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1 はじめに 

本ドキュメントは、intra-mart IM-Mail LDAP をご利用になられる方のための導入手引書です。 

 

1.1 用語解説 
 

 

 

 

 

1.2 IM-Mail LDAPについて 
IM-Mail LDAP は、IM-Mail（メールサービス部分）のグルーバルアドレスリスト（以下、GAL と略します）に 

intra-mart で保持しているユーザプロファイル情報を利用するための LDAP サービスです。 

IM-Mail についての詳細は「IM-Mail 仕様書」をご覧ください。 

 

本製品には、以下によって開発されたソフトウェアが含まれています。ソフトウェアのライセンスについては、各ライ

センスシートをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Common Development and Distribution License Version 1.0 

 

1.3 前提条件 
IM-Mail LDAP は、intra-mart と連動させながら運用する事が前提となります。 

intra-mart のインストール及び、ログイングループの作成が完了してからセットアップを行ってください。 

 

intra-mart のインストールについての詳細は、「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」 

または「intra-martAppFramework セットアップガイド」をご覧ください。 

 

intra-mart WebPlatform Ver7.1 

または、intra-mart AppFramework Ver7.1 

以下、iWP/iAF と略します。 

Intra-mart IM-Mail Ver7.1 以下、IM-Mail と略します。 

OSS 製品 Version License URL 

Apache MINA 1.1.7 Apache License 2.0 http://mina.apache.org/ 

Apache Directory 0.9.17 Apache License 2.0 http://directory.apache.org/ 

Apache log4j 1.2.15 Apache License 2.0 http://logging.apache.org/log4j/1.2/ 

MyBatis 1.23.0.1 Apache License 2.0 http://www.mybatis.org/ 

JAXB 2.2 CDDL 1.0 * https://jaxb.dev.java.net/ 

SLF4J 1.5.10 MIT License http://www.slf4j.org/ 
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2 インストール 

2.1 インストールの流れ 
本製品を運用するにあたって、以下の手順でインストールを行ってください。 

 

2.1.1 IM-Mail LDAPのインストール 

参照 ページ 

2.2.1 準備 2 

2.2.2 im-mail-ldap.xml の設定 3 

 

2.1.2 データベース接続の設定 

参照 ページ 

2.3.1 JDBC ドライバのインストール 3 

2.3.2 Configuration.xml の設定 3 

 

2.1.3 IM-Mail LDAPの起動 

 

参照 ページ 

2.4.1 Windows の場合 3 

2.4.2 UNIX 系 OS の場合 4 

 

2.2 IM-Mail LDAPのインストール 
 

2.2.1 準備 

本製品 CD-ROM 内の LDAP/im_mail_ldap-7.1.zip を IM-Mail LDAP を配置したいディレクトリに解凍します。 

（以下、このディレクトリパスを<% LDAP_ROOT %>とします） 

 

解凍されたディレクトリ構成図 
<% LDAP_ROOT %> 

├─bin 

├─conf 

├─lib 

└─log 

 

起動バッチ、シェルファイルの環境変数 APP_HOME に配置した im_mail_ldap ディレクトリのパスを設定します。 

詳細については「IM-Mail LDAPの起動」の「Windowsの場合」「UNIX系OSの場合」を参照してください。 

 

Unix 系 OS の場合は、<% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.sh ファイルに実行権を付与してください。 
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コマンド（例）：chmod 755 <% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.sh 

 

2.2.2 im-mail-ldap.xmlの設定 

解凍したフォルダ内の conf/im-mail-ldap.xml ファイルに IM-Mail LDAP の設定を行います。 

 

設定についての詳細は、「設定ファイル」の「im-mail-ldap.xml」を参照してください。 

 

2.3 データベース接続の設定 
 

2.3.1 JDBCドライバのインストール 

IM-Mail LDAP は、セットアップされた intra-mart のログイングループデータベースを使用します。 

intra-mart のログイングループデータベース用の JDBC ドライバを<% LDAP_ROOT %>/libへコピーしてください。 

 

JDBC ドライバのインストール詳細は、「intra-mart WebPlatform セットアップガイド」 

または「intra-martAppFramework セットアップガイド」の JDBC ドライバのインストールを参照してください。 

 

2.3.2 Configuration.xmlの設定 

<% LDAP_ROOT %>/conf/Configuration.xml を編集します。 

Configuration.xml 内の environments タグをご利用のデータベースに合わせて設定してください。 

（Configuration.xml の 16 行目付近から設定のサンプルが記載されています） 

 

