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1 はじめに 

1.1 概要 
本ドキュメントでは、イントラネット・スタートパック ver5.0 （以下 ISPｖ5.0） で使用していた関連情報を、イントラ

ネット・スタートパック ver6.0 （以下 ISPv6.0） へ移行する際の移行手順や、各関連情報のデータ移行仕様に

ついて記述します。 

 

このバージョンの移行ツールは、「イントラネット・スタートパック ver6.0(正式リリース版)」に対する移行ツールにな

ります。「イントラネット・スタートパック ver6.0(Release Candidate)」に対する移行ツールではありません。 

1.2 前提条件 
移行できないデータ等制限事項がありますので、詳細は販売店または弊社営業までお問い合わせください。 

弊社、動作検証済み（推奨）環境を 「表 1-1 前提条件」 に示します。 

表 1-1 前提条件 

条件項目 対応規格 

OS 
 Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 
 RedHat AS 3 
 Solaris 9 

Java ランタイム  Java 2 SDK, Standard Edition Version 1.4.2 以降 

 

また、ベースモジュール 5.1 以前を使用している場合には、intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework 

Ver.6.0(以下、IWP ver6.0)への移行が正常に完了している必要があります。 

 

移行元の ISP5.0 に関しては、最新のパッチが適用された状態であることが前提になります。また、ISP5.0 のパッチ

適用にあたり必要なデータベース変更なども全て適用済みであることが前提になります。 

 

移行後の、ISP v6.0 においては、サンプルデータは使用することができません。 

また、ISP v5.0 において、テーブル定義の変更、バッチプログラムパスの変更、ポートレットプログラムパスの変更

などを行っていた場合、うまく移行できない可能性があります。その場合は、必ず標準の状態に設定を戻してから、

以下の移行作業を行ってください。 

また、ISP v5.0 のメニュー情報で、階層構造や名称を変更していた場合には、その変更は引き継がれません。ISP 

v6.0 への移行が完了した後に必要な変更を手動で行ってください。 

 

以下の作業に関しましては、ISP v5.0のデータベースのバックアップを必ずとってから、作業を行うようにしてくださ

い。 

1.3 移行ツールファイルの構成 
ダウンロードした圧縮ファイル(im_migration_isp.zip) を、任意のディレクトリに展開します。 

Windows の場合は任意の ZIP 解凍ツールで解凍してください。 

RedHat または Solaris の場合は以下のコマンドで解凍することが可能です。 

#unzip im_migration_isp.zip 
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ここでは Windows 環境の場合は「C:\im_migration」、RedHat または Solaris の場合は「/usr/local/ 

im_migration」を展開先とします。 

 

展開した結果は 「図 1-1 移行ツールの展開結果」 に示すようになっています。 

※ 以下、移行ツールのルートディレクトリ （この場合は C:\im_migration） を <% IM_HOME %>と表記します。 

 

C:\

im_migration/

conf/

lib/

program/

sql/

im_migration.jar
 

1.4 WebMailの移行について 
WebMail v5.1 の移行に関しては、ISP の移行作業が完了したあとに、以下のフォルダを、ISP v6.0 の環境にコピ

ーします。 

(WebMail v5.1) 

%StoreageService のルート%/storage/webmail/data/(ログイングループ名) 

(ISP v6.0) 

%StoreageService のルート%/storage/webmail/data/(ログイングループ名) 

上記のコピー作業をログイングループ毎に行ってください。移行されるデータは、以下の通りです。 

 

 個人情報設定 

 ごみ箱フォルダ設定 

 送信済みフォルダ設定 

 振り分け設定 

図 1-1 移行ツールの展開結果 
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2 ver5.0 から ver6.0 へのデータ移行 

ISPv6.0 は、これまでの ISPv5.0 とは基本テーブル構成が異なる理由で、同一環境での共存が不可能となります。

したがって、ISP v6.0 は ISP v5.0 とは別の環境にインストールする必要があります。 

 

ISP5.0 をご使用のお客様は、この章で説明するデータ移行の手順により、以下の 「表 2-1 データ移行対象一

覧」 に示す関連情報の移行データを作成する事ができます。 

 

