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1 はじめに 

intra-mart e Builder Ver7.1 （以下 imEBv7.1） をご使用のお客様は、この章で説明する Application Producer プ

ロジェクトの移行の手順により、imEBv7.1 環境で作成した Application Producer プロジェクトを intra-mart e 

Builder Ver7.2 （以下 imEBv7.2）に移行することが可能となります。 

 

（重要） プロジェクトの移行作業を行う前に、imEBv7.2 の自動ビルドが OFF になっていることをご確認ください 

imEBv7.1 でビルドに問題が発生する Application Producer プロジェクトは、正常にプロジェクト移行を行うことが

できません。 

1.1 注意事項 
下記の条件を必ず守って、imEBv7.2 のインストールを行ってください。全ての条件を満たしていない場合は、動

作に不具合が生じる場合があります。また、プロジェクト上のデータについて、不整合が発生する可能性がありま

す。十分にご注意ください。 

 
1. 移行作業を行う前に、移行するプロジェクトのバックアップを行い、移行時における障害発生時に復元

可能な状態であることを確認してください。 
2. imEBv7.1 で使用しているワークスペース・フォルダに、移行先である imEBv7.2 のワークスペース・フォ

ルダを設定しないでください。（※ 新規ディレクトリにワークスペース・フォルダを設定してください。） 
3. 移行プロジェクトを他のプロジェクトが参照している場合、参照先のプロジェクトもインポートする必要が

あります。詳細は、「移行プロジェクトのインポート」を参照してください。 

1.2 制限事項 
1. 移行作業を行う前に、移行するプロジェクトを imEBv7.1 でフルビルドを行ってください。詳細は、「移行

プロジェクトのフルビルド」を参考してください。 
2. プロジェクトの移行作業を行う前に、imEBv7.2 の自動ビルドが OFF になっていることを確認してください。

詳細は、「自動ビルドの OFF」を参考してください。 
3. imEBv7.1 のプロジェクトのプロパティ設定画面のビルトイン・データ型は移行されません。imEBv7.1 で

設定を行っている場合、移行の完了後にそれぞれの項目を、再度設定を行ってください。詳細は、「プ

ロジェクトのプロパティの設定」を参照ください。 

1.3 移行手順の概要 
以下に、プロジェクト移行手順の概要を示します。 

1. 移行プロジェクトのバックアップ 
2. 移行プロジェクトのフルビルド 
3. imEBv7.2 のインストール及び起動 
4. コンバーターモジュールのダウンロード 
5. コンバーターモジュールのインストール 
6. imEBv7.2 の自動ビルドの OFF 
7. 移行プロジェクトのインポート 
8. コンバーターモジュールの実行 
9. 移行プロジェクトのプロパティ設定 
10. テーブルデータ型設定をプロジェクトプロパティに移行 
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2 移行 

以下の手順で移行作業を行ってください。 

2.1 移行プロジェクトのバックアップ 
移行作業を行う前に、プロジェクトのバックアップを行い、移行時における障害発生時に復元可能な状態であるこ

とを確認してください。 

※SVN、CVS と連携されているプロジェクトの場合は、バックアップ作業は特に必要はありません。 

2.2 移行プロジェクトのフルビルド 
imEBv7.1 を起動し、移行するプロジェクトのクリーン処理を行ってください。 

１．プロジェクトの[クリーン]メニューを押下する。 

 
２．[すべてのプロジェクトをクリーン]オブションを選択して OK ボタンを押下 
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2.3 imEBv7.2 のインストール及び起動 
「セットアップガイド」にしたがって、imEBv7.2 のインストールを行ってください。 

 

imEBv7.2 を起動する際には、imEBv7.1 で使用しているワークスペース・フォルダに、移行先である imEBv7.2 の

ワークスペース・フォルダを設定しないでください。 

※ 新規ディレクトリにワークスペース・フォルダを設定してください。 

 

2.4 コンバーターモジュールのダウンロード 
本項では、 新コンバーターモジュールのダウンロードについて説明します。 

新のコンバーターモジュールは、「製品 新情報ダウンロードページ」よりダウンロードしてください。 

 http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html 

 

「製品 新情報ダウンロードページ」よりダウンロードできる 新のモジュールをご利用ください。 

 

サイトより、ebuilder_plugins-converter-site-7.2.X.vYYYYMMDD-HHMM.zip というファイルが入手できます。 

※ファイル名「7.2.X.vYYYYMMDD-HHMM」は、7.2.X の X はパッチ番号を表し、vYYYYMMDD-HHMM はビ

ルド時刻を表しています。 

2.5 コンバーターモジュールのインストール 
imEBv7.2 のコンバーターモジュールのインストール手順を下記に示します。 

 

1. ダウンロードしたパッチモジュール「ebuilder_plugins-convertor-site-7.2.X.vYYYYMMDD-HHMM.zip」

を任意のフォルダに解凍 
※解凍すると、ebuilder_plugins-converter-site-7.2.X.vYYYYMMDD-HHMM フォルダが出来ます。 
 

2. 起動メニュー[ヘルプ] → [ソフトウェア更新…]メニューを押下 

 
 
 

http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html�
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3. ダイアログ[ソフトウェア更新およびアドオン]の[使用可能なソフトウェア]タグを選択し、[サイトの追加]ボ
タンを押下し、ダイアログ[サイトの追加]から[ローカル]ボタンを押下 

 

 
 

