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1 はじめに 
本ドキュメントは、IM-FormaDesigner Version7.2 のインストール手順について記述しています。 

 

1.1 用語解説 
 

intra-mart WebPlatform／AppFramework Ver.7.2 以下、IWP／AFW 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、imSM と略します。 

intra-mart Service Platform サービスを起動するためのサーバ本体です。 

以下、imSP と略します。 

Application Runtime アプリケーションの実行エンジンです。 

以下、AppRuntime と略します。 

Resource Service スクリプト開発モデルのプログラムファイルを管理

するサービスです。 

以下、ResourceSrv と略します。 

Storage Service ファイルを管理するサービスです。 

以下、StorageSrv と略します。 

Web Server Connector WebServer との連携用モジュールです。 

以下、WSC と略します。 

 

1.2 前提条件 
IM-FormaDesigner をインストールするには以下の前提条件があります。  

 IWP／AFW のインストールが完了していること。 

 IM-共通マスタのインストールが完了していること。 

 IM-Workflow のインストールが完了していること。 

 
IWP／AFW は、「アドバンスト」または、「エンタープライズ for BPM」が必要です。 

「スタンダード」では動作しません。 

 
また、本製品をご利用になられる環境についても、事前に把握した上でインストールを開始してください。インスト

ールに際しては、下記の事項に関して事前にチェックすることを推奨します。 

 intra-mart サーバの構成 

 IWP/AFW をインストールしたディレクトリ 

 Application Runtime のコンテキストルート (標準は doc/imart) 

 Resource Service のプログラムディレクトリ(標準は pages) 

 Storage Service のコンテンツディレクトリ(標準は storage) 

 WebServer Connector のコンテンツディレクトリ 

 ディスクの空き容量 

 
多言語に対応した環境を構築する場合は、サーバモジュールの文字コードとウェブブラウザに送信する文字コー

ドはそれぞれ「UTF-8」を指定して、構築してください。 
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1.3 intra-mart サーバ インストール対象モジュール 

1.3.1 intra-mart WebPlatform の場合 
 

 
 
IM-FormaDesigner サーバモジュールは、以下のモジュールに対してインストールを行います。 

 Server Manager 

 Application Runtime 

 Resource Service 

 Storage Service 

 WebServer Connector 

 

1.3.2 intra-mart AppFramework の場合 
 

 
 
IM-FormaDesigner サーバモジュールは、以下のモジュールに対してインストールを行います。 

 Server Manager 

 Application Runtime 

 Resource Service 

 Storage Service 
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2 インストールの流れ 

2.1 IWP／AFW のインストール 
 

参照 ページ 
3.1 IWP／AFW のインストール 4 

2.2 IM-Workflow のインストール 
 

参照 ページ 
3.2 IM-Workflow のインストール 4 

2.3 IM-FormaDesigner のインストール 
 

参照 ページ 
3.3 IM-FormaDesigner のインストール 5 
   

2.4 wkhtmltopdf のインストール 
 

参照 ページ 
3.4 PDF 出力に利用する wkhtmltopdf のインストール 18 

 

2.5 初期データインポート 
 

参照 ページ 
3.5 初期データインポート 24 

 

2.6 サンプルデータインポート 
 

参照 ページ 
3.6 サンプルデータインポート 24 

2.7 メニューアクセス権限の付与 
 

参照 ページ 
3.7 メニューアクセス権限の付与 25 
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3 インストール 

3.1 IWP／AFW のインストール 
 

IWP／AFW をインストールします。 

IWP／AFW のインストールに関しては、IWP／AFW に付属の「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」また

は、「intra-mart AppFramework セットアップガイド」を参照してください。 

 
IM-共通マスタ をインストールします。 

IM-共通マスタ のインストールに関しては、IWP／AFW に付属の「IM-共通マスタ セットアップガイド」を参照して

ください。 

 
多言語に対応した環境を構築する場合は、サーバモジュールの文字コードとウェブブラウザに送信する文字コー

ドはそれぞれ「UTF-8」を指定してください。 

 
スマートフォンに対応した環境を構築する場合、IWP／AFW に付属の「intra-mart WebPlatform セットアップガ

イド」または、「intra-mart AppFramework セットアップガイド」に従い、必要な設定を行ってください。 

 
IWP／AFW のパッチについては、patch04 以降が必要です。最新パッチの適応を推奨します。 

パッチのインストールに関しては、付属の「readme.txt」および「history.txt」を参照してください。 

 