表 2-1 データ移行対象一覧 

移行元機能 移行されるデータ 移行先機能 移行先のデータ 

住所録 個人住所録 住所録 個人住所録 

掲示板カテゴリ 電子会議室カテゴリ 

掲示板種別 電子会議室種別 

アクセス権 アクセス権 

掲示情報 電子会議室情報 

掲示板 

添付ファイル 

電子会議室 

添付ファイル情報 

勤怠管理 勤怠情報 勤怠管理 勤怠情報 

旅費精算 旅費精算情報 旅費精算 旅費精算情報 

顧客名(SFA)マスタ 顧客名(SFA)マスタ 

営業日報情報 営業日報情報 

営業日報 

添付ファイル 

営業日報 

添付ファイル 

フォルダ フォルダ 

アクセス権 アクセス権 

ドキュメント情報 ドキュメント情報 

ドキュメント管理 

添付ファイル情報 

ドキュメント管理 

添付ファイル情報 

施設グループ 施設グループ 

施設 施設 

アクセス権 アクセス権 

施設予約 

施設予約情報 

施設予約 

施設予約情報 

公開設定 スケジュールアクセス権 

代理人設定 スケジュールアクセス権 

スケジュール管理 

スケジュール情報 

スケジュール管理 

スケジュール情報 
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2.1 移行ツール実行手順 
ISP v5.0 から ISP v6.0 へのデータ移行の概要を以下に示します。 

 

データのバックアップ
移行用SQLファイルの

作成
IWP6.0のデータ移行

ISP5.0のテーブルの
削除

ISP6.0用のテーブルの
作成

ISP6.0用の初期データ
の投入

移行用SQLファイルの
投入

添付ファイルおよび
グループ関連テーブル

の投入
ISP v6.0のインストール

 
以下では、上記の手順に従ってデータ移行の説明をしていきます。 

2.1.1 データのバックアップとメニューデータ、バッチデータの削除 

 

ISP v5.0 で使用していた環境のデータベースのバックアップを行います。以下の手順では、もともと ISP v5.0 で使

用していた環境に対して操作を行い ISP v6.0(IWP v6.0)の環境を構築していくので、必ず完全な形のバックアッ

プをとっておいてください。 

 

ここで、ISP v5.0 の環境を起動して、グループ管理者でログインをして、以下のデータを全て削除してください。 

 

 [メニュー設定]で、「イントラネット・スタートパック」以下と「営業支援システム」以下と「WebMail」以下ののメ

ニューを全て削除。(「イントラネット・スタートパック」と「WebMail」メニューはトップフォルダが二つあります) 

 [バッチ設定]で、以下の ISP v5.0 に関連する全てのバッチの設定を削除 

 掲示板データ削除 

 旅費精算データ削除 

 スケジュール(毎日) 

 施設予約データ削除 

 伝言メモデータ削除 

 ワークフロー一時ファイル削除(旅費精算) 

 スケジュール(毎時) 

 ワークフロー一時ファイル削除(勤怠管理) 

 スケジュールデータ削除 

 スケジュール(毎週) 

 配信データ削除 

 TODO リストデータ削除 

 掲示板メール投稿 

 勤怠データ削除 

 ワークフロー自動パス 

 

システム管理者でログインをして、以下の SQL を実行してください。 

     

 ドキュメント管理機能において、論理削除されていたデータを削除 

    delete from ispdocm_document where exist_flag='0' 
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2.1.2 移行用 SQL ファイルの作成 

以下の手順で移行用の SQL ファイルを作成して行きます。以下の作業は、ISP v5.0 がインストールされている環

境に対して行います。 

(1) 移行ツールを任意の場所にコピーします。(その際、コピーしたディレクトリのルートディレクトリを<% 

IM_HOME %>とします) 

(2) <% IM_HOME %>/conf/jdbc.propertiesファイルに、ISP v5.0 で使用しているデータベースを設定します。

設定内容は、以下の通りです。 

 

UseName：DB ユーザ名を設定します。 

PassWord：DB パスワードを設定します。 

sDBDriver：JDBC ドライバのクラス名を設定します。 

sConnStr：DB への接続文字列を設定します。 

 

(3) <% IM_HOME %>/conf/locale.properties ファイルに、ISP v5.0 で使用しているデータベースの言語など

を設定します。設定内容は、以下の通りです。 

 

ENCODE:文字エンコーディング 

LOCALE:言語ロケール 

 