4. 手順 1 で解凍した[ebuilder_plugins-convertor_7.2.X]フォルダを選択し、サイトを追加 

5. 追加されたサイトにチェックし、[インストール]ボタンを押下 ※[メモ]この画像は差し替えが必要！ 

 
 

6. インストールの確認画面で問題なければ、[完了]ボタンを押下し、インストールを実行 
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7. インストール完了後に、eclipse の再起動を要求され、eclipse を再起動し、コンバーターの適用が完了

します 

 

2.6 imEBv7.2 の自動ビルドのOFF 
プロジェクトの自動ビルドオプションのチェックを外し、オプションを OFF にしてください。 
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2.7 移行プロジェクトのインポート 
imEBv7.1 のプロジェクトを imEBv7.2 にインポートします。 

※インポートするプロジェクトを他のプロジェクトが参照している場合は、参照先のプロジェクトもインポートする必

要があります。 

 

※以下の３つの方法で imEBv7.1 のプロジェクトを imEBv7.2 にインポートすることが可能です。 

2.7.1 ワークスペース・フォルダに切り替え 

imEBv7.1 で作成したプロジェクトをすべて imEBv7.2 に移行する場合に利用してください。 

1. imEBv7.2 のメニューから[ファイル] → [ワークスペースの切り替え] → [その他] を選択 

 

2. imEBv7.1 に使用したワークスペース・フォルダを指定 

 

 

2.7.2 SVN、CVSを利用し、プロジェクトをチェックアウト 
imEBv7.1 でチーム開発を行った場合、移行プロジェクトを imEBv7.2 にチェックアウトしてください。 
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2.7.3 プロジェクトフォルダのインポート 
imEBv7.1 のプロジェクトフォルダを以下の手順でワークスペースにインポートしてください。 

1. imEBv7.2 のメニューから[ファイル] → [インポート] を選択 

 

 

2. インポートダイアログにて[既存プロジェクトをワークスペースへ]を選択し、[次へ]ボタンを押下 
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3. imEBv7.1 のプロジェクトを指定 

[参照]ボタンを押下して imEBv7.1 のプロジェクトを選択し、完了ボタンを押下 

 
※プロジェクトをワークスペースにコピーオプションをチェックした場合は、imEBv7.2 のワークスペース・フォ

ルダに対象のプロジェクトがコピーされます。 
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2.8 コンバーター実行 
imEBv7.1 のプロジェクトを imEBv7.2 の環境に合わせたプロジェクトに変換します。 

以下の手順に従ってコンバーターを実行してください。 

 

※移行プロジェクトを参照しているプロジェクトがある場合は、必ず、参照元（移行プロジェクト）からコンバーター

を実行してください。 

 

※コンバーター処理はプロジェクトの規模により、時間が掛かる場合があります。 

1. 移行プロジェクトを選択 → マウス右クリック → [intra-mart]メニュー → [コンバーター実行] を押下 

 
 
 
 
 
※コンバーター処理の経過を表示します。 
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2. コンバーター処理後プロジェクトの自動ビルドを ON に変更。 

      プロジェクトの自動ビルドオプションをチェックし、オプションを ON にしてください。 

 

 
 
 
※注意事項１ 

移行プロジェクトを参照しているプロジェクトがある場合は、参照プロジェクトのコンバーター処理を完了し 

てから自動ビルドオプションを ON にしてください。 

 

※注意事項２ 

     複数のプロジェクトを同時にコンバーターする場合、必ず、すべてのプロジェクトのコンバーターを実行し 

てから[自動ビルド]オプションを ON にしてください。 
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3. コンバーター後のプロジェクトの[クリーン]メニューを押下 

 
  

4. プロジェクトのクリーン処理を実行 
移行プロジェクトを選択して OK ボタンを押下してください。 
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2.9 移行プロジェクトのプロパティ設定 
imEBv7.1 でビルドイン・データ型の設定を行っている場合、以下の手順に従って再度設定を行ってください。 

 

※imEBv7.1 のビルトイン・データ型設定をカスタマイズしていない場合は、この設定を行う必要はありません。 

imEBv7.1 のビルトイン・データ型の設定をご確認してください。 

 

1. 移行プロジェクトを選択 → ファイルメニュー →  プロパティを選択 
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2. ビルドイン・データ型の設定を imEBv7.2 の仕様に合わせて再度設定してください。 
 

 
【imEBv7.1 の初期値設定画面】 

 
※imEBv7.2 では「ビルトイン・データ型設定」ページを「データ型設定」ページに統合しました。 

 
【imEBv7.2 のデータ型設定画面】 

 
※データ型設定の設定方法は「ヘルプ」を参考してください。「ヘルプ」は、e Builder (eclipse)のウィンドウメニ

ュー[ヘルプ]-[ヘルプ目次]から閲覧できます。 
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2.10 テーブルデータ型設定をプロジェクトプロパティに移行 
imEBv7.1 の DM ファイル内で保持していた「テーブルデータ型設定」は、imEBv7.2 ではプロジェクトプロパティの

「データ型設定」で管理するようになりました。以下の手順で移行してください。 

1. DM ファイルを「DB Designer」で開く 

 
 

2. 開くと同時に、以下のイメージのようにダイアログが表示され、[OK]ボタンを押下 

 

3. O.K ボタンをクリックすると、「テーブルデータ型設定」はプロジェクトプロパティの「データ型設定」に移

行される 

4. DM ファイルを保存 
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