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 変更履歴 

変更年月日        変更内容 

2010/07/30 初版 

2014/0/01 第2版 
「組織グループ」を「グループ」に変更 
「エイリアス」を廃止 
「正規アドレス」を廃止 
「プロビジョニングシステム」を「メールサービスコントロールパネル」に変更 
システムがデフォルトで予約しているアカウントを変更 

 

 



  iii 

 

第1章  IM-Mail 1 

1.1 IM-Mail個人設定 2 

1.1.1 はじめに  2 

1.1.2 アカウント検索 2 

1.1.3 IM-Mail個人設定 5 

 





1.1 IM-Mail 個人設定    

グループ管理者操作ガイド 1 

IM-Mail

第1章 IM-Mail 



第 1 章 IM-Mail 

2  IM-Mail 

1.1 IM-Mail個人設定 
IM-Mail個人設定では、IM-Mailのアカウント情報の設定を行います。IM-Mail個人設定で設定した内容は、

IM-Mail（メールサービス部分）と同期されます。 

1.1.1 はじめに 
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。 

 

 「intra-mart」は株式会社ＮＴＴデータ イントラマートの登録商標です。 

 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。 

 

1.1.2 アカウント検索 
アカウント検索では、intra-martアカウントを検索し、IM-Mailの個人設定情報を参照することができま

す。 

 

 

検索条件 

検索基準日 検索基準とする日付を入力します。「 」アイコンをクリックすると基

準日を選択するカレンダー小画面を開きます。 

ユーザコード 入力されたユーザコードで検索します。 

ユーザ名 入力されたユーザ名で検索します。 

組織 選択された組織で検索します。 

検索［リンク］ リンクをクリックすると組 織 を選 択 する小 画 面 が開 きます。小 画 面
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で選択した組織は組織に表示されます。 

クリア［リンク］ 組織をクリアします。 

ドメイン 選 択 されたドメインで検 索 を行 います。リストボックスには、設 定 フ

ァイルで設定されたドメインの一覧を表示します。 

グループ 選択されたグループ名で検索を行います。リストボックスには、これ

までに登録したことがあるグループの一覧を表示します。 

検索［ボタン］ 検索を実行します。 

 

検索結果 

ユーザ名 検索基準日時点のユーザ名を表示します。 

メールアドレス メールアドレスを表示します。IM-Mail個人設定で登録したアカウン

ト@ドメインを指します。 

グループ グループを表示します。 

アプリケーションロール ユーザがIM-Mailのアプリケーションロールを持つ場合、○を表示し

ます。 

同期状態 一度でもアカウント同期を行ったことがある場合、○を表示します。

 

1.1.2.1 アカウントの検索 

1メニューから［IM-Mail］の［アカウント検索］をクリックします。 

検索画面が表示されます。 

 

2 検索条件を入力し、検索ボタンをクリックして、IM-Mailアカウント情報を表示します。 

下段に検索結果が表示されます。 

検索結果から、「 」アイコンをクリックすると選択したユーザのIM-Mail個人設定情報が表示されます。 
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大量データモードについて 

大量データモードとは、全件検索などヒットするレコード件数の候補が大量となる場合に、レスポ

ンスの悪化を招く検索を制限するためのものです。 

アカウント検索では、アプリケーション共通マスタ検索画面の大量データモードの設定に従ってい

ます。 

 

大量データモードが設定されている場合、以下の制限がかかりますので、ご注意ください。 

１．アカウント条件の指定時にユーザコードもしくはユーザ名の入力が必須となります。 

 

設定の詳細に関しては、アプリケーション共通マスタ検索画面仕様をご確認ください。 
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1.1.3 IM-Mail個人設定 
IM-Mail個人設定画面では、選択したユーザのIM-Mail個人設定情報の更新と削除を行います。IM-Mail個

人設定情報とは、IM-Mail（メールサービス部分）と同期するメールアカウント情報です。アカウント同期

条件を満たしている場合のみ、更新・削除実行時に、IM-Mail（メールサービス部分）と同期が実行されま

す。 

 

 

基本情報 

ユーザ名 検索基準日時点のユーザ名を表示します。 

メールアドレス IM-Mailのアカウントとドメイン名 を表 示 します。一 度 登 録 すると、

変更はできません。 

グループ グループを表 示 します。（入 力 時 は、Bizメールのメールサービスコ

ントロールパネル（旧 プロビジョニングシステム）で登 録 されている

グループを入力してください。） 

アプリケーションロール ユーザがIM-Mailのアプリケーションロールを持つ場合、○を表示し

ます。 

更新［ボタン］ 更新を実行します。 

削除[ボタン] 削除を実行します。 

 

1.1.3.1 IM-Mailの更新 

1アカウント検索から「 」アイコンをクリックすると、指定したユーザのIM-Mail個人設定情報が表示されますの

で更新内容を入力します。 
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2更新ボタンを押下します。 

更新に成功すると、「更新に成功しました。」とダイアログが表示され、OKボタンを押下するとアカウン

ト検索画面がリロードされます。リロード時は個人設定を開く前の検索条件を引き継いだ状態で、再検索

が実行されます。 

 

 

入力チェックエラーやアカウント同期に失敗した場合は、エラーメッセージがダイアログに表示されます。 
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 文字入力制限 

IM-Mail個人設定画面では、以下の文字入力制限があります。 

 

項目 必須 入力チェック 

メールアドレス  ○ アカウント部、ドメイン部の両方が両方が入力されていること 

 アカウント部 - 2～64文字  

半角英数字（a-z,0-9）および記号「_-.=~」 

ピリオドで終わらないこと 

ピリオドが連続しないこと 

グループ ○ 1～80文字 

 

 

 

予約メールアドレスについて 

IM-Mailでは、複数のユーザが同一メールアドレス（同一アカウントかつ同一ドメイン）を持つこ

とはできません。 

そのため、同期条件を満たしていない場合でも、IM-Mail個人設定画面で先にメールアドレスを登

録することで、そのメールアドレスを予約することが可能です。また予約されたメールアドレスは、

IM-Mail個人設定画面で削除を行うことで、再利用が可能です。 

ただし、一度でもIM-Mail（メールサービス部分）と同期されたアカウントは、IM-Mail個人設定画

面で削除を行っても再利用はできませんので、ご注意ください。 

 

 

システムがデフォルトで予約しているアカウント 

システムがデフォルトで予約しているアカウントが存在します。 

以下のアカウントはデフォルト予約アカウントです。登録できませんので、ご注意ください。 

なお、下記以外のアカウントであっても、IM-Mail（メールサービス部分）がデフォルト予約アカ

ウントを追加する可能性があります。 

postmaster 

galsync 

ka-group-01 

ka-group-02 

ka-group-03 

ka-group-04 
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1.1.3.2 IM-Mailの削除 

1アカウント検索から「 」アイコンをクリックすると、指定したユーザのIM-Mail個人設定情報が表示されますの

で削除ボタンを押下します。 

 

 

削除に成功すると、「削除に成功しました。」とダイアログが表示され、OKボタンを押下するとアカウン

ト検索画面がリロードされます。リロード時は個人設定を開く前の検索条件を引き継いだ状態で、再検索

が実行されます。 
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