記述したあと、locale.properties を isp_migration.jar と同じディレクトリにコピーしてください。 

(4) <% IM_HOME %>/conf/escape.properties ファイルに、ISP v6.0 で使用するデータベースの種類を設定

します。設定内容は、以下の通りです。 

 

outDB: ISP v6.0 で使用するデータベースの種類 

 

記述したあと、escape.properties を isp_migration.jar と同じディレクトリにコピーしてください。 

(5) <% IM_HOME %>/lib フォルダに、JDBC ドライバを配置します。 

現在使用している intra-mart 環境の lib フォルダにある JDBC ドライバを持ってきてください。 

(6) コマンドプロンプトまたは、ターミナルクライアントを起動します。 

(7) 移行ツールを展開したフォルダ<% IM_HOME %>に移動します。 

(8) 以下のコマンドを実行します。(文書幅の関係で改行されているように見えますが、実際には改行は入力

しません) lib/ojdbc14.jar の部分は、使用されている JDBC ドライバに応じて変更してください。 

-Xms と-Xmx の値は環境の出来る限り大きな値を設定して下さい。以下のコマンドを実行した結果

OutOfMemoryError が発生する場合は、こちらの設定を見直していただくか、実メモリを増設してください。 

 

C:\im_migration>java -classpath lib/ojdbc14.jar;isp_migration.jar – Xms1024m 

– Xmx1024m jp.co.intra_mart.data_migration.ISPMigrationMain -output data/ 

-propertyPath conf/jdbc.properties 

(9) <% IM_HOME %>/data フォルダに、SQL ファイルがエクスポートされます。 

 

以上で移行用の SQL ファイルの作成は完了です。 

2.1.3 IWP ｖ6.0 のデータ移行 

この作業は、ベースモジュール v5.1 上に ISP v5.0 をインストールしていた場合のみ行います。 

IWP v6.0 のデータ移行を行います。移行方法に関しては、IWP v6.0 インストールガイドの 8 章「ver5.1 から ver6.0

へのデータ移行」を参照してください。 
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2.1.4 ISP v5.0 のプログラムファイルの削除 

この作業は、IWP v6.0 上に ISP v5.0 をインストールしていた場合のみ行います。この作業を行う前に、IWP v6.0

をインストールしていた環境のバックアップを必ずとっておいてください。(後で使います) 

ここでは、ISP v5.0 のプログラムファイルを削除します。以下のフィルを削除してください。(ファイルあるいはフォル

ダがない場合は、削除する必要はありません) 

 Server Manager 

 licenses/startpack.iar 

 licenses/sfa_full.iar 

 licenses/sfa_only.iar 

 licenses/webmail.iar 

 Web サーバコネクタ または Application Runtime のコンテキストルート 

 startpack フォルダ 

 webmail フォルダ 

 sfa フォルダ 

 Application Runtime のコンテキストルート 

 WEB-INF/lib/startpack.jar 

 WEB-INF/lib/webmail.jar 

 WEB-INF/lib/sfa.jar 

 Resource Service 

 pages/product/src/startpack フォルダ 

 pages/product/src/sfa フォルダ 

 pages/product/src/webmail フォルダ 

 Storage Service 

 startpack フォルダ 

 sfa フォルダ 

 webmail フォルダ 

2.1.5 ISP v5.0 のテーブルの削除 

ISP v5.0 のテーブルと一部のデータ(ベースモジュール側に登録されるデータ)を削除します。 

 

＜ISP v5.0 のみをインストールしている場合＞ 

移行ツールに同梱されている、<% IM_HOME %>/sql/isp50_drp.sql ファイルを SQL プラス(Oracle の場合)など

のツールを用いて、ISP v6.0 のデータベースに対して実行してください。 

＜ISP v5.0 と SFA v5.0 をインストールしている場合＞ 

移行ツールに同梱されている、<% IM_HOME %>/sql/ispsfa50_drp.sql ファイルを SQL プラス(Oracle の場合)

などのツールを用いて、ISP v6.0 のデータベースに対して実行してください。 

 

実行後、システム管理者でログインをして、以下の SQL を実行してください。 

 

 ISP ポートレットを削除 

   DELETE FROM b_m_portlet_info WHERE portlet_cd = '5hfa4s9ulnk0l'; 

   DELETE FROM b_m_portlet_access_role WHERE portlet_cd = '5hfa4s9ulnk0l'; 