3.2 IM-Workflow のインストール 
 

IM-Workflow をインストールします。 

IM-Workflow のインストールに関しては、IM-Workflow に付属の「IM-Workflow セットアップガイド」を参照してく

ださい。 

 
IM-Workflow のパッチについては、patch06 以降が必要です。最新パッチの適応を推奨します。 

パッチのインストールに関しては、付属の「readme.txt」および「history.txt」を参照してください。 
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3.3 IM-FormaDesigner のインストール 
IM-FormaDesigner のパッチがリリースされている場合は、最新パッチの適応を推奨します。 

パッチのインストールに関しては、付属の「readme.txt」および「history.txt」を参照してください。 

 

3.3.1 インストーラの起動と操作 
 

インストーラの起動および操作は以下のように行います。 

 
 Windows の場合 

1. java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 
2. エクスプローラで本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 
3. im_forma_designer\install ディレクトリへ移動します。 
4. setup.jar をダブルクリックし起動します。 
5. インストーラの画面が表示されます。 
6. 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 
7. 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 
8. インストールが開始されます。 

 
 Solaris 、Linux の場合 

1. java コマンドにパスが通っていることを確認します。 
2. コンソール画面で本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 
3. im_forma_designer/install ディレクトリへ移動します。 
4. コンソールから java -jar ./setup.jar と入力します。 
5. インストーラの画面が表示されます。 
6. 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 
7. 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 
8. インストールが開始されます。 

3.3.2 インストールの注意点 
 

 インストールの際に必要となる、入力項目の注意点を説明します。「JSP/Servletプログラムの保存ディレクト

リ」とは 

Application Runtime のコンテキストルートを意味します。 

標準は、IWP／AFW をインストールしたディレクトリの「doc/imart」です。 

 
 「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ」とは 

Resource Service のコンテキストルートを意味します。 

標準は、IWP／AFW をインストールしたディレクトリの「pages」です。 

 
 「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ」とは 

Storage Service コンテンツのルートディレクトリを意味します。 

標準は、IWP／AFW をインストールしたディレクトリの「storage」です。 
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 Server Manager と Application Runtime を別々のサーバにインストールする場合 

 
Server Manager 上にインストールされたログ用の設定ファイル im_logger_forma.xml を 
Application Runtime に移動する必要があります。 

 
Server Manager 上の移動元のファイル 

… 

%ServerManager%/conf/log/im_logger_forma.xml 
… 

 
Application Runtime 上の移動先のファイル 

… 

%ApplicationRuntime%/conf/log/im_logger_forma.xml 
… 
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3.3.3 インストールの方法 

3.3.3.1 IWP／AFW をスタンドアロン型でインストールしている場合 
 

1. 「サーバモジュールがインストールされている」 
「ウェブサーバコネクタがインストールされている」のチェックボックスにインストール環境に応じてチェッ

クします。 
※どちらかは必ずチェックします。 
 

 
 

2. 「サーバモジュールのルートディレクトリを入力してください」 
「ウェブサーバコネクタのルートディレクトリを入力してください」の入力欄にインストール環境のパスを入

力します。 
※手順 1 で「サーバモジュールがインストールされている」にチェックを入れなかった場合、「サーバモジ

ュールのルートディレクトリを入力してください」は表示されません。また、「ウェブサーバコネクタがインス

トールされている」にチェックを入れなかった場合、「ウェブサーバコネクタのルートディレクトリを入力し

てください」は表示されません。 
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3. 「サーバモジュールの構成を選択してください」 
「スタンドアロン環境を構築」を選択します。 

 

 
 

 
 

4. 「HTTP サーバの構成を選択してください」 
「HTTP サーバの構成を選択してください」のコンボボックスから、インストール環境に応じて、HTTP サ

ーバの構成を選択します。 
※「ウェブサーバコネクタがインストールされている」にチェックを入れなかった場合、表示されません。 

 