設定についての詳細は、「設定ファイル」の「Configuration.xml」を参照してください。 

 

2.4 IM-Mail LDAPの起動 
 

2.4.1 Windowsの場合 

<% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.bat ファイル内の APP_HOME に<% LDAP_ROOT %>を 

設定してください。（デフォルトでは、"c:¥tmp¥im_mail_ldap"となっています） 

 

その他、起動コマンドを変更したい場合は編集してください。 

 

<% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.bat を実行してください。 

コマンドプロンプト上に [Server started ～] というメッセージが表示されれば起動完了です。 

 

停止させるときは、コマンドプロンプト上で［Ctrl+C］キーを押してください。 

 



intra-mart 導入ガイド

 

Page 4 Copyright 2000-2010 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

2.4.2 UNIX系OSの場合 

<% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.sh ファイル内の APP_HOME に<% LDAP_ROOT %>を 

設定してください。（デフォルトでは、"/tmp/im_mail_ldap"となっています） 

 

その他、起動コマンドを変更したい場合は編集してください。 

 

2.4.2.1 フォアグラウンド実行 

<% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.sh run を実行してください。 

コンソール上に [Server started ～] というメッセージが表示されれば起動完了です。 

 

停止させるときは、コンソール上で［Ctrl+C］キーを押してください。 

 

2.4.2.2 バックグランド実行 

<% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.sh start を実行してください。 

コンソール上に[start IM-Mail LDAP ～]というメッセージが表示され 

<% LDAP_ROOT %>/log/im_mail_ldap.log ファイルに[Server started ～]と出力されれば起動完了です。 

 

停止させるときは、<% LDAP_ROOT %>/bin/im_mail_ldap.sh stop を実行してください。 
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3 設定ファイル 

3.1 設定ファイルの種類 
IM-Mail LDAP で利用する設定ファイルを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

3.2 設定ファイルの編集に関する注意点 
 

設定ファイルを編集した場合、その変更内容を LDAP の動作に反映させるには、再起動が必要です。 

すでにサービスの運用を開始している環境に対して設定ファイルを編集する場合は、メンテナンス時間を設けて

全てのサーバを停止した後に作業を行うようにしてください。運用中のサーバに対して設定ファイルを編集するこ

とや、ネットワーク連携しているサーバのうち１つまたはすべてではない複数のサーバに関してのみ（他のサーバ

は運用を継続）設定を変更した場合、予期せぬエラーの原因となることがあります。 

 

3.3 im-mail-ldap.xml 
 

 <% LDAP_ROOT %>/conf/im-mail-ldap.xml 

 

im-mail-ldap.xml では、IM-Mail LDAP の動作設定を行ないます。 

 

3.3.1 設定項目（XMLフォーマット） 

 

im-mail-ldap.xml ファイルの設定項目（XML フォーマット）は以下の通りです。 

（任意の設定項目が未設定の場合は、デフォルトの値となります） 

 

要素名 必須 デフォルト 備考 

ldap-config    

port ○  ポート番号（数値型） 

receive-buff  2048 受信メッセージのバッファサイズ（数値型、単位：バイト） 

idle-time  60 アイドル監視間隔（数値型、単位：秒） 

idle-close  false アイドル監視によるセッション切断機能（true / false） 

bind-dn  簡易認証の接続 DN 

※未設定の場合は匿名接続（anonymous）を許可します 

bind-pw   簡易認証の接続パスワード 

 

ssl-mode  false SSL の利用（true / false） 

im-mail-ldap.xml IM-Mail LDAP 設定ファイルです。 

Configuration.xml intra-mart データベースへの接続設定ファイルです。 

IntramartMapper.xml SQL 及び、属性情報のマッピング設定ファイルです。 
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※Ver.7.1.0 リリースでは SSL の対応はしておりません。 

ssl-notification  false SSL 利用通知（true / false） 

ssl-self-signed  false 自己署名証明書の利用（true / false） 

keystore-path   証明書の格納キーストアのファイルパス 

keystore-pw   証明書の格納キーストアのパスワード 

cache-mode  false キャッシュの利用（true / false） 

cache-flush-interval  60 キャッシュクリア間隔（数値型、単位：秒） 

 

3.3.2 設定例 

設定例を以下に示します。 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 

<ldap-config xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/im-mail/ldap/im-mail-ldap" 

 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" > 

 

  <!-- ポート番号 --> 

  <port>636</port> 

 