   DELETE FROM b_m_portlet_access_detail WHERE portlet_cd = '5hfa4s9ulnk0l'; 
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2.1.6 ISP v6.0 のテーブルの作成 

ISP v6.0 のテーブルを作成します。 

移行ツールに同梱されている、<% IM_HOME %>/sql/isp60_ddl.sql ファイルを SQL プラス(Oracle の場合)など

のツールを用いて、ISP v6.0 のデータベースに対して実行してください。 

 

※ PostGres を使用している場合、sfam_tdb の作成に失敗することがあります。こちらは SFA でのみ使用するテー

ブルになりますので、今回の移行ツールにおいては無視して頂いてかまいません。 

2.1.7 ISP v6.0 の初期データの投入 

ISP v6.0 の初期データを投入します。 

移行ツールに同梱されている、<% IM_HOME %>/sql/isp60_dat.sql ファイルを SQL プラス(Oracle の場合)など

のツールを用いて、ISP v6.0 のデータベースに対して実行してください。 

2.1.8 移行用データの投入 

移行用 SQL ファイルを投入します。 

2.1.2で作成した移行用SQLファイルを全て、SQLプラス(Oracleの場合)などのツールを用いて、ISP v6.0 のデータ

ベースに対して実行してください。 

 

実行後、システム管理者でログインをして、以下の SQL を実行してください。 

     

 営業日報機能において、タイトルが空(null)で登録されたデータを解消 

   update sfat_dly_daily set title = '営業日報（タイトル空）' where title is null or title = '' 

     

 住所録機能において、個人住所録の設定値を修正 

   update ispm_paddress_item_mng set item = 'regist_user_cd' where item = 'user_cd' and grouping_cls_cd = 

'usr_b' 

 

2.1.9 ISP ｖ6.0 のインストール 

ISP v5.0 がインストールされている環境とは別に、ISP v6.0 のインストールを行ってください。インストール方法に関

しましては、ISP v6.0 のインストールガイドを参照してください。その際、データベースの接続先は 2.1.8までに構築

しているデータベースに対して接続するようにしてください。 

【注意】 ISP v6.0 のインストールガイド 4.2 「初期データの登録(ログイングループ毎)」および 4.3 「サンプルデー

タの登録(ログイングループ毎)」は行わないで下さい。 

 

※ 使用している RDB が DB2 の場合は、ISP v6.0 インストールガイド「9.付録 A DB2 表スペース作成・拡張方

法」の作業を行ってください。 

2.1.10 添付ファイルおよびグループ関連テーブルの調整プログラムの実行 

添付ファイルおよびグループ関連テーブルの調整プログラムの実行します。 

ISP v5.0 環境にある StorageService の以下のファイルを、ISP v6.0 環境の StoreageService にコピーしてください。

(以下の記述は StorageService からの相対パスで記述しています) 

 

※ IWP v6.0 + ISP v5.0 の環境から移行する際には 2.1.4 節でバックアップをとっておいたフォルダからコピーして

ください。 
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ISP v5.0 ISP v6.0 

startpack/fsroot/(ログイングループ名)/document startpack/fsroot/(ログイングループ名)/document 

startpack/fsroot/(ログイングループ名)/notice startpack/fsroot/(ログイングループ名)/notice 

sfa/(ログイングループ名)/files/dly startpack/fsroot/(ログイングループ名)/dly 

sfa/(ログイングループ名)/files/drepmgr startpack/fsroot/(ログイングループ名)/drepmgr 

 

移行ツールに同梱されている、<% IM_HOME %>/program/ file_adjust.html と<% IM_HOME %>/program/ file_adjust.js

を IWP v6.0 環境の ResouceService 上にある、pages/src/ディレクトリの直下にコピーしてください。 

 

次に、IWP v6.0 環境の ResouceService 上にある、pages/product/src/startpack/startpack.ini を開いて、

STARTPACK_FILE_UPLOAD_SAVE_TYPE という設定項目の設定値を ISP v5.0 で使用していたものと同じものを

設定してください。(デフォルトは id です) 

 

上記の準備が終わったら、IWP v6.0 を起動します。グループ管理者でログインして、[ログイングループ管理

者]-[メニュー管理]-[メニュー設定]で、以下のメニュー情報を登録します。 

 