 
 

5. 「サーバモジュールの文字コードを選択してください」 
「ウェブブラウザへ送信する文字コードを選択してください」のコンボボックスから、インストール環境に応

じて、各々の文字コードを選択します。 
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6. 「コンポーネントのインストール先を指定してください」 
「JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ」 
「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ」 
「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ」の入力欄にインストール環境のパスを入力します。 
 

 
 

7. 「サンプルをインストール」 
サンプルをインストールする場合はチェックします。 
 

 
 

8. インストーラに設定した内容を確認し、間違いがなければ［OK］ボタンをクリックしてください。［OK］ボタ

ンをクリックするとインストールが開始されます。 
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3.3.3.2 ネットワーク分散型で運用している場合 
 

1. 【3.3.3.1 IWP／AFW をスタンドアロン型でインストールしている場合】の１～2 までの手順を行ってくださ

い。 
 
 

2. 「サーバモジュールの構成を選択してください」 
「分散環境を構築」を選択します。 
 

 
 

3. インストールするモジュールを選択します。 
複数選択も可能です。 
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4. 「HTTP サーバの構成を選択してください」 
「HTTP サーバの構成を選択してください」のコンボボックスから、インストール環境に応じて、HTTP サ

ーバの構成を選択します。 
※「ウェブサーバコネクタがインストールされている」にチェックを入れなかった場合、表示されません。 

 

 
 

 

5. 「サーバモジュールの文字コードを選択してください」 
「ウェブブラウザへ送信する文字コードを選択してください」のコンボボックスから、インストール環境に応

じて、各々の文字コードを選択します。 
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6. 「コンポーネントのインストール先を指定してください」 
「JSP/Servlet プログラムの保存ディレクトリ」 
「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ」 
「Storage Service コンテンツの保存ディレクトリ」の入力欄にインストール環境のパスを入力します。 
 

 
 

7. 「サンプルをインストール」 
サンプルをインストールする場合はチェックをします。 
 

 
 

8. インストーラに設定した内容を確認し、間違いがなければ［OK］ボタンをクリックしてください。［OK］ボタ

ンをクリックするとインストールが開始されます。 
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3.3.3.3 WebApplication Server への登録 
 

intra-mart AppFramework をご利用の場合は、WebApplication Server への登録（デプロイ）が必要になります。 

WebApplication Server への登録（デプロイ）方法は、「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」または、「intra-mart 

AppFramework セットアップガイド」を参照してください。 

 

3.3.4 ライセンス登録 
 
IM-FormaDesigner のライセンスをご購入いただいている場合は、ライセンスキーを登録してください。 

※試用版でご利用の場合は、ライセンス登録する必要はありません。 

 
IM-FormaDesignerのライセンスを登録するには、IWP／AFWのランタイムライセンスを登録しておく必要がありま

す。ランタイムライセンスが未登録の状態で、IM-FormaDesigner のライセンスを登録することはできません。 

また、ライセンス登録後は、全てのサーバの再起動が必要です。 

 
ライセンスの登録方法は、「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」- 「3.2.4 ライセンス登録について」または、

「intra-mart AppFramework セットアップガイド」 - 「3.2.4 ライセンス登録について」を参照してください。 

 

3.3.5 初期設定 

3.3.5.1 imart.xml の設定 
IM-FormaDesigner では、日付型のデータをデータベースに保存するため、データ型「Date」を使います。そのた

め、imart.xml の以下の設定を変更してください。 

※IWP をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.2 テーブル作成の設定 
IM-FormaDesigner では、アプリケーションを登録する際に、データベースのテーブルを作成します。 

データベースに「Oracle」もしくは「Microsoft SQLServer」を使用している場合、テーブル作成時に指定されるカラ

ムのデータ型を変更する必要があります。 

※IWP をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

 

 

 

 

設定ファイル名 

% im_path %/pages/product/src/forma/forma.ini 

設定ファイル名 

% im_path %/conf/imart.xml 
設定項目 

 intra-mart/platform/service/application/database/data/timestamp-is-date 
設定値 

 true 
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3.3.5.2.1 Oracle Database 11g を使用している場合 

