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1 はじめに 

本ドキュメントは、IM-社内便のインストール手順と初期設定の方法について記述しています。 

  IM-社内便をインストールするには、大きく分けて 3 つの作業が必要です。 

 

 

1. サーバへのファイルのインストール 

2. 初期ファイルの設定変更 

3. 初期データのインポート 

 

  このうち、1 と 2 はシステム全体に対し 1 回行いますが、3 についてはログイングループ毎に実行する必要がありますのでご

  注意ください。 

 

【用語】 

intra-mart WebPlatform 

以下、IWP と略します。 

intra-mart AppFramework 

以下、AFW と略します。 

intra-mart Server Manager 

以下、imSM と略します。 

intra－mart WebServerConnector 

以下、imWC と略します。 

intra-mart Resouce Service 

以下、imRS と略します。 

intra-mart Storage Service 

以下、imSS と略します。 

intra-mart Application Runtime 

以下、imAR と略します。 

 

2 前提条件 

 

IWP ver6.1 または AFW ver6.1 が正常に動作していること。 
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3 インストール手順 

3.1 サーバへのファイルのインストール 
必要なファイルをサーバにインストールします。 

 

1. エクスプローラで本リリースの CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

2. install に移動します。 

3. [setup. bat] をダブルクリックして、起動します。 

4. インストーラの画面が表示されます。[Next]ボタンを押下して、次へ進みます。 

5. インストールするタイプを指定します。IWP/AFW をインストールしたときに選択したタイプを指定します。 

6. (5 でカスタムを指定した場合のみ。スタンドアローンを選択した場合は 7 に行きます。)  

サーバに入っているモジュールの種類 (Web Server Connector, Server Manager, Application Runtime, 

Resource Service, Storage Service) を選択します 。 

※HTTP サーバの構成で intra-mart HTTP サーバを使用する場合、ApplicationRuntime をインストール  

したサーバに対して WebServerConnector をインストールする必要があります。  

7. 次に文字コードを指定します。IWP/AFW をインストールしたときの文字コードを指定します。 

8. IWP/APW をインストールしたときのルートディレクトリを選択します。 

9. それぞれのサーバをインストールした時のルートパスを設定します。デフォルトでは以下のようになっています。 

  imSM:8 で指定したパス 

  imWC:8 で指定したパス/doc/imart 

  imRS: 8 で指定したパス/pages/product/src 

  imSS: 8 で指定したパス/storage 

  imAR: 8 で指定したパス/doc/imart 

10. 確認画面が表示されますので、設定が正しければ[OK]ボタンを押します。 

  （設定に間違いがあった場合は、[Prev]ボタンで前に戻り、設定しなおしてください。） 

11. インストールが開始されます。 
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3.2 ライセンス登録 
 

インストール直後は、試用版として動作しています。試用版は、６０日の使用期限が設定されています。  

ライセンスをご購入いただいている場合には、ライセンス登録画面にて、ライセンスの登録をして頂く必要がありま

す。  

下記の手順で、ライセンスの登録を行って下さい。  

１：intra-mart のすべてのサーバモジュールが停止している事を確認します。  

２：ライセンサを起動します。  

< Server Manager のルート>/bin/tools/licedit.bat  

３：メニューから２を入力して、ライセンスキーを登録します。  

４：正常に登録されると、登録されたライセンスが表示されます。  

５：メニューから３を入力してライセンサを終了します。  

６：ライセンスの登録に失敗した場合  

入力したキーが正しいか確認して、間違っていた場合には、正しいキーを入力した上で、再度登録ボタンをクリッ

クして下さい。  

何回登録処理をしても、ライセンス登録ができない場合には、インストールが失敗している可能性があります。  

７：ライセンスの登録に成功した場合  

ライセンス登録が完了したら、すべてのサーバモジュールを再起動します。  

すべてのサーバモジュールを再起動する事で、登録したライセンス情報が有効になり、試用版の制限がなくなりま

す。  
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3.3 環境定義ファイルの設定 
ここでは環境定義ファイルの設定をします。 

3.3.1 メール連携定義設定 (GroupMail.properties) 
設定ファイルは以下の場所にあります。 

imAR のインストールフォルダ/WEB_INF/classes/jp/co/intra_mart/product/groupmail/resource/javamail 

項目名称 初期値 説明 

SEND_E_MAIL false 
電子メールの送信可否を設定します。 

true:送信する false:送信しない 

SEND_GROUP_MAIL true 
IM-社内便の送信可否を設定します。 

true:送信する false:送信しない 

3.3.2 初期化ファイル (groupmail.ini) 
設定ファイルは以下の場所にあります。 

imRS のインストールフォルダ/pages/ product/src /groupmail 

 