設定項目 設定内容 

表示名 データインポート 

クライアントタイプ パソコン 

URL file_adjust.jssp 

引き数 なし 

アイコン画像ファイルパス なし 

備考 なし 

権限リスト 任意(プログラムを実行するユーザに応じて、設定してください) 

 

上記のメニューを登録したら、メニューに対する権限のあるユーザで一般ユーザログイン画面からログインして、メ

ニューから[データインポート]メニューをクリックして下さい。 

画面上に「添付ファイルの調整」という項目と「グループ関連テーブルの調整」という項目が表示されますので、そ

れぞれ開始ボタンを押してプログラムを実行してください。 

 

上記の作業は IWP v6.0 で設定されているログイングループ毎に実行する必要があります。 

2.1.11 メニューデータ、バッチデータの投入 

グループ管理者でログインをして、メニューの[ログイングループ管理]-[アクセスセキュリティ情報入出力]-[インポ

ート]画面から以下のデータファイルを投入してください。 

 

 [メニュー]isp_sfa_com/data/basic/startpack-menu_com.xml 

 [メニュー]startpack/data/basic/startpack-menu.xml 

 [バッチ]isp_sfa_com/data/basic/startpack-batch.xml 
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3 移行されるデータについて 

ここでは、移行ツールで移行されるデータについて説明します。 

移行ツールでは、以下に示す機能のデータについてデータ移行します。 

 

 住所録 

 掲示板 

 勤怠管理 

 旅費精算 

 営業日報 

 ドキュメント管理 

 施設予約 

 スケジュール管理 

 

移行ツールで、移行されないデータに関しては以下の通りです。 

 

 TODO リスト 

 伝言メモ 

 スケジュールの初期設定情報 

 スケジュールの役職に対する公開設定 

 スケジュールのロールに対する公開設定 

 スケジュールに関するメール設定の情報 

 ドキュメント管理のワークフロー連係情報 

 環境設定の初期化データ設定と区分コード設定 

 FAQ システム 

 配信設定情報、お気に入り配信情報 

 施設の画像情報 

 

以下では、それぞれの機能に分けて移行されるデータについて説明して行きます。 
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3.1 住所録 
住所録に関しては、個人住所録のデータが移行されます。(共有住所録に関しては、表示しているデータはアプリ

共通マスタのユーザデータなので、IWP v6.0 への移行によってデータが移行されることになります) 

ISP v5.0 の個人住所録情報には ISP 側で情報を独立に持っているデータとアプリ共通マスタのユーザデータとリ

ンクで持っている情報があります。ISP v6.0 の移行時にはアプリ共通マスタのユーザデータとリンクで持っている

情報も、全てコピーされて ISP 側で情報を持つようになります。 

 

<個人住所録ユーザ情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

ユーザコード ユーザコード 

ユーザ名 ユーザ名 

ユーザ名かな ユーザ名かな 

ユーザ名英字 ユーザ名英字 

電話番号 電話番号 

モバイル番号 モバイル番号 

FAX 番号 FAX 番号 

内線番号 内線番号 

内線 FAX 番号 内線 FAX 番号 

郵便番号 郵便番号 

住所 住所 

E メールアドレス 1 E メールアドレス 1 

E メールアドレス 2 E メールアドレス 2 

携帯メールアドレス 携帯メールアドレス 

URｌ URL 

説明 備考 

 

<会社情報> 

個人住所録ユーザが所属する会社の情報です。 

ISP v5.0 ISP v6.0 

会社名 

会社名カナ 

会社名英字 

電話番号 

FAX 番号 

内線番号 

内線 FAX 番号 

郵便番号 

住所 1 

住所 2 

E メールアドレス 1 

E メールアドレス 2 

URL 

アプリ共通マスタの会社

情報 

備考 
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<組織情報> 

個人住所録ユーザが所属する組織の情報です。 

ISP v5.0 ISP v6.0 

組織名 

組織名カナ 

組織名英字 

電話番号 

FAX 番号 

内線番号 

内線 FAX 番号 

郵便番号 

住所 1 

住所 2 

E メールアドレス 1 

E メールアドレス 2 

アプリ共通マスタの組織

情報 

URｌ 

 

3.2 掲示板 
ISP v5.0 の掲示板のデータに関しては、ISP v6.0 の電子会議室にデータが移行されます。(ISP v6.0 の掲示板で

はないことに注意してください) 