データベースに「Oracle Database 11g」を使用している場合、以下の設定項目を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.2.2 Microsoft SQLServer を使用している場合 

データベースに「Microsoft SQLServer 2008」を使用している場合、以下の設定項目を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.2.3 Microsoft SQLServer をエンコード「UTF-8」で使用している場合 

データベースに「Microsoft SQLServer」を使用しており、intra-mart ののエンコードが「UTF-8」の場合、以下の設

定項目を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.3 画面アイテム「イメージ」で利用可能な画像ファイルの制限設定 
IWP/AFW のアップロードするファイルをチェックするフィルタ「UploadFileCheckFilter」を利用して、フォーム・デザ

イナの「画像アップロード」機能において、アップロード可能な画像ファイルを制限することにより、画面アイテム「イ

メージ」で利用可能な画像ファイルの種類を制限します。ここでは、以下の拡張子の画像ファイルをアップロード

できないように制限する設定方法を紹介しています。 

 png 

 jpg 

 jpeg 

 gif 
※この設定を行っていない場合、フォーム・デザイナの「画像アップロード」機能において、画像ではないファイル

もアップロードし、画面アイテム「イメージ」にその画像ではないファイルを設定することができてしまいます。 

 
設定手順は以下の通りです。 

1. アップロードするファイルをチェックするフィルタ「UploadFileCheckFilter」を web.xml に設定 
2. 設定ファイル(UploadFileCheckFilter.xml)でエラーページの設定 
3. FileExtensionChecker とチェック対象のページとアップロードを許可する拡張子の設定 
4. MimeTypeChecker とファイルの内容と拡張子の一致チェックを行うための設定 

 

設定項目 

IMFR_DATA_TYPE_TIMESTAMP 
設定値 

DATETIME 

設定項目 

IMFR_DATA_TYPE_STRING 
設定値 

NVARCHAR 

設定項目 

IMFR_DATA_TYPE_DATE 
設定値 

TIMESTAMP 
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3.3.5.3.1 アップロードするファイルをチェックするフィルタ「UploadFileCheckFilter」を web.xml に設定 

AppRuntime がインストールされているすべての環境において、web.xml を以下のように修正します。 

※既に UploadFileCheckFilter の設定している場合、この手順は飛ばしてください。 

 
 UploadFileCheckFilter フィルタ定義の追加 
<filter> 

 <filter-name>UploadFileCheckFilter</filter-name> 

 <filter-class>jp.co.intra_mart.system.servlet.filter.UploadFileCheckFilter</filter-class> 

 <init-param> 

  <param-name>config</param-name> 

  <param-value>jp/co/intra_mart/resources/system/servlet/filter/UploadFileCheckFilter.xml</param-value> 

 </init-param> 

</filter> 

 
 UploadFileCheckFilter フィルタのマッピング設定をサーブレット「JSSPServlet」の最後に追加 
<filter-mapping> 

 <filter-name>UploadFileCheckFilter</filter-name> 

 <servlet-name>JSSPServlet</servlet-name> 

</filter-mapping> 

 
 UploadFileCheckFilter フィルタのマッピング設定をサーブレット「SecureJSSPServlet」の最後に追加 
<filter-mapping> 

 <filter-name>UploadFileCheckFilter</filter-name> 

 <servlet-name>SecureJSSPServlet</servlet-name> 

</filter-mapping> 

 
その他のサーブレットや URL パターンには適宜、マッピング設定を行ってください。またフィルタ

「UploadFileCheckFilter」の詳細については、ドキュメント「intra-mart WebPlatform/AppFramework Ver.7.2 Service 

Platform 設定ガイド」をご覧ください。 

3.3.5.3.2 設定ファイル(error_page_mapping.xml)でエラーページの設定 

エラーページを制御するファイル「error_page_mapping.xml」に対して、エラーページを設定します。 

こ の フ ァ イ ル は 通 常 下 記 の パ ス に 配 置 さ れ て い ま す 。

WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/resources/common/aid/jsdk/javax/servlet/filter/error_page_mapping.xml 
IWP/AFW で提供される標準的な設定は以下の通りです。 

※既にエラーページに関する設定を行っている場合、この手順は飛ばしてください。 

 
 設定ファイル「error_page_mapping.xml」にエラーページに関する設定を追加 
<error-page> 
 … 
 <mapping> 
  <exception-type> 
   jp.co.intra_mart.system.servlet.filter.filechecker.exception.IllegalFileExtensionException 
  </exception-type> 
  <location> 
   /alert/file_extension_error.jsp 
  </location> 
 </mapping> 
 <mapping> 
  <exception-type> 
   jp.co.intra_mart.system.servlet.filter.filechecker.exception.IllegalFileFormatException 
  </exception-type> 



intra-mart セットアップガイド 

 

Page 16 Copyright 2000-2012 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved. 

