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1  はじめに 
本ドキュメントは、IM-FormatCreator Version 6.1 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 以下、IWP と略します。 

intra-mart AppFramework 以下、AFW と略します。 

intra-mart FormatCreator 以下、FC と略します。 

 

1.2 前提条件 

FC 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。 

 
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 
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1.3 インストール対象モジュール 

 

1.3.1 intra-mart WebPlatform の場合 
 

 
 

FC 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 
 

 
 

FC 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 
以下の手順でインストールを行ってください。 

なお、インストール中は、必要な場合を除いて intra-mart サーバは停止（プロセス停止状態）させてください。 

 

2.1 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／AppFramework インストールガイド」を参照してください。 

 

2.2 FC のインストール 

 
 「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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2.2.1 スタンドアロン型で運用している場合 
 
A) 「製品をインストールしてください」 

WebApplication Server が、Resin の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・ intra-mart WebPlatform(Resin)
WebApplication Server が、JBoss の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・ intra-mart WebPlatform(JBoss)
WebApplication Server が、WebShpere/WebLogic の場合・・・ intra-mart AppFramework 

 

 
   

B) 「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。 

              ※（A）で、【intra-mart WebPlatform(Resin)】以外を選択した場合、表示されません。 
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C) 「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。 

※（A）で、【intra-mart WebPlatform(Resin)】以外を選択した場合、または（B）で、「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」にチェックを行わなかった場合、【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。 

 

 
 

D) 「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。 
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E) 「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」を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。 

  ※多言語環境を構築する場合、「UTF-8」を選択してください。 

 

 
 

F) 「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」 

「StorageService 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。 

 

 
 

G) 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』ボタンを押下してください。『OK』ボタンを

クリックするとファイルのコピーが始まります。 
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2.2.2 ネットワーク分散型で運用している場合 
 
       前提手順：【2.2.1 スタンドアロン型で運用している場合】の A～C までの手順を行ってください。 

 
A) 「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。 

 

 
 

B) 「インストールされているモジュールを選択してください」 

Server Manager と Service Platform が 

同一ディレクトリの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
Server Manager と Service Platform

Server Manager のみのディレクトリの場合・・・・・・・ Server Manager のみ 

Service Platform のみのディレクトリの場合・・・・・・ Service Platform のみ 
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C) 「Service Platform の種類を選択してください」 

Application Runtime のディレクトリの場合・・・・・・・ Application Runtime 
Application Runtime 以外のサービスの場合・・・・ その他のサービスを選択する 

 ※（B）で、【Server Manager のみ】を選択した場合、表示されません。 

 

 
 

D)  「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」を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。 

※多言語環境を構築する場合、「UTF-8」を選択してください。 

 

 
 

E) 「JSP/Servlet プログラム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。 

         ※（C）で、【その他のサービス】を選択した場合、表示されません。 
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F) 「Resource Service がインストールされている」 

「Storage Service 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。 

         ※（C）で、【Application Runtime】を選択した場合、表示されません。 

 

 
 

G) 「スクリプト開発モデルプログラムの保存ディレクトリ」 

「StorageService 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。 

         ※（C）で、【Application Runtime】を選択した場合、表示されません。 

 

 
 

H) 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』ボタンを押下してください。『OK』ボタンをクリック

するとファイルのコピーが始まります。 
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2.3 WebApplication Server への登録 

 
AFW 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／AppFramework インストールガイド」 - 

「3.5 Application Server の設定」を参照してください。 

 

2.4 ライセンス登録 

 
FC 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下さい。 

※試用版でご利用の場合は、ライセンスを登録する必要はありません。 

 
なお、FC のライセンスを登録する前に、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

センスを未登録の状態で、FC のライセンスを登録することはできません。 

ライセンスの登録後は、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／AppFramework インストールガイド」 - 「3.2.4 ライセンス登録につ

いて」を参照してください。 

 

2.5 トリガー機能の設定 

 
ワークフロー操作時には、ワークフローデータと FC データの同期を取ってデータ操作をすることが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 案件削除トリガー 
 

[ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセス操作]画面で、ワークフローの案件（プロセス）削除時に、FC の申請（トランザ

クション）データを同時に削除することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定ファイル名 

%ApplicationRuntime%/doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/foundation/bpw/config/BPWCore.properties 

 
※設定ファイルの編集方法については、「ワークフロー仕様書」 - 「3.1 BPWCore.properties」を参照してください。 
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以下の設定項目を、設定ファイル（BPWCore.properties）に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 プロセス定義／バージョン削除トリガー 
 

[ワークフロー]-[マスタメンテナンス]-[プロセス定義]画面で、プロセス定義の削除時およびバージョン削除時に、FC との連

携情報を同時に削除することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定項目 

IM_BPW_DELETE_TRANSACTION= 

 
設定値 

/format_creator/common/trigger/delete_tran_trigger 
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以下の設定項目を、設定ファイル（BPWCore.properties）に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 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、FormatCreator の「初期データインポート」を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 サンプルデータインポート 