項目名称 初期値 説明 

GM_FLD_TREE_NUM_MAX 20 フォルダツリーの TOP フォルダ表示件数の上限値 

GM_GRP_TREE_NUM_MAX 10 
グループ（会社・組織、パブリックグループ）ツリーの 

TOP フォルダ表示件数の上限値 

GM_MAIL_SEARCH_TYPE 1 

メールの文字列検索方法 

「1」:前方一致(デフォルト) 

「2」:部分一致 

GM_USER_SEARCH_TYPE 1 

ユーザの文字列検索方法 

「1」:前方一致(デフォルト) 

「2」:部分一致 

GM_ATTACHED_FILE_SAVE_TYPE id 

添付ファイルのサーバへの保存タイプ 

仮想ファイル名（ID）で保存する場合：id 

ファイルサーバに実ファイル名で保存する場合：空欄

GM_ATTACHED_FILE_SAVE_SAME_NAME OFF 
ファイル添付機能時、同名ファイルで 

保存可能/不可能の設定(ON=可能,OFF=不可能) 

GM_MAIL_SAVE_LIMIT 12 
メールの有効保存期間 

(0=無期限, 1 以上=保存期間(月単位)) 

GM_FILE_SAVE_LIMIT 6 
添付ファイルの有効保存期間 

(0=無期限, 1 以上=保存期間(月単位)) 

GM_TEMP_FILE_SAVE_LIMIT 2 
添付一時ファイルの有効保存期間 

(1 以上=保存期間(日単位)) 

GM_PTL_MAX_LINE 5 ポータル画面の最大行数 

GM_USER_MAX_BYTE 10 
利用者の最大使用データ量(MB) 

 (※小数点以下無効) 

GM_PAGING_BEFORE_NUMBER_OF_LINE 5 メール一覧のページング（前）表示数 

GM_PAGING_AFTER_NUMBER_OF_LINE 5 メール一覧のページング（次）表示数 

GM_MAX_USER_FOLDER_COND_LINE 5 
利用者が設定できる振り分け条件最大行 

(最大 99 行まで) 

GM_DEFAULT_MAIL_LIST_LINE 15 メール機能一覧表示件数 

GM_MANAGER_LIST_LINE 15 管理ユーザ機能の一覧表示件数 



intra-mart 3 インストール手順

 

作成者：日立ソフト Page 5

 

3.3.3 送信ログ出力定義の設定 (imart.xml) 

送信ログを出力する場合に設定します。 

インストールフォルダ/conf/imart.xml の intra-mart/platform/service/application/log キーに対して次の文を追記

します。 

 

 

 

<groupmail> 

<output enable="true"> 

<file enable="true" 

format="{DATE}{TAB}{MAILID}{TAB}{FROM}{TAB}{TO}{TAB}{CC}{TAB}{BCC}{TAB}{SUBJECT}{TAB}{BOD

Y}{TAB}{ATTACHMENT}" path="groupmail.log" 

<buffer chars="0" bytes="0" /> 

<refresh enable="true" backup="false"> 

<size enable="false">8388608</size> 

<filesize enable="true">10485760</filesize> 

<everyday enable="false">00:00</everyday> 

<time enable="false">3600000</time> 

</refresh> 

</file> 

</output> 

<construction> 

<mapping>jp.co.intra_mart.product.groupmail.resource.log.groupmail_variable</mapping> 

<essence>jp.co.intra_mart.product.groupmail.resource.log.groupmail_essence</essence> 

</construction> 

</groupmail> 
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3.4 イントラマートの再起動 
環境定義ファイルの変更を認識するため、イントラマートを再起動してください。 

3.5 初期データの登録(ログイングループ毎) 
IM-社内便を使用する際に必要な基本データ(メニュー・ロール・バッチ設定・データベーステーブル定義・データ

ベース初期データ)を登録します。 

 

システム管理者でログインを行い、メニューの[ライセンス]をクリックします。下の画面が表示されます。 

 

 

 

GroupMail の[初期データインポート]で初期データを投入するログイングループを選択して[インポート]ボタンを押

すと、基本データが全て登録されます(登録には少し時間がかかります)。 

 

※インポートの注意点 

インポートを 2 回以上行うと、[レコード作成]がエラーとなりますが、既に登録されていることに対するエラーメッセ

ージで、エラーではありませんのでご了承ください。 
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3.6 アプリケーションロールの設定 
IM-社内便を利用するユーザはユーザ設定で IM-社内便のアプリケーションロールを登録する必要があります。 

グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]-[アカウント設定]において IM-社内便を使用させるユ

ーザを選択してください。 

[アカウント]-[権限設定]タブにおいて、アプリケーションロールという項の追加ボタンを押下してください。アプリケ

ーション追加 Window が別 Window で開きます。 

 

 

 