 

  <location> 
   /alert/file_contents_error.jsp 
  </location> 
 </mapping> 
 <mapping> 
  <exception-type> 
   jp.co.intra_mart.system.servlet.filter.filechecker.exception.NotAcceptableFileException 
  </exception-type> 
  <location> 
   /alert/file_error.jsp 
  </location> 
 </mapping> 
 … 
<error-page> 

 
またエラーページを制御するフィルタの詳細については、ドキュメント「intra-mart WebPlatform/AppFramework 

Ver.7.2 Service Platform 設定ガイド」をご覧ください。 

3.3.5.3.3 FileExtensionChecker とチェック対象のページとアップロードを許可する拡張子の設定 

FileExtensionChecker を利用して、チェック対象のページ毎に指定されたアップロードを許可する拡張子と、アッ

プロードされたファイルの拡張子をチェックします。以下のように、設定ファイル「UploadFileCheckFilter.xml」およ

びプロパティファイル「accept-extension.properties」についてそれぞれ設定を行ってください。 

※既に設定を行っている場合、プロパティファイルに設定を追加してください。 

 
 設定ファイル「UploadFileCheckFilter.xml」にチェッククラス FileExtensionChecker を追加 
<check-classes> 
 … 
 <check-class> 

  <name>jp.co.intra_mart.system.servlet.filter.filechecker.FileExtensionChecker</name> 

  <init-param> 

   <param-name>config</param-name> 

   <param-value>jp/co/intra_mart/resources/system/servlet/filter/accept-extension.properties</param-value> 

  </init-param> 

 </check-class> 

 … 
</check-classes> 

 
上記で指定したプロパティファイル「accept-extension.properties」を 

WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/resources/system/servlet/filter/に配置し、以下のようにチェック対象のページと

許可する拡張子を設定してください。 

 
 プロパティファイル「accept-extension.properties」にチェック対象のページと許可する拡張子を追加 
… 

forma/common/parts/upload_image.jssp=png,jpg,jpeg,gif 

… 

3.3.5.3.4 MimeTypeChecker とファイルの内容と拡張子の一致チェックを行うための設定 

MimeTypeChecker を利用して、チェック対象のページ毎に、アップロードされたファイルの内容と拡張子が一致し

ているかどうかをチェックします。 

以下のように、設定ファイル「UploadFileCheckFilter.xml」およびプロパティファイル 

「contents-check-page.properties」についてそれぞれ設定を行ってください。 

※既に設定を行っている場合、プロパティファイルに設定を追加してください。 
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 設定ファイル「UploadFileCheckFilter.xml」にチェッククラス MimeTypeChecker を追加 
<check-classes> 
 … 
 <check-class> 

  <name>jp.co.intra_mart.system.servlet.filter.filechecker.MimeTypeChecker</name> 

  <init-param> 

  <param-name>config</param-name> 

  <param-value>jp/co/intra_mart/resources/system/servlet/filter/contents-check-page.properties</param-value> 

  </init-param> 

 </check-class> 

 … 
</check-classes> 

 
上記で指定したプロパティファイル「contents-check-page.properties」を 

WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/resources/system/servlet/filter/に配置し、以下のようにチェック対象のページを

設定してください。 

 
 プロパティファイル「contents-check-page.properties」にチェック対象のページを追加 
… 

forma/common/parts/upload_image.jssp 

… 

 

3.3.5.4 ショートカット URL の利用設定 
IM-FormaDesigner で作成したアプリケーションを使用して登録されたデータの更新画面、参照画面に直 

