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1. はじめに 

本ドキュメントは、intra-mart EX 申請システム ver.5.4 から intra-mart EX 申請システム ver.7.2 に移行する手順

を記述しています。 

 

1.1 移行の概要 

intra-mart EX 申請システム ver.5.4 から intra-mart EX 申請システム ver.7.2 への移行は、大きく分けて 7 つの作

業が必要となります。 

 

１． intra-mart EX 申請システム ver.5.4 のパッチの適用 

２． intra-mart EX 申請システム ver.5.4 の関連情報のバックアップ 

３． intra-mart EX 申請システム ver.5.4 のアンインストール 

４． intra-mart EX 申請システム ver.7.2 のインストール 

５． ライセンスの登録 

 

1.2 用語 

以下、本ドキュメントで使用する用語を定義します。 

 

intra-mart WebPlatform 

以下、iWP と略します。 

Application Runtime 

iWP の基本動作サービスです。以下、imAR と略します。 

Web Server Connector 

HttpServer との連携用モジュールです。以下、WSC と略します。 

Server Manager 

iWP のサービス監視サービスです。以下 imSM と略します。 

Resource Service 

iWP のプログラム管理サービスです。以下、imRS と略します。 

Storage Service 

iWP のファイル管理サービスです。以下、imSS と略します。 

intra-mart EX 申請システム v5.4 

以下、IM-EXv5.4 と略します。 

intra-mart EX 申請システム v7.2 

以下、IM-EXv7.2 と略します。 
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1.3 前提条件 

移行を実行する際、以下の前提条件があります。 

 

(1) 移行先のデータベース製品 

移行前(IM-EXv5.4)と移行先(IM-EXv7.2)のデータベース製品は同じものが対象となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

例） 

-------------------------------------------------- 

移行前(IM-EXv5.4)    

Oracle 

DB2 

SQL Server 

PostgreSQL 

-------------------------------------------------- 

⇒   移行先(IM-EXv7.2)

⇒   Oracle 

⇒   DB2 

⇒   SQL Server 

⇒   PostgreSQL 

(2) 移行先の intra-mart 基盤製品 

移行前(IM-EXv5.4)と移行先(IM-EXv7.2)の iWP は同じものが対象となります。 

移行先(IM-EXv7.2)の iWP のバージョンは、移行前(IM-EXv5.4)の iWP 動作保障環境に存在しないため、以下の

作業を行っていただく必要があります。 

①移行前(IM-EXv5.4)の iWP を移行先(IM-EXv7.2)の iWP へバージョンアップします。 

  例）iWP6.1.X→iWP7.2.X 

②バージョンアップした iWP へ EX 申請 5.4.0 をインストールします。 

③バージョンアップした iWP へ EX 申請 5.4 の最新パッチを適用します。 

④移行前(IM-EXv5.4)の環境に登録されていた EX 申請の下記データをバージョンアップした iWP へ移行

します。 

・{ imSS インストール先 } /sprist/sep/グループ ID を含めた配下の全てのファイル 

  例）storage/sprist/sep/default 

⑤移行前(IM-EXv5.4)の EX 申請で独自の後処理プログラム等を作成した場合、バージョンアップした iWP

へ移行します。 

⑥EX 申請の移行作業が完了するまで EX 申請を動作させないでください。移行前(IM-EXv5.4)の EX 申請

は、バージョンアップした iWP をサポートしていないためです。 

※上記作業を行うことで、移行前(IM-EXv5.4)と移行先(IM-EXv7.2)の iWP が同一となります。 

 

(3) 移行前の起票中の案件 

移行を行う前に、起票中の案件が存在した場合は、必ず最終承認まで処理を完了させてください。 

 

(4) パッチの適用 

移行を行う前に、必ず IM-EXv5.4 の最新パッチを適用してください。 

IM-EXv5.4.4 のパッチにて、初期データインポート作業によりデータの追加があるためです。 
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2. 移行手順 

IM-EXv5.4 から IM-EXv7.2 の移行手順について、以下に示します。 

 

2.1 intra-mart EX申請システム ver.5.4 のパッチ適用 

移行を実行する前に IM-EXv5.4 の最新パッチを適用してください。パッチの適用手順はパッチに付属のセットア

ップ手順に沿ってください。 

 