  <!-- 受信メッセージバッファサイズ --> 

  <receive-buff-size>4096</receive-buff-size> 

 

  <!-- アイドル監視間隔、セッション切断 --> 

  <idle-time>120</idle-time> 

  <idle-close>true</idle-close> 

 

  <!-- 簡易認証接続 DN、パスワード --> 

  <bind-dn>cn=root,dc=my,dc=domain</bind-dn> 

  <bind-pw>secret</bind-pw> 

 

  <!-- SSL 利用、利用通知、自己署名証明書の利用 --> 

  <ssl-mode>true</ssl-mode> 

  <ssl-notification>true</ssl-notification> 

  <ssl-self-signed>true</ssl-self-signed> 

 

  <!-- 証明書の格納キーストア、パスワード --> 

  <keystore-path>C:\java\jdk1.6.0_10\jre\lib\security\cacerts</keystore-path> 

  <keystore-pw>changeit</keystore-pw> 

 

  <!-- キャッシュモード、キャッシュクリア間隔 --> 

  <cache-mode>true</cache-mode> 

  <cache-flush-interval>360</cache-flush-interval> 

</ldap-config> 

 



 
3 設定ファイル

 

作成者：株式会社 NTT DATA イントラマート Page 7

 

3.4 Configuration.xml 
 

 <% LDAP_ROOT %>/conf/ Configuration .xml 

 

Configuration.xml は、MyBatis for Java のデータベース接続設定ファイルです。 

environment の id（属性名）に intra-mart のログイングループ ID 設定し、ログイングループのデータベースへの接

続設定を定義する事で複数のログイングループに対する LDAP エントリの検索を行う事が出来ます。 

 

3.4.1 設定項目（XMLフォーマット） 

Configuration.xml の設定項目については「MyBatis 3 User Guide」をご覧ください。 

関連項目：Building SqlSessionFactory from XML 

3.4.2 設定例 

設定例を以下に示します。 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//ibatis.apache.org//DTD Config 3.0//EN" 

 "http://ibatis.apache.org/dtd/ibatis-3-config.dtd"> 

<configuration> 

  <environments default="logingroup1"> 

 

    <!-- intra-mart ログイングループ（logingroup1）の設定 --> 

    <!-- ログイングループ DB：oracle --> 

    <environment id="logingroup1"> 

      <transactionManager type="JDBC" /> 

      <dataSource type="POOLED"> 

        <property name="driver" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" /> 

        <property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:dbname" /> 

        <property name="username" value="username" /> 

        <property name="password" value="password" /> 

      </dataSource> 

    </environment> 

 

    <!-- intra-mart ログイングループ（logingroup2）の設定 --> 

    <!-- ログイングループ DB：PostgreSQL --> 

    <environment id="logingroup2"> 

      <transactionManager type="JDBC" /> 

      <dataSource type="POOLED"> 

        <property name="driver" value="org.postgresql.Driver" /> 

        <property name="url" value="jdbc:postgresql://localhost:5432/dbname" /> 

        <property name="username" value="username" /> 

        <property name="password" value="password" /> 

      </dataSource> 

    </environment> 

  </environments> 

 

  <mappers> 

    <!--属性情報のマッピング設定ファイル --> 

    <mapper resource="IntramartMapper.xml" /> 

  </mappers> 

</configuration> 
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3.5 IntramartMapper.xml 
 

 <% LDAP_ROOT %>/conf/ IntramartMapper.xml 

 

IntramartMapper.xml は、MyBatis for Java のマッピング設定ファイルです。 

LDAP エントリ検索に使用する SQL 及び、会社・組織情報、ユーザ情報のデータベースと 

Ｊａｖａモデルクラスとのマッピング定義が記載されています。 

 

マッピング設定を変更すると任意の LDAP 属性に intra-mart の項目を設定する事が出来ます。 

 

3.5.1 設定項目（XMLフォーマット） 

IntramartMapper.xml の設定項目については「MyBatis 3 User Guide」をご覧ください。 

関連項目：Mapper Configuration XML / SQL Map XML Files / Dynamic SQL 
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3.5.2 マッピング一覧 