接ジャンプすることができるショートカット URL の機能を利用するためには、下記設定を行ってください。 

外部 Web サーバの URL を「プロトコル：//ホスト名:ポート番号」を下記設定ファイルに設定してください。 

※IWP をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.5 PDF 出力機能の利用設定 
IM-FormaDesignerで作成したアプリケーションを使用して登録されたデータの参照画面をPDFファイルに出力す

る機能を利用するためには、「3.3.5.4 ショートカット URL の利用設定」と下記設定を行ってください。 

HTTPActionEvent のリスナーとなっている サーブレットへアクセスするための URL を設定してください。 

※IWP をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

 

 

 

 

 

 

設定ファイル名 

% im_path %/pages/product/src/forma/forma.ini 
設定項目 

IMFR_HTTP_ACTION_EVENT_LISTENER 
初期値 

http://localhost:8080/imart/HTTPActionEventListener 

 

設定ファイル名 

% im_path %/pages/product/src/forma/forma.ini 
設定項目 

IMFR_SHORTCUT_URL 
初期値 

http://localhost:8080 
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3.4 PDF 出力に利用する wkhtmltopdf のインストール 
PDF 出力機能をご利用いただくためには、各 Application Runtime に「wkhtmltopdf」をインストールする必要があ

ります。 

3.4.1 wkhtmltopdf （Windows 版）のインストール 
記手順に従い、コマンド wkhtmltopdf が実行できるようにセットアップします。 

3.4.1.1 インストーラの入手 
「wkhtmltopdf」のインストーラを下記の URL からダウンロードします。 

http://wkhtmltopdf.googlecode.com/files/wkhtmltox-0.11.0_rc1-installer.exe 

3.4.1.2 インストール 
ダウンロードした「wkhtmltox-0.11.0_rc1-installer.exe」を起動します。 

 

1. ライセンス同意画面で「同意する」（I Agree）をクリックします。 
 

 

http://wkhtmltopdf.googlecode.com/files/wkhtmltox-0.11.0_rc1-installer.exe
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2. コンポーネントの選択で、「wkhtmltopdf」と「Modify PATH」のチェックをオンにして、「Next」をクリックし

ます。 
 

 
 

3. インストール先のフォルダ（Destination Folder）を指定します。特に指定しない場合は、デフォルト値のま

ま「Install」をクリックします。 
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4. インストールが完了したら「Close」ボタンをクリックして完了です。 
 

 
 



 3 インストール 
 

作成者：株式会社 NTT DATA イントラマート Page 21 

 

 

3.4.1.3 インストール後の確認 
インストールが正常に完了できていることを確認します。 

 

1. コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。 
wkhtmltopdf –version 

2. 以下の画面の通りに表示できれば、正常にインストールが完了しています。 
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3.4.2 wkhtmltopdf （Linux 版）のインストール 
下記手順に従い、コマンド wkhtmltopdf が実行できるようにセットアップします。 

3.4.2.1 環境変数の確認 
環境変数 PATH に /usr/local/bin が含まれていること確認します。含まれていない場合には、追加してください。 

$ echo $PATH 

3.4.2.2 インストーラの入手 
「wkhtmltopdf」のインストーラを下記の URL からダウンロードします。 

[32bit 版] 

http://wkhtmltopdf.googlecode.com/files/wkhtmltopdf-0.9.9-static-i386.tar.bz2 
[64bit 版] 

http://wkhtmltopdf.googlecode.com/files/wkhtmltopdf-0.9.9-static-amd64.tar.bz2 

3.4.2.3 インストール 

1. ダウンロードした「wkhtmltopdf-0.9.9-static-amd64.tar.bz2」を/usr/local/に配置します。 
 

2. 圧縮ファイルを解凍します。 
$ tar jxf wkhtmltopdf-0.9.9-static-amd64.tar.bz2 

 

3. 実行ファイル「wkhtmltopdf-amd64」に対して「wkhtmltopdf」名前でいうシンボリックリンクを作成します。 
$ ln -s wkhtmltopdf-amd64 wkhtmltopdf 