配信設定の情報に関しては、移行されません。また、ISP v5.0 において、掲示板内容を 2000 バイトまで拡張して

運用されていた場合に、掲示板内容の HTML 用内容の登録でサイズエラーが発生する可能性があります。これ

は、ISP v6.0 の仕様による制約で、その場合は、データが切り詰められて登録されてしまいますのでご了承くださ

い。 

 

なお、ISP v6.0 においては、トップの階層に種別を登録することができないので(トップの階層は掲示板カテゴリの

み)、ISP v5.0 でトップの階層にあった種別に関しては、移行後は「TOP」という名称のカテゴリの下の種別として登

録されます。 

 

移行されるデータは以下の通りです。 

 

 掲示板カテゴリ情報(アクセス権含む) 

 掲示板種別情報(アクセス権含む) 

 掲示板情報(添付ファイル含む) 

 

<掲示板カテゴリ情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

掲示板カテゴリ名称 電子会議室カテゴリ名称 

ソートキー ソートキー 

 

<掲示板カテゴリ情報アクセス権> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

表示可 参照可 

※ 組織、パブリックグループ、ロールに対するアクセス権が移行されます。 
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<掲示板種別情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

掲示板種別名称 電子会議室種別名称 

有効期限開始日 有効期限開始日 

有効期限終了日 有効期限終了日 

ソートキー ソートキー 

 

<掲示板種別情報アクセス権> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

登録可 登録可 

参照可 参照可 

※ 組織、パブリックグループ、ロールに対するアクセス権が移行されます。 

 

<掲示板情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

タイトル タイトル 

作成者 投稿者 

作成日時 作成日 

内容 内容 

添付ファイル 添付ファイル 
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3.3 勤怠管理、旅費精算 
ISP v5.0 と ISP ｖ6.0 において、勤怠管理と旅費精算に関しては全く変更がありません。 

移行ツールによって、そのままデータは移行されます。 

3.4 営業日報管理 
営業支援システムの営業日報管理に関しては、顧客名(SFA)マスタの情報と営業日報の情報が移行対象になり

ます。 

営業日報の配信情報に関しては、移行されません。 

また、ISP v5.0 と ISP v6.0 の仕様上の違いにより、営業日報情報とスケジュールの情報の紐付けは移行することが

出来ません。(ISP v6.0 では、スケジュール管理の側から日報を記入するための下書きを登録して、それを利用し

て日報を記入するという運用に変更されています) 

 

<顧客名(SFA)マスタ> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

顧客 顧客 

顧客名(SFA) 顧客名(SFA) 

顧客名(SFA)カナ 顧客名(SFA)(カナ) 

顧客名(SFA)英字 顧客名(SFA)(英字) 

電話番号 電話番号 

FAX 番号 FAX 番号 

内線番号 内線番号 

内線 FAX 番号 内線 FAX 番号 

国コード 国コード 

郵便番号 郵便番号 

住所 1 住所 1 

住所 2 住所 2 

メールアドレス 1 メールアドレス 1 

メールアドレス 2 メールアドレス 2 

URL URL 

備考 備考 

ソートキー ソートキー 

顧客名(SFA)担当者 顧客名(SFA)担当者 

営業担当者(自社) 営業担当者(自社) 

添付ファイル 添付ファイル 

 

<顧客名(SFA)マスタ> 

ISP v5.0 ISP v6.0 備考 

顧客名(SFA) 顧客名(SFA)  

顧客名(SFA)担当 顧客名(SFA)担当 ISP v6.0 の代表者に関しては、選

択されていたリストの一番目の担当

者が選択されます。 

スケジュールタイトル タイトル  

実時間 実施日時  

次回訪問日 次回訪問日  
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重要度 重要度  

レポート内容 レポート内容  

添付ファイル 添付ファイル  

 

3.5 ドキュメント管理 
ドキュメント管理に関しては、以下の情報が移行対象になります。 

 

 フォルダ(アクセス権含む) 

 ドキュメント(添付ファイル含む) 

 ドキュメントとドキュメントの関連付けの情報 

 

