、メッセージカスタマイズ設定について説明します。 

 

1.15.1 前提条件 
メッセージのカスタマイズはメッセージカスタマイズ設定画面に表示されるメッセージのみ可能です。 

 

1.15.2 メッセージのカスタマイズ手順 

1メニューから[メッセージカスタマイズ設定]を選択します。 

カスタマイズ可能なメッセージの一覧が表示されます。 
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2メッセージを検索します 

カスタマイズを行うメッセージを入力し検索します。 

 

 

3メッセージを選択します 

検索結果の一覧から、目的のメッセージを選択します。 

 

 

4メッセージを編集します 

任意のメッセージに編集し、登録を選択します。 

 

 

以上でメッセージのカスタマイズ完了です。 
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標準のメッセージに戻す場合は「標準のメッセージに戻す」を選択してください。 

 

カスタマイズされていない場合は、「標準のメッセージに戻す」は表示されません。 
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1.16 ロゴ設定 
イントラマートのログイン画面およびログイン後のメイン画面のヘッダ部に表示されるロゴをログイング

ループ毎に、任意のロゴに置き換えることができます。 

 

ここでは、ロゴ設定について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ログイン画面＞ 

 

 

 

 

 

 

＜メイン画面のヘッダ部（システムデフォルト）＞ 

 

 

 

 

＜メイン画面のヘッダ部（MainPage510）＞ 
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1.16.1 前提条件 
置き換えるロゴは、表示される場所により、適切なサイズのロゴを用意する必要があります。 

 

 ログイン画面ロゴ ： [161×67]ピクセル 

 

 

 

 

 

 メイン画面のヘッダ部（システムデフォルト）ロゴ ： [203×82]ピクセル 

 

 

 

 

 

 

 メイン画面のヘッダ部（MainPage510）ロゴ ： [110×35]ピクセル 
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1.16.2 ロゴの設定 

1メニューから[ロゴ設定]を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更を行うロゴを、「ログイン画面ロゴ」「ヘッダ画面ロゴ（システムデフォルト）」「ヘッダ画面ロゴ

（MainPage510）」のタブから選択します。 

 

以下、「ログイン画面ロゴ」の変更手順を説明します。 

その他のロゴについても同様の手順で変更することができます。 

 

インストール直後の状態では、intra-martの初期ロゴが設定されています。 

変更を行う場合は[削除]ボタンを押下し、初期ロゴを削除します。 
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2「参照」ボタンを押下し、画像を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3画像を選択後、「追加」ボタンを押下し、画像を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「リセット」ボタンを押下することにより、初期状態のロゴに戻すことが出来ます、 

 ロゴ画像を指定しない場合は、ロゴ画像は表示されません。 
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2.1 メンテナンス画面の文字入力制限 
intra-martの各メンテナンス画面における文字の入力制限について説明します。 

2.1.1 入力文字制限パターンの種類 
intra-martの各メンテナンス画面の入力文字制限には、次のようなパターンがあります。以降の「適用フ

ィールド」の説明では、入力項目のあとに、「入力文字制限パターンｘ」と記載しています。 

2.1.1.1 ID、コード系のフィールド（入力文字制限パターン1） 

半角英数字と一部の半角記号のみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9) 

半角英字(a-ｚA-Z) 

文字'_'(0x5f) 

半角ハイフォン(-) 

半角アットマーク(@) 

半角ピリオド(.) 

半角プラス(+) 

半角エクスクラメーション(!) 

 全角英数字と全角アンダースコアは半角に自動変換します。 

 

2.1.1.2 パスワードフィールド（入力文字制限パターン2） 

半角可視文字（スペースおよびアスタリスク(＊)を除く）すべて入力可能です。 

 条件 

コントロールコード(0x00-0x1f,0x7f)を除く 

スペース(0x20)を除く 

アスタリスク(＊)を除く 

日本語等のWバイト文字を除く 

 アカウント管理におけるユーザ（アカウント）のパスワードおよびモバイルパスワードはパスワード履歴管理のパス

ワードチェック機能により入力可能文字を制限するが可能です。 
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2.1.1.3 URL、メールアドレスフィールド（入力文字制限パターン3） 

可視文字すべて（スペース以外*1）入力可能です。 

 条件 

コントロールコード(0x00-0x1f,0x7f)を除く 

スペース(0x20)を除く 

日本語等のWバイト文字も入力可能 

 *1：日本語ドメインが存在するため、半角、英数字チェックはしていません。 

 

2.1.1.4 色コード設定フィールド（入力文字制限パターン4） 

半角数字と半角英字A～Fまでの半角英字を入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9) 