 

http://wkhtmltopdf.googlecode.com/files/wkhtmltopdf-0.9.9-static-i386.tar.bz2
http://wkhtmltopdf.googlecode.com/files/wkhtmltopdf-0.9.9-static-amd64.tar.bz2
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3.4.2.4 インストール後の確認 
インストールが正常に完了できていることを確認します。 

 

1. コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。 
wkhtmltopdf --version 

2. バージョン情報が下記のように表示されることを確認してください。 
※2012/10/26 現在、バージョン 0.9.9 をインストールしたにも関わらず、Name に対して弊社では 
wkhtmltopdf 0.9.6 と出力されていることを確認しております。 
 

 [foo@redhat src]$ wkhtmltopdf --version 

    Unknown long argument --version 

 

    Name: 

      wkhtmltopdf 0.9.6 

 

    Synopsis: 

      wkhtmltopdf [OPTIONS]... <input file> [More input files] <output file> 

 

    Description: 

      Converts one or more HTML pages into a PDF document, using wkhtmltopdf patched 

      qt. 

 

    General Options: 

      -b, --book                          Set the options one would usually set when 

                                          printing a book 

          --collate                       Collate when printing multiple copies 

          --copies <number>               Number of copies to print into the pdf 

                                          file (default 1) 

          --cover <url>                   Use html document as cover. It will be 

                                          inserted before the toc with no headers 

                                          and footers 

      -H, --default-header                Add a default header, with the name of the 

                                          page to the left, and the page number to 

                                          the right, this is short for: 

                                          --header-left='[webpage]' 

                                          --header-right='[page]/[toPage]' --top 2cm 

                                          --header-line 

          --extended-help                 Display more extensive help, detailing 

                                          less common command switches 

      -h, --help                          Display help 

      -O, --orientation <orientation>     Set orientation to Landscape or Portrait 

      -s, --page-size <size>              Set paper size to: A4, Letter, etc. 

          --password <password>           HTTP Authentication password 

      -p, --proxy <proxy>                 Use a proxy 

      -q, --quiet                         Be less verbose 

      -t, --toc                           Insert a table of content in the beginning 

                                          of the document 

          --username <username>           HTTP Authentication username 

      -V, --version                       Output version information an exit 

 

    Contact: 

      If you experience bugs or want to request new features please visit 

      <http://code.google.com/p/wkhtmltopdf/issues/list>, if you have any problems 

      or comments please feel free to contact me: see 

      <http://www.madalgo.au.dk/~jakobt/#about> 
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3.5 初期データインポート 
システム管理者でログインし、[ライセンス]画面より、IM-FormaDesigner の「初期データインポート」を行ってくださ

い。 

 
「サンプルデータインポート」は、インストール時に「サンプルのインストール」にチェックを入れている場合に表示さ

れます。 

3.6 サンプルデータインポート 
システム管理者でログインし、[ライセンス]画面より、IM-FormaDesigner の「初期データインポート」を行ってくださ

い。 

 
「サンプルデータインポート」は、インストール時に「サンプルのインストール」にチェックを入れている場合に表示さ

れます。サンプルデータのインポートを行うと以下の Forma アプリがインポートされます。 

 

アプリケーションID アプリケーション

名 

備考 種別 

sample_enquete アンケート コピー機についてのアンケートサンプル 標準 

sample_keireki 業務経歴書 明細アイテムの複数個配置したサンプル 標準 

sample_bihin_mgr 備品管理 備品持出申請書での備品一覧選択で使用す

るマスタ管理用 

標準 

sample_nittoryohi_mgr 日当・宿泊費登録 出張旅費精算書で利用する日当・宿泊費マス

タ管理用 

標準 

sample_address_chg 住所等変更届 IM-Workflow連携用の申請書サンプル IM-Workflow 

sample_bihin_mochidashi 備品持出申請書 一覧選択アイテムを利用した一般的な申請書

サンプル 

IM-Workflow 

sample_ringi 稟議書 ファイルアップロードアイテムがある、シンプル

な申請書サンプル 

IM-Workflow 

sample_travelexpenses 出張旅費精算書 各種アイテムと一覧選択、関数（ユーザ名表示

、小計、合計計算）、スクリプト（動的項目制御、

IME制御）を組み合わせたサンプル 

IM-Workflow 



 3 インストール 
 

作成者：株式会社 NTT DATA イントラマート Page 25 

 