<フォルダ情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

親フォルダ 親フォルダ 

フォルダ名 フォルダ名 

登録日 登録日時 

登録者 登録者 

備考 備考 

文字列 1 文字列 1 

文字列 2 文字列 2 

文字列 3 文字列 3 

ソートキー ソート番号 

ワークフロー使用 ワークフロー使用 

 

<フォルダ情報アクセス権> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

フォルダ編集可 管理可 

登録可 登録可 

参照可 参照可 

※ 組織、パブリックグループ、ロールに対するアクセス権が移行されます。 

 

<ドキュメント情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

フォルダ フォルダ 

ドキュメント名 ドキュメント名 

登録日時 登録日時 

登録者 登録者 

更新日時 最終更新日時 

更新者 最終更新者 

備考 備考 

文字列 1 文字列 1 

文字列 2 文字列 2 

文字列 3 文字列 3 

添付ファイル 添付ファイル 
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関連するドキュメント 関連するドキュメント 

3.6 施設予約/スケジュール管理 
施設の情報に関しては、以下の情報が移行の対象になります。 

 

 施設グループ 

 施設情報 

 

ISP v6.0 の施設分類に関しては、ISP v5.0 にその概念がないため、[施設グループ]-[施設]という 2 階層で必ずデ

ータは移行されます。 

 

施設予約情報とスケジュール情報に関しては、ISP v6.0 においてデータ的に統合されています。移行ツールでは、

スケジュールと施設予約が連携しているデータ、施設予約のみのデータ、スケジュールのみのデータの 3 パター

ンにわけてデータを移行しています。 

スケジュールと施設予約が連携しているデータに関しては、ISP v6.0 のスケジュールの画面からも、施設情報の画

面からも予約情報を参照することができます。 

 

代理人設定、公開設定などの他人に対するスケジュールの公開に関する設定に関しても移行されます。 

ISP v5.0 の代理人設定は、ISP v6.0 のユーザからユーザに対する秘書権の設定として登録されます。それ以外の

ユーザに対しては登録権が設定されます。 

ISP v5.0 の公開設定は、ISP v6.0 のユーザからグループに対する登録権の設定として登録されます。それ以外の

ユーザに対しては権限なしが設定されます。 

ISP v5.0 の代理人設定と公開設定が同時に設定されていた場合には、ISP ver6.0 のユーザからユーザに対する

秘書権の設定と、ユーザからグループに対する登録権の設定として登録されます。それ以外のユーザに対しては

権限なしで設定されます。 

なお、役職に対する公開設定に関しては、ISP v6.0 にその機能がないため移行されません。 

 

<代理人設定と公開設定について> 

 ユーザからユーザのアク

セス権(ISP v6.0) 

ユーザからグループのア

クセス権(ISP v6.0) 

全体設定 

(ISP v6.0) 

代理人設定のみ 

(ISP v5.0) 

秘書権 － 登録可 

公開設定のみ 

(ISP v5.0) 

－ 登録可 権限なし 

代理人かつ公開設定 

(ISP v5.0) 

秘書権 登録可 権限なし 

 

ISP v5.0 の個人情報設定、ユーザ毎のメール配信設定、スケジュール毎のメール配信設定の情報に関しては、

移行されません。移行後にユーザ毎に設定していただく必要があります。 

 

移行されるデータは以下の通りです。 

 

 予約情報(スケジュールと施設予約含む) 

 代理人設定 

 公開設定 
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<施設グループ情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

施設グループ名 施設グループ名 

施設グループ説明 施設グループ説明 

施設グループ備考 「施設グループ説明」に統合される

ため、移行されません。 

 

<施設グループ情報アクセス権> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

なし 全公開 

 

<施設情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 備考 

施設グループ名 施設グループ名 ISP v6.0 の施設分類名は「なし」に

なります。 

施設名 施設名  

施設説明 施設説明  

施設備考 「施設説明」に統合されるため、移

行されません。 

 

施設有効開始日 施設有効開始日  

施設有効終了日 施設有効終了日  

画像 画像情報は移行されません。  

 

<施設情報アクセス権> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

予約可 登録可 

※ 組織、パブリックグループに対するアクセス権が移行されます。 

 

<スケジュールと施設予約が連携している予定情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

タイトル(スケジュール) タイトル 

開始日時と終了日時(スケジュー

ル) 

期間 

氏名(スケジュール) 参加者 

場所-施設管理の施設(施設予

約) 

