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1. はじめに 

(1) IM-Mail は NTT コミュニケーションズ株式会社のセキュア ICT サービス Biz メール（以下、Biz メール）をベースに

intra-mart から利用するクラウド型メールサービスです。 

(2) 利用する前提として、IM-Mail（メールサービス部分）と intra-mart にインストールする、IM-Mail（intra-mart 部分）の利用を

同時に開始することとなります。 

(3) IM-Mail（intra-mart 部分）が動作するには、intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework Ver.7.1(パッチ 4 以上), 

Ver.7.2(パッチ 1 以上) が必要です。 

本ドキュメントに記載されていない事項については、intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework Ver.7.1,  

Ver.7.2 のリリース・ノートをご参照下さい。 

(4) 弊社の提供するドキュメントに記述の無いものについては、サポート対象外とさせて頂きますのでご了承下さい。 

(5) 本製品に関する、最新の技術情報やパッチ情報は次のサイトをご覧下さい。 

  Developer Support Site ： http://www.intra-mart.jp/developer/ 

  製品最新情報ダウンロードページ ： http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html 

(6) 導入について 

 インストールについては『intra-mart IM-Mail Ver.7.1 セットアップガイド』をご参照下さい。 

(7) 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

シートをご参照下さい。 

 

OSS 製品 version licenses URL 

jQuery 1.4.2 MIT License http://jquery.com/ 

jQuery UI 1.8.1 MIT License http://jqueryui.com/ 

Apache Commons Lang 2.4 Apache License, Version 2.0 http://commons.apache.org/lang/ 

 

アイコン画像 licenses URL 

Fugue Icons Creative Commons Attribution 3.0 license http://pinvoke.com/ 
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2. リリース機能 

以下にこのバージョンで提供する機能を列挙します。 

 

(1) IM-Mail（メールサービス部分）とのシングルサインオン 

 通常 IM-Mail（メールサービス部分）へ遷移する際には intra-mart とは別にログイン認証が必要となりますが、この機能に

よって intra-mart から IM-Mail（メールサービス部分）のログイン画面で認証することなく利用が可能です。 

 

(2) アカウント連携 

intra-mart のアカウント情報を IM-Mail（メールサービス部分）のプロビジョニング連携 API（https 通信）を利用し、リアルタ

イム同期を行う機能です。 

連携されたアカウント情報は IM-Mail（メールサービス部分）のグローバルアドレスリストに自動で表示されます。 

 

(3) 未読ポートレット 

intra-mart のポータルに設置できるユーザ向けのポートレットで、IM-Mail（メールサービス部分）の受信箱にある未読メー

ルを一覧表示する機能です。 

 

(4) アドレス帳 

  IM-Mail（メールサービス部分）のグローバルアドレスリストへ LDAP を利用してアカウント・プロファイル情報を表示します。 

 通常はアカウント連携機能があるため、本機能を利用する必要はありません。 

  本機能を利用するには、別途 IM-Mail LDAP をインストールする必要があります。インストールに関しては別紙「IM-Mail 

LDAP 導入ガイド」をご参照下さい。 
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3. システム要件 

IM-Mail（intra-mart 部分）は、以下の製品上で動作します。 

動作環境については、以下の製品のリリース・ノートを参照して下さい。 

 

(1) IM-Mail（intra-mart 部分）サーバ要件 

intra-mart WebPlatform（以下 iWP） / intra-mart AppFramework（以下 iAF） Ver.7.1(パッチ 4), Ver7.2(パッチ 1)のサーバ要件

に準拠します。 

※ iWP / iAF Ver.7.2 IM-共通マスタ、および IM-Workflow Ver.7.2 には対応しておりません。 

 

(2) ブラウザ要件 

 IM-Mail（intra-mart 部分） 

iWP / iAF Ver.7.1(パッチ 4), Ver7.2(パッチ 1)のブラウザ要件に準拠します。 

 

 IM-Mail（メールサービス部分） 

Biz メールのブラウザ要件に準拠します。 

 

(3) モバイル端末 

 Biz メール仕様に準拠します。 
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4. 制限事項 

(1) IE6 では透過 PNG が透過されないため、一部画像が見にくい場合があります。 

(2) iWP/iAF のグループ管理者画面は Safari に対応していないため、IM-Mail（intra-mart 部分）についてもグループ管理者

画面は Safari に対応していません。 

(3) IM-Mail（メールサービス部分）と iWP/iAF のパスワードポリシーは一致させる必要があります。 

(4) IM-Mail（intra-mart 部分）と IM-Mail（メールサービス部分）のアカウント同期処理はiWP/iAF の各マネージャ（アカウント、

ユーザ、会社・組織、ライセンス、アプリケーションロール）のリスナで行っているため、マネージャを使用せずにアカウント、

プロファイルの更新を行っているアプリケーションの機能がある場合、アカウント同期処理は行われません。 

（例）スタートパックのプロファイル編集画面からの更新処理ではアカウント同期されません。 

(5) アカウント、ユーザ、会社・組織、ライセンス、アプリケーションロールの各リスナを呼び出しているマネージャを利用してい

る既存の API によってはエラーの内容にかかわらずエラーメッセージが固定で表示されます。 

この場合、アカウント同期で発生したエラー詳細はログに出力され、画面上には表示されません。 

(6) アカウントそのものの変更、ドメインの変更はできません。一旦、該当のアカウントを削除し新規登録することになります。 

(7) iWP/iAF アカウントライセンス、アプリケーションロール設定画面において、ライセンス/ロールの更新時に IM-Mail の同期

処理が実行されエラーとなった場合、正常終了のメッセージが表示されますがライセンス/ロールは更新されません。 

(8) アカウント連携においては Biz メールのプロビジョニング連携 API の仕様に準拠します。 

(9) アカウント連携の電話番号項目は、数値および’-‘(ハイフン)のみ有効です。 

(10) IM-Mail（intra-mart 部分）の設定ファイルに不備があった場合、iWP/iAF の各機能で更新エラーが発生する場合がありま

す。 

(11) アドレス帳機能（IM-Mail LDAP）は SSL には対応しておりません。 

(12) Biz メールのプロビジョニングシステムにおいて、以下の設定を行う必要があります。 

（設定が行われていない場合、IM-Mail の一部機能が利用できない／連携データに不整合が生じることになります） 

■サービスクラス情報の「機能」項目 （IM-Mail > サービスクラス > 検索 > サービスクラス情報画面） 

 ・パスワードを変更 → チェックオフに設定 

 ・IMAP アクセス → チェックオンに設定 

■グループ情報の「エンドユーザ権限管理」項目（基本情報 > グループ管理） 

 ・パスワード変更 → チェックオフに設定 

 ・ユーザ情報設定 → チェックオフに設定 

 ・エイリアス → チェックオフに設定 
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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。 

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の

社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。  

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。  

 

 

6. 変更履歴 

変更年月日 変更内容 

2010/07/30 初版 

2010/08/02 1.はじめに 

(7) OSS 製品の記載不備を修正しました。（jQuery および jQuery UI） 

2011/03/09 ４．制限事項 

(12) Biz メールのプロビジョニングシステムにおける設定上の制限事項を追加しました。 

５．著作権および特記事項 

著作権保有会社名の変更を行いました。 
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7. 付録 

(1) 画像イメージ 

 アカウント検索画面 

 

 

 アカウント更新画面 
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 未読ポートレット画面 

 