3.7 メニューアクセス権限の付与 
初期データインポートを行うと、IM-FormaDesigner の Forma アプリ作成者用メニューと Forma アプリ利用者用のメ

ニューが登録されます。これらのメニューの権限にはすべて、guest ロールが付与されています。運用環境に合わ

せて適切な権限を設定してください。 
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4 アンインストール 

4.1 アンインストールに関する注意点 
 サーバを運用中にアンインストール作業を行うと、正しくアンインストールができなかったり、サーバが正し

く動作を継続できなくなったりすることがあります。アンインストール作業は、必ずサーバを停止した状態で

行ってください。 

 intra-mart AppFramework をご利用の場合、サーバへの再登録（デプロイ）を行わないとアンインストール

したことがサーバの動作に反映されないことがあります。アンインストールを行った場合は、

WebApplication Server への削除と再登録を必ず行ってください。 

 アンインストールは、一部のみの操作だけでは、intra-mart システムが正常に機能しなくなる恐れがありま

す。必ずシステム全体（すべてのサーバ）に対して、完全にアンインストール作業を行ってください。 

4.2 前提条件 
IM-Workflow 連携を行っている場合は、アンインストールの作業を行う前に、以下の作業を必ず行って下さい。 

 [ワークフロー]－[ワークフローシステム管理者]－[参照]画面および[過去案件]画面より、案件の削除を行

ってください。 

 [ワークフロー]－[ワークフローシステム管理者]－[マスタ定義]－[コンテンツ定義]画面より、連携されてい

るコンテンツの削除を行ってください。 

 
次に、IM-FormaDesigner で作成した Forma アプリやデータソース定義について、アンインストールの作業を行う

前に、以下の作業を必ず行って下さい。 

 [Forma アプリ作成]－[アプリ作成]－[アプリ一覧]画面より、各アプリケーションの削除を行ってください。 

 [Forma アプリ作成]－[アプリ作成管理]－[データソース定義]－[グループ DB クエリ]画面より、各クエリの

削除を行ってください。 

 [Forma アプリ作成]－[アプリ作成管理]－[データソース定義]－[システム DB クエリ]画面より、各クエリの

削除を行ってください。 

 
次に、IM-FormaDesignerで作成したFormaアプリ用のメニューをグループ管理者よりメニューの削除を行ってくだ

さい。 
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4.3 インストールファイルの削除 
以下のモジュールに対して、ファイル／ディレクトリの削除をします。 

 

 Server Manager 
 conf/log/im_logger_forma.xml ファイル 

 conf/message/ im-forma-designer-help-message_*.properties ファイル 

 conf/message/ im-forma-item-help-message_*.properties ファイル 

 conf/message/ im-forma-item-message_*.properties ファイル 

 conf/message/ im-forma-message_*.properties ファイル 

 conf/forma-config.xml ファイル 

 licenses/im_forma.iar ファイル 

 specification/xsd/forma-config.xsd ファイル 

 

 Application Runtime 
 doc/imart/forma ディレクトリ （WebServer Connector を使用しない場合） 

 doc/imart/WEB-INF/lib/im_forma.jar ファイル 

 

 Resource Service 
 pages/product/src/forma ディレクトリ 

 

 Storage Service 
 storage/forma ディレクトリ 

 

 WebServer Connector 
 forma ディレクトリ （WebServer Connector を使用した場合） 

 
サンプルをインストールした場合は、以下のモジュールに対しても、ファイル／ディレクトリの削除をします。 

 

 Resource Service 
 pages/src/sample/forma ディレクトリ 

 

4.4 wkhtmltopdf の削除 
Windows 環境に wkhtmltopdf をインストールしている場合、コントロールパネルより wkhtmltopdf のアンインストー

ルを行ってください。Linux 環境の場合、インストールした wkhmltopdf のファイルを削除してください。 

 

4.5 DB テーブルの削除 
 

IM-FormaDesigner の DB テーブルを削除します。 

ご利用の DB の SQL 発行ツールより、次のファイルを実行してください。 

※IWP をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

 

 %im_path%/storage/forma/basic/formaDropTable.sql 
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