施設・備品 

説明(スケジュール) 説明 

場所-場所入力(スケジュール) 場所 

外出フラグ(スケジュール) 外出フラグ 

重要度(スケジュール) 重要度 

公開/非公開(スケジュール) 非公開フラグ 

状態(スケジュール) 登録状態 

来訪者－会社名 1(施設予約) 来訪者－会社名(代表) 

来訪者－名前 1(施設予約) 来訪者－代表者 

来訪者－人数 1(施設予約) 来訪者－人数 
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※来訪者－会社名 1、来訪者－名前 1、来訪者－人数 1 に関しては、ISP v5.0 での施設予約画面での一番上の

登録情報になります。 

 

<スケジュールのみの予定情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

タイトル(スケジュール) タイトル 

開始日時と終了日時(スケジュー

ル) 

期間 

氏名(スケジュール) 参加者 

なし 施設・備品 

説明(スケジュール) 説明 

場所-場所入力(スケジュール) 場所 

外出フラグ(スケジュール) 外出フラグ 

重要度(スケジュール) 重要度 

公開/非公開(スケジュール) 非公開フラグ 

状態(スケジュール) 登録状態 

なし 来訪者－会社名(代表) 

なし 来訪者－代表者 

なし 来訪者－人数 

 

<施設予約のみの予定情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 備考 

使用目的(施設予約) タイトル  

予約開始日時と予約終了日時

(施設予約) 

期間  

出席者(施設予約) 参加者  

施設名(施設予約) 施設・備品  

説明(施設予約) 説明  

施設名(施設予約) 場所  

なし 外出フラグ チェックされていない状態で固定 

なし 重要度 「中」固定 

なし 非公開フラグ チェックされていない状態で固定 

なし 登録状態 「正式」固定 

来訪者－会社名 1(施設予約) 来訪者－会社名(代表)  

来訪者－名前 1(施設予約) 来訪者－代表者  

来訪者－人数 1(施設予約) 来訪者－人数  

※来訪者－会社名 1、来訪者－名前 1、来訪者－人数 1 に関しては、ISP v5.0 での施設予約画面での一番上の

登録情報になります。 

 

<代理人設定情報> 

ISP v5.0 ISP v6.0 

ユーザに対する代理人設定 ユーザに対して秘書権 

(全体設定は登録権) 

 

<公開設定情報> 
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ISP v5.0 ISP v6.0 

グループに対する公開設定 グループに対して登録可 

(全体設定は権限なし) 

※ 役職に対する公開設定は移行されません。 

※ 組織、パブリックグループに対するアクセス権が移行されます。 
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4 制限事項 

ここでは、移行ツールに関する制限事項を記載します。 

 

 SQLServer2005 を使用している場合、スタートパックの初期データインポートにおいて、ispm_group_reference

テーブルのデータが作成されません。データが作成されないことにより、各機能の初期画面が表示できませ

ん。 

 ドキュメント管理機能において、関連ドキュメントリンクは関連元のドキュメントには表示されません。 

 営業日報機能において、実施日時項目が ISPv5.0 では必須項目ではないため、実施日時がない営業日報

データが移行されるとそのデータは表示できなくなります。 

移行用 SQL を作成する前に、「sfat_dly_daily」テーブルの「real_start_date」、「real_finish_date」カラムの中

から、「yyyy/mm/dd」で登録されているデータに対して「yyyy/mm/dd|hh:mm:ss」の形式で更新を行ってくだ

さい。 

例)  

営業日報管理メニューより営業日報新規登録画面を表示し、実時間項目で日付を任意の日付（ここでは

2010/01/01 と 入 力 し た と し ま す ） 、 時 間 を 空 白 と し て 登 録 す る と 、 「 sfat_dly_daily 」 テ ー ブ ル の

「real_start_date」、「real_finish_date」は以下の通りに登録されます。 

real_start_date：「2010/01/01」 

real_finish_date：「2010/01/01」 

このレコードに対して、「real_start_date」、「real_finish_date」のデータを以下の形式で更新を行ってくださ

い。 

※時間に関してはお客様の環境に応じて変更してください。 

real_start_date：「2010/01/01|00:00:00」 

real_finish_date：「2010/01/01|23:45:00」 

 各機能における配信設定は移行対象外となります。 

 プライベートグループ、ロールに関するアクセス権設定は移行されません。 
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