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 1 はじめに 

 

1 はじめに 

1.1 概要 
本ドキュメントでは、intra-mart ver4.3 （以下 IMv4.3） で使用していた関連情報を、intra-mart ver5.0 （以

下 IMv5.0） へ移行する際の移行手順や、各関連情報のデータ移行仕様について記述します。 

 

 

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 2000 Server Service Pack 4 
 RedHat AS 3 
 Solaris 9 

Java ランタイム  Java 2 SDK, Standard Edition Version 1.4.2 以降 

Apache Ant  Apache Ant 1.6.5 

 

1.3 移行ツールファイルの構成 
ダウンロードした圧縮ファイル(im_migration.zip) を、任意のディレクトリに展開します。 

Windows の場合は任意の ZIP 解凍ツールで解凍してください。 

RedHat または Solaris の場合は以下のコマンドで解凍することが可能です。 

 

 

 
ここでは展開先を Windows 環境の C:\im_migration  とします。 

展開した結果は 「図 1-1 移行ツールの展開結果」 に示すようになっています。 

※ 以下、移行ツールのルートディレクトリ （この場合は C:\im_migration） を <% IM_HOME %>と表記します。 

 
C:

im_migration

conf

input

lib

output

build.xml  

図 1-1 移行ツールの展開結果 

#unzip im_migration.zip 
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2 ver4.3 から ver5.0 へのデータ移行 
IMv5.0 は、これまでの intra-mart プロダクト（ver1.x、ver2.x、ver3.x、ver4.x 及び該当の上で動作する

intra-mart アプリケーション） とは基本構成が異なる理由のため、同一環境での共存が不可能となります。 

 
IMv4.3 をご使用のお客様は、この章で説明するデータ移行の手順により、以下の 「表 2-1 データ移行対象一

覧」 に示す関連情報の移行データを作成する事ができます。 

 

表 2-1 データ移行対象一覧 

データ形式 
移行対象 実行クラス 

入力 (IMv4.3) 出力(IMv5.0) 
ユーザ（アカウント） AccountDataMigrationManager user.txt 

(タブ区切りデータ)
user.xml 

(XML 形式) 
メニュー MenuDataMigrationManager menu.txt 

(タブ区切りデータ)
menu.xml 

(XML 形式) 
ロール RoleDataMigrationManager role.txt 

(タブ区切りデータ)
role.xml 

(XML 形式) 
カレンダー CalendarMigrationManager calendar.txt 

(タブ区切りデータ)
calendar.xml 

(XML 形式) 
バッチ BatchDataMigrationManager batch.txt 

(タブ区切りデータ)
baych.xml 

(XML 形式) 
ユーザ（プロファイル） ProfileDataMigrationManager DB から取得 profile.sql 

(insert 文) 
会社・組織 CompanyDataMigrationManager DB から取得 company.sql 

(insert 文) 
会社・組織所属 CompanyAttachDataMigrationManager DB から取得 companyAttach.sql

(insert 文) 
役職 PostDataMigrationManager DB から取得 post.sql 

(insert 文) 
パブリックグループ OfficialDataMigrationManager DB から取得 public.sql 

(insert 文) 
パブリックグループ所属 OfficialAttachDataMigrationManager DB から取得 officialAttach.sql

(insert 文) 

 
 実行クラスのパッケージ名は jp.co.intra_mart.data_migration.common です。 

 
 データ移行は、個別に実行することもできます。 

<% IM_HOME %>/build.xml の <target>内に、必要な<antcall> だけを記述して実行してください。 

 
 ユーザ（アカウント）、メニュー、ロール、カレンダー、バッチ情報のデータ移行には、事前にIMv4.3よりエクスポート

したデータ（タブ区切りのテキストデータ） が必要となります。 

 
 データ形式の入力、出力項目に書かれたファイル名は、デフォルト設定のものです。 

入力、出力のファイル名は、 <% IM_HOME %>/build.xml で変更することができます。 
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 2 ver4.3 から ver5.0 へのデータ移行 

 

2.1 移行ツール実行手順 
移行ツールを実行する手順について、以下に示します。 （ここでは Windows 環境を例に説明します。） 

 
(1) 以下の URL から、Ant をダウンロードします。 

http://ant.apache.org/   （2005 年 7 月 8 日現在） 

Windows の 場 合 は 「 apache-ant-1.6.5-bin.zip 」 、 RedHat ま た は Solaris の 場 合 は

「apache-ant-1.6.5-bin.tar.gz