LDAP エントリの属性と intra-mart のユーザ情報のマッピングは以下の通りです。 

名称 LDAP 属性名 intra-mart 項目 備考 

共通名 cn プロファイル.ユーザ名  

姓 sn プロファイル.ユーザ名  

名 givenname プロファイル.ユーザ名（カナ）  

表示名 displayname プロファイル.ユーザ名  

イニシャル initials －  

メールアドレス mail プロファイル.メールアドレス１  

電話番号 telephonenumber プロファイル.電話番号  

FAX 番号  facsimiletelePhoneNumber プロファイル.FAX 番号  

携帯番号 mobile プロファイル.携帯電話番号  

自宅番号 homePhone －  

ポケットベル pager －  

会社 URL  workUrl プロファイル.URL  

自宅 URL homeUrl －  

国 co プロファイル.国コード 国コードに対応した国名 

郵便番号 postalcode プロファイル..郵便番号  

都道府 st －  

市区町村 l －  

住所 streetaddress プロファイル.住所  

オフィス physicaldeliveryofficename －  

会社 company プロファイル.所属会社 主所属の会社名 

部門 ou プロファイル.所属組織 主所属の組織名 

役職 title プロファイル.役職 主所属の役職名 

備考 description プロファイル備考  

オブジェクトクラス objectClass organizationalPerson, person,top 固定値 
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LDAP エントリの属性と intra-mart の会社・組織情報のマッピングは以下の通りです。 

名称 LDAP 属性名 intra-mart 項目 備考 

共通名 cn 組織.組織名  

姓 sn 組織.組織名  

名 givenname 組織.組織名（カナ）  

表示名 displayname 組織.組織名  

イニシャル initials －  

メールアドレス mail 組織.メールアドレス１  

電話番号 telephonenumber 組織.電話番号  

FAX 番号  facsimiletelePhoneNumber 組織.FAX 番号  

携帯番号 mobile －  

自宅番号 homePhone －  

ポケットベル pager －  

会社 URL workUrl 組織.URL  

自宅 URL homeUrl －  

国 co 組織.国コード 国コードに対応た国名 

郵便番号 postalcode 組織..郵便番号  

都道府県 st －  

市区町村 l －  

住所 streetaddress 組織.住所１  

オフィス physicaldeliveryofficename －  

会社 company 組織.所属会社  

部門 ou 組織.親組織  

役職 title －  

備考 description 組織.備考  

オブジェクトクラス objectClass 会社：organization,top 

組織：organizationalUnit, top 

固定値 

 





 

 

4 IM-Mail LDAP への接続 

4.1 接続方法 
IM-Mail LDAP に接続するには、以下のように行ないます。 

 

 

4.2 LDAPリクエスト 
IM-Mail LDAP は intra-mart のユーザ情報を IM-Mail（メールサービス部分）の GAL として利用するための LDAP

サービスです。そのため全ての LDAP リクエストはサポートされておりません。 

 

4.2.1 サポートLDAPリクエスト一覧 

IM-Mail LDAP でサポートされている LDAP リクエストは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

4.3 LDAP検索フィルタ 
IM-Mail LDAP ではアドレス帳の検索に必要な最小限のフィルタのみをサポートしています。 

 

4.3.1 サポートLDAP検索フィルタ一覧 

IM-Mail LDAP でサポートされている LDAP フィルタは以下の通りです。 

 

ホスト名/IP アドレス IM-Mail LDAP をインストールしたホスト名/IP アドレス 

ポート番号 im-mail-ldap.xml で設定したポート番号 

暗号化方法 im-mail-ldap.xml で設定した SSL モード 

認証方法 im-mail-ldap.xml で接続 DN、パスワードを設定した場合は簡易認証、設

定をしていない場合は認証なし 

ベース DN dc=ログイングループ ID（Configuration.xml で設定した environment タグの

id 属性名と一致する必要があります） 

BIND リクエスト LDAP への接続（匿名、簡易認証）を行います。 

UNBIND リクエスト LDAP からの切断を行います。 

SEARCH リクエスト LDAP エントリの検索を行います 
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書式 例 説明 

=* (mail=*) mail 属性を含むエントリ 

= (company=intra-mart） company 属性の値が intra-mart であるエントリ 

(mail=prefix*) mail 属性の値が prefix で始まるエントリ 

(mail=*suffix) mail 属性の値が suffix で終わるエントリ 

(mail=*str*) mail 属性に str を含むエントリ 

* 

(mail=prefix*suffix) mail 属性が prefix で始まり、suffix で終わるエントリ 

& (&(mail=*)(company=*)) mail 属性と company 属性を含むエントリ 

| (|(mail=*)(company=*)) mail 属性か company 属性を含むエントリ 

! (!(mail=*localhost)) mail 属性が localhost で終わらないエントリ 
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