半角英字(a-fA-F) 

2.1.1.5 値入力フィールド（ソートキー等）（入力文字制限パターン5） 

数字のみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9)のみ 

日本語等のWバイト文字を除く 

2.1.1.6 名称や備考など（入力文字制限パターン6） 

キーボードから入力可能な文字すべて入力可能です。 

 条件 

コントロールコード(0x00-0x1f,0x7f)を除く 

スペース(0x20)も入力可能 

日本語等のWバイト文字も入力可能 

2.1.1.7 商品コード系のフィールド（入力文字制限パターン7） 

半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみ入力可能です。 

 条件 

半角数字(0-9) 

半角英字(a-zA-Z) 

文字'_'(0x5f) 

半角ハイフォン(-) 
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2.1.1.8 補足事項 

 コントロールコード 

「コントロールコード」とは、下記の文字を意味しています。 

0x00～0x1fの範囲に含まれる文字 

文字 0x7f(Delete) 

 これらは、ディスプレイに表示できず、コンソールに出力するとビープ音が出力される文字です。 
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2.1.2 適用フィールド 

2.1.2.1 バッチ設定 

バッチID → 入力文字制限パターン1 

2.1.2.2 カレンダー設定 

カレンダーID → 入力文字制限パターン1 

データID → 入力文字制限パターン1 

データ名 → 入力文字制限パターン1 

表示色 → 入力文字制限パターン4 

2.1.2.3 分類設定 

分類コード → 入力文字制限パターン1 

ソートキー → 入力文字制限パターン5 

2.1.2.4 ログイングループ設定 

ログイングループID → 入力文字制限パターン1 

ユーザID → 入力文字制限パターン1 

パスワード → 入力文字制限パターン2 

パスワード（確認） → 入力文字制限パターン2 

ページパターンID → 入力文字制限パターン1 

ページURL → 入力文字制限パターン3 

ページイメージURL → 入力文字制限パターン1 

メールアドレス → 入力文字制限パターン3 

2.1.2.5 役職設定 

役職コード → 入力文字制限パターン1 

ソートキー → 入力文字制限パターン5 

2.1.2.6 会社設定 

会社コード → 入力文字制限パターン1 

組織コード → 入力文字制限パターン1 

メールアドレス1 → 入力文字制限パターン3 

メールアドレス2 → 入力文字制限パターン3 

URL → 入力文字制限パターン3 

ソートキー → 入力文字制限パターン5 
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2.1.2.7 パブリックグループ設定 

グループセットコード → 入力文字制限パターン1 

グループコード → 入力文字制限パターン1 

ソートキー → 入力文字制限パターン5 

2.1.2.8 ロール設定 

ロールID → 入力文字制限パターン1 

ロール名 → 入力文字制限パターン1 

カテゴリ → 入力文字制限パターン1 

2.1.2.9 システム管理者設定 

ユーザID → 入力文字制限パターン1 

パスワード → 入力文字制限パターン2 

パスワード（確認） → 入力文字制限パターン2 

メールアドレス → 入力文字制限パターン3 

2.1.2.10 アカウント設定 

ユーザコード → 入力文字制限パターン1 

パスワード → 入力文字制限パターン2 

確認パスワード → 入力文字制限パターン2 

モバイルパスワード → 入力文字制限パターン2 

確認モバイルパスワード → 入力文字制限パターン2 

メールアドレス1 → 入力文字制限パターン3 

メールアドレス2 → 入力文字制限パターン3 

携帯メールアドレス → 入力文字制限パターン3 

URL → 入力文字制限パターン3 

ソートキー → 入力文字制限パターン5 

2.1.2.11 管理メニュー設定 

URL → 入力文字制限パターン3 

2.1.2.12 メニュー設定 

メニューID → 入力文字制限パターン1 

2.1.2.13 商品設定 

商品コード → 入力文字制限パターン7 

商品型番 → 入力文字制限パターン7 

販売単価 → 入力文字制限パターン5 

仕入単価 → 入力文字制限パターン5 
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2.1.2.14 商品テンプレート設定 

テンプレートコード → 入力文字制限パターン1 

2.1.2.15 商品カテゴリ設定 

商品カテゴリコード → 入力文字制限パターン1 

ソートキー → 入力文字制限パターン5 

2.1.2.16 商品取扱設定 

取扱コード → 入力文字制限パターン1 

単価 → 入力文字制限パターン5 

数量 → 入力文字制限パターン5 

仕入単価 → 入力文字制限パターン5 

2.1.2.17 ViewCreator – データ参照メンテナンス 

データ参照CD → 入力文字制限パターン1 
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