ここで、ID が「GM」、アプリケーションが「GroupMail」という項目にチェックして、決定ボタンを押してください。ログ

インアカウント編集画面においてアプリケーションロールの項に、GroupMail が選択されていることを確認したら、

更新ボタンを押してください。以上で、選択しているユーザにアプリケーションロールを与えて、ユーザがアプリケ

ーションを使用することができるようになります。 

※その他にロールを登録して GM を使用するユーザ及び、メニューにロールを割り当てる必要があります。 

3.7 ロールの設定 
IM-社内便を利用するユーザはアカウント設定で IM-社内便のロールを登録する必要があります。 

グループ管理者でログインを行い、メニューの[ログイングループ管理]-[アカウント管理]-[アカウント設定]で、IM- 

社内便を使用させるユーザを選択してください 

[アカウント]-[権限設定]タブにおいて、[ロール]という項の[追加]ボタンを押してください。ロール追加画面が別画

面で開きます。 

ここで、ロール名が[groupmailUsr]、表示名が[社内便(一般)]という項目にチェックして、[決定]ボタンを押してくだ

さい。[権限設定]の[ロール]に[社内便(一般)]が登録されていることを確認して、[更新]ボタンを押してください。 

以上で、選択しているユーザが[IM-社内便]を使用することが出来るようになります。 

  

※管理者機能を使用する場合 

ロール名が[groupmailMgr]、表示名が[社内便(管理者)]という項目にチェックして、[決定]ボタンを押してください。

[権限設定]の[ロール]に[社内便(管理者)]が登録されていることを確認して、[更新]ボタンを押してください。 
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4 アンインストール方法 

IM-社内便をアンインストールする方法は以下の手順に従ってください。 

4.1 メニューの削除 
グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[メニュー管理]→[メニュー設定]から、[社内便]を削

除してください。メニューの名称は、初期データによりインストールされた場合のものです。メニュー設定において、

メニューの名称を変更した場合には、該当するメニューを削除してください。 

4.2 ロールの削除 
グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[ロール設定]から以下のロールを削除してください。 

以下は、初期データの名称ですので、ロールの名称を変更した場合は該当するロールを削除してください。  

 groupmailUsr(社内便(一般)) 

 groupmailMgr(社内便(管理者)) 

4.3 バッチの削除 
グループ管理者でログインを行い、[ログイングループ管理]→[バッチ設定]から以下のバッチを削除してください。 

以下は、初期データの名称ですので、バッチの名称を変更した場合は該当するバッチを削除してください。  

 メール削除バッチ 

 添付ファイル削除バッチ 

 一時ファイル削除バッチ 

 ファイルサイズ更新バッチ 

4.4 ポートレット情報の削除 
グループ管理者でログインを行い、[ポータル]→[ポートレット]から、[メール未読一覧]のポートレットを削除してくだ

さい。ポートレット名称を初期データの名称とは違う名前で登録している場合には、該当するポートレットを削除して

ください。  
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4.5 ファイルの削除 
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下さい。  

 

 Service Manager 

 conf/system-install-groupmail.xml 

 conf/gm-input-validation.xm 

 cont/message/gm-message_ja.properties 

 licenses/groupmail.iar 

 Web Server Connecter 

 doc/imart/groupmailディレクトリ 

 Resouse Service 

 pages/product/src/groupmailディレクトリ 

 Storage Service 

 storage/groupmailディレクトリ 

 Application Runtime 

 doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/product/groupmailディレクトリ 

 doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/foundation/mail/javamail/ 

               JavaMailSender.class 

               StandardMail$DataSourceImpl.class 

               StandardMail.class 

 doc/imart/WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/system/javascript/imapi/ 

               DBResultAdapterManager.class 

               DBResultClobAdapter.class 

 doc/imart/WEB__INF/lib/groupmail.jar 

 送信ログを出力した場合 

 log/platform/groupmail.log 

4.6 データの削除 
データベースから、以下の名称のテーブルを削除してください。 

 gmm_folder 

 gmm_folder_inclusion 

 gmm_user_condition 

 gmm_user_config 

 gmm_user_top_folder 

 gmt_attachment 

 gmt_file_reference 

 gmt_folder_mail 

 gmt_mail_data 

 gmt_mail_notice 

 gmt_mail_notice_group 

4.7 送信ログ出力定義の削除 
送信ログの出力定義を設定した場合はインストールフォルダ/conf/imart.xml から以下のキーを削除する。 

 intra_mart/platform/service/application/log/groupmail 
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5 著作権および特記事項 

intra-mart は株式会社 NTT データ イントラマートの商標です。 

 

本製品を使用する場合は、本製品に含まれる各ソフトウェアのライセンスについても同意したものとします。 

各ソフトウェアのライセンスについては、同封のライセンスシートをご参照ください。 
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