2.2 intra-mart EX申請システム ver.5.4 の関連情報のバックアップ 

移行を実行する前に以下に示すデータのバックアップを行っておいてください。 

 

・ { imSS インストール先 } /sprist/sep 配下の全てのファイル 

 

2.3 intra-mart EX申請システム ver.5.4 のアンインストール 

 

以下に示すものについては移行対象データとなりますので絶対にアンインストールしないでください。アンイン

ストールすると正常に移行することができません。 

 

・ メニュー 

・ ロール 

・ データベースのテーブル 

・ { imSS インストール先 } /sprist/sep/ { グループ名のディレクトリ } 配下の全てのファイル 

 

 

以前にNTTデータ中国製品（SPRISTパッケージ製品）をインストールされていた方は以下のファイルを削除しな

いでください。 

・Server Manager 

  { imSM インストール先 } /licenses/scm_license.txt 

・Web Server Connector 

  { WSC インストール先 } /sprist/scm 以下全て 

・Storage Service 

  { imSS インストール先 } /sprist/scm 以下全て 

・Application Runtime 

  { imAR インストール先 } /lib/product/scm 以下全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/sprist/scm 以下全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/nttdc_scm_common.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/scm_log4j.xml 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/data-config-scm_で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/event-config-scm_で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/service-config-scm_で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /conf/log/scm_log4j_im70.xml 

 { imAR インストール先 } /conf/message/sprist-scm で始まる properties 全て 
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(1) ファイルの削除 

intra-mart システムの各サービスを全て停止させた後、以下の intra-mart の各サービスをインストールしている

各サーバにおいて以下のファイルを削除してください。 

 

・Server Manager 

  { imSM インストール先 } /licenses/im_sep.iar 

  { imSM インストール先 } /licenses/sep_license.txt 

・Web Server Connector 

  { WSC インストール先 } /sprist/sep 以下全て 

・Resource Service 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/first_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/first_last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/last_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/middle_approval_after_disposal_bpw.js 

  { imRS インストール先 } /product/src/sprist/sep/pttn_after_disposal_bpw.js 

・Storage Service 

  { imSS インストール先 } /sprist/sep/ { グループ名のディレクトリ }  以外全て 

・Application Runtime 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/sprist/sep 以下全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_bpw.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_bpw_entrycheck_addon.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_entrycheck_addon.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_delete_addon.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/im_sep_isp.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/jxl-2.6.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/poi-2.5.1_ex_p1.jar 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/poi-2.5.1-final-20051104.jar（存在する場合） 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/poi-contrib-2.5.1-final-20051104.jar（存在する場合） 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/POIManagerImpl.jar（存在する場合） 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/poi-scratchpad-2.5.1-final-20051104.jar（存在する場合） 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/poi-3.1-20081126.jar（存在する場合） 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/lib/POIManagerImplOfPoi31.jar（存在する場合） 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/sep_log4j.xml 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/data-config-sep で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/event-config-sep で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/classes/service-config-sep で始まる xml 全て 

 { imAR インストール先 } /conf/log/sep_log4j_im70.xml 

 { imAR インストール先 } /conf/message/sprist-sep で始まる properties 全て 

・その他（手動にて変更） 

 { imAR インストール先 } /doc/imart/WEB-INF/web.xml にて EX 申請システム追加した設定内容全て 
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2.4 intra-mart EX申請システム ver.7.2 のインストール 

IM-EXv7.2 をインストールしてください。インストール手順については「インストールガイド」を参照してくだ

さい。 

※IM-EXv5.4 から移行を行う場合、管理者画面で行う以下の操作は行わないでください。 

メニュー － [ ライセンス ] －EX申請システム欄の「初期データインポート」よりインポートの処理。 

※IM-EXv5.4 から移行を行う場合、一般ユーザ画面で行う以下の操作を行ってください。 

メニュー － [ EX申請システム ] － [ システム ] － [初期データインポート]よりEX申請システムバージョン

アップ用追加データインポートの処理。 

それ以外の共通初期データインポート・EX申請システム初期データインポート・サンプルデータインポート

の処理は行わないでください。 

 

2.5 ライセンスの登録 

IM-EXv7.2 のインストール直後は、試用版として動作していますので再度ライセンスの登録を行ってください。

ライセンスの登録手順については「インストールガイド」を参照してください。 
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