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前提条件を追記 

2012/06/15 第 5 版 

1.2 前提条件 

誤植を修正 
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1 はじめに 

1.1 概要 
本ドキュメントは、イントラネット・スタートパック Ver7.0(以下 ISPv7.0)で使用していた関連情報を、イントラネット・ス

タートパック Ver7.1(以下 ISPv7.1)へ移行する際の移行手順について記述します。 

 

このバージョンの移行ツールは、「イントラネット・スタートパック Ver7.1」に対する移行ツールになります。 

1.2 前提条件 
弊社、動作検証済み(推奨)環境を「表 1-1 前提条件」に示します。 

表 1-1 前提条件 

条件項目 対応規格 

OS  Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Java ランタイム  Java Development Kit 6.0 Update 17 

 

intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework を、以下、IWP と略します。 

 

ISPv7.1 は IWPv7.1 または IWPv7.2 上で動作します。IWP の移行が必要な場合は ISPv7.1 へ移行する前に

IWPv7.1、または IWPv7.2 への移行を行ってください。 

移行元の ISP v7.0 に関しては、最新のパッチが適用された状態であることが前提になります。また ISP v7.0 のパッ

チ適用にあたり必要なデータベース変更なども全て適用済みであることが前提になります。 

 

以下の作業につきましては、IWP、ISP v7.0 のインストールフォルダ及びデータベースのバックアップを必ずとって

から、作業を行うようにしてください。 

移行に関する詳細は販売店または弊社営業までお問い合わせください。 

1.3 移行ツールについて 

1.3.1 移行ツールのファイル構成について 

移行用のツールは ISPv7.1 のインストーラでインストールされ、IWP にログインして実行する事が出来ます。 

ただしメニューは設定されませんので、IWP のメニュー管理機能で移行ツールの画面をメニューに設定する必要

があります。 

移行ツールは ResourceService 配下の以下の場所にインストールされます。 

 startpack/data/prepare710/ 

 

メニューの設定については以降の手順の説明の中で解説します。 

 

1.3.2 移行ツールが実施する移行処理の内容について 

移行ツールではデータベースのテーブルに対して以下のデータ変更を行ないます。 
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 ispm_class_b （区分コード基本）テーブル  

 ConceptBase 連携に関する設定値を削除します 

 エラーメール送信先の設定を削除します。 

 ispm_class_i （区分コード国際化）テーブル 

 ConceptBase 連携に関する設定値を削除します 

 エラーメール送信先の設定を削除します。 

 ispm_initial （アプリケーション初期値）テーブル 

 駅すぱあと連携に関する設定値を削除します 

 b_m_portlet_info（ポートレット設定情報）テーブル 

 ISP v7.0 のインストール時、ISP のポートレットがグローバルポータルで使用できるように設定されます

が、グローバルポータルでは使用できないように設定変更します 

 sfam_column_properties （営業日報カラムプロパティ）テーブル 

 初期データインポートにおいて一部不正な形式で登録されている値を、適切な形式に更新します。 

 ispt_schedule_user_mng（スケジュールユーザ毎メール設定） テーブル 

 ISP v7.0.x で使用していたデータ形式を ISP v7.1.0 で使用できる形式に変換します。 

 ispm_user_config （個人設定汎用）テーブル 

 ISP v7.1 で新たに追加されたデーブルです。テーブルを追加します。 
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2 Ver7.0 から Ver7.1 へのデータ移行 

ISP v7.1 は、これまでの ISP v7.0 とはテーブルデータの形式が変更されているため、同一環境での共存が不可能

となります。したがって、ISP v7.1 は ISP v7.0 からの移行作業を行う必要があります。 

2.1.1        データのバックアップ 

ISP v7.0 で使用していた環境のバックアップを行います。 

バックアップ対象は以下の通りです。 

・ データベース 

・ IWP 及び ISP のインストールフォルダ 

※必ず完全な形のバックアップを取ることをお勧めします。 

特に設定ファイル関係については、インストール後に再設定の必要がありますので必ずバックアップを取るよ

うにしてください。 
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2.2 移行実施 
ここでは、ISP v7.0 のプログラムファイルを削除します。以下のファイルを削除してください。(ファイルあるいはフォ

ルダがない場合は、削除する必要はありません) 

 Server Manager 

 licenses/isp_sfa_com.iar 

 licenses/startpack.iar 

 conf/mail/webmail.xml 

 conf/message にある isp、wm、sfa で始まる properties ファイル 

 Web サーバコネクタ または Application Runtime のコンテキストルート 

 startpack フォルダ 

 webmail フォルダ 

 Application Runtime のコンテキストルート 

 WEB-INF/lib/startpack.jar 

 WEB-INF/lib/webmail.jar 

 Resource Service 

 pages/product/src/startpack フォルダ 

 

2.2.1     ISP v7.1 のインストール 

IWP v7.1 または IWP v7.2 がインストールされている環境に、ISP v7.1 のインストールを行ってください。インストー

ル方法につきましては、ISP v7.1 のインストールガイドを参照してください。その際、データベースの接続先は

ISP7.0 で使用していたものと同じ（あるいは、同じ内容で複製したもの）のデータベースに対して接続するよう設定

してください。 

【注意】 ISP v7.1 のインストールガイド  「初期データの登録(ログイングループ毎)」および 「サンプルデータの登

録(ログイングループ毎)」は行わないで下さい。 

 

インストール後、ISP v7.0 の以下のフォルダおよびファイルを ISP v7.1 の環境へコピーします。 

 

(ISP v7.0) 

storage/startpack/fsroot/<group_id>配下 

↓ 

(ISP v7.1) 

storage/startpack/fsroot/<group_id>配下 

 

2.2.2 移行ツールの実行 

以下の手順に従って、移行ツールを実行してください。 

 

(1) システム管理者でログインし、「管理者メニュー設定」を開きます。 

 

(2) 表示された画面の上部メニューバーから、新規ページを選択します。 

 

(3) 右側の入力欄に以下のように入力して設定します。 

 



 2 Ver7.0 から Ver7.1 へのデータ移行 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 5

 

項目名 設定内容 

表示名 ISP 710 移行ツール 

URL startpack/data/prepare710/isp_data_preparation.jssp 

   

  

入力したら、新規登録ボタンを押下します。 

 

 

(4) ログアウトします。 

 

(5) グループ管理者でログインします。メニューに「ISP 710 移行ツール」があることを確認してください。 

 

(6) メニューから「ISP710 移行ツール」を選択して画面を開きます。 

 

 

 

 

(7) 「実行」ボタンを押下します。 
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これで移行処理が実行されます。暫く待つと、実行結果が画面に表示されます。 

 

 

 

2.2.3 過去の環境で使用していた設定等の復元 

設定ファイル等が上書きインストールされていますので、ISP7.0 で以下に挙げるような設定ファイルを変更してい

た場合は、使用していた設定にあわせて内容を戻してください。 

 Server Manager 

 conf/message にある isp、wm、sfa で始まる properties ファイル 

 Resource Service 

 pages/product/src/startpack フォルダの startpack.ini 

 pages/product/src/startpack/webmail フォルダの webmail.ini 

 StorageService 

 startpack/blog 配下の xml ファイル 

 startpack/common 配下の xml ファイル 

 startpack/html_template 配下のテンプレートファイル 

 startpack/mail_template 配下のテンプレートファイル 

 startpack/resource 配下のテキストファイル 

 

移行の手順はここまでです。 

移行が終わったら「ISP710 移行ツール」のメニューは削除して構いません。 
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