 
※サンプルデータは 必要な場合にのみインポートを行ってください。 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サンプルデータインポートを行うことにより、申請書のデータが登録されます。  

サンプルデータインポートは、FC をインストール直後、申請書データが何もない状態で行ってください。運用を開始した後

にサンプルデータインポートを行うことは出来ません。 

 

設定項目 

IM_BPW_DELETE_MASTER= 

 
設定値 

/format_creator/common/trigger/delete_master_trigger 
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3  Ver6.0 から Ver6.1 へのデータ移行 
 

FC Ver6.0 をご利用のお客様は、FC Ver6.1 に移行する事が可能となります。 

移行手順については、別紙「IM-FormatCreator 移行ガイド Version 6.1」を参照してください。 

 

 

 

4  アンインストール 
FC にはアンインストーラがありません。 

次の手順に従って、該当するデータおよびファイル／ディレクトリの削除を行ってください。 

なお、ディレクトリ名は標準インストール状態での名称で記載してあります。設定を変更している場合は、それぞれの環境に

合わせて該当するファイルを削除して下さい。 

 

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。 

 AFW 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 

 
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ください。 

 
 [ワークフロー]－[マスタメンテナンス]－[プロセス操作]画面より、案件削除を行ってください。 

 [ワークフロー]－[マスタメンテナンス]－[プロセス定義]画面より、連携されているプロセス定義およびバージョンの削

除を行ってください。 
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4.3 手順 

 

4.3.1 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/message/fc-message_ja.properties ファイル 

 licenses/format-creator.iar ファイル 

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

 doc/imart/WEB-INF/classes/DataConfig_fc.properties ファイル 

 doc/imart/WEB-INF/classes/MessageConfig_fc_ja.properties ファイル 

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

 doc/imart/WEB-INF/lib/itext-2.0.5.jar ファイル 

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

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

 pages/src/sample/format_creator ディレクトリ 

 Storage Service 
 storage/format_creator ディレクトリ 

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

 

4.3.2 DB テーブルの削除 
 

FC 用の 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%StorageService%/format_creator/basic/fcDropTable.sql 
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5  その他のプログラム 

5.1 トランザクションデータ削除プログラム 

 
FC で申請した案件データをバッチプログラムによって削除できるプログラムをサンプルとして提供しています。 

このサンプルプログラムは、申請データを削除する為のプログラムです。 

このサンプルプログラムは次の場所に配置されています。 

 

 

 

 

5.1.1 前提条件 
 

ご利用になられる場合は、サンプルプログラムの編集が必要になります。 

 
 該当ファイルをエディタ等で開きます。 

 下記の赤字となっているロジックを、処理する内容に適したユーザアカウントを指定してください。 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
(行) 

           ・・・ 

function init(arg) { 
// ini ファイルの読み込み 

System.read("format_creator/fc"); 

var batch_user = System.getValue("BATCH_USER_CD", "aoyagi"); 
//申請書マスタデータの取得 

var sql = ""; 
           ・・・ 

   
 サンプルプログラムでは、ワークフローにおけるステータスによって削除できる条件を指定することが出来ます。運用

要件等に合わせて適宜プログラムを編集してください。 

 

5.1.2 サンプルプログラムの実行 
 

このサンプルプログラムは、バッチ処理として実行されます。 

実行するためには、ログイングループ管理者でログインし、[ログイングループ管理] - 「バッチ設定」より、「FormatCreator ト

ランザクションデータ削除」の設定を有効にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

%ResourceService%/pages/src/sample/format_creator/batch/delete_tran.js 



intra-mart IM-FormatCreator インストールガイド

 

作成者：NTTDATA INTRAMART Corp. Copyright 2007 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.
Page 16

 

5.2 ワークフロー連係解除ツール 

 
”ワークフロー連携”を行った申請書を[ワークフロー] - [マスタメンテナンス] - [プロセス定義]画面より削除した場合に、「プ

ロセス定義/バージョン削除トリガー」の設定を行っていないと、”ワークフロー連携”の解除が行えません。 

この状態の申請書について、ワークフロー連係解除を行うツールです。 

申請（トランザクション）データがある場合は、同時に削除されます。 

このワークフロー連係解除ツールは次の場所に配置されています。 

 

 

 

 

 

5.2.1 ワークフロー連係解除ツールの実行 
 
このワークフロー連係解除ツールは、メニューに登録し、画面から実行します。 

実行するためには、ログイングループ管理者でログインし、[ログイングループ管理] - [メニュー管理] - [メニュー設定]より、

ワークフロー連係解除ツールをメニューに登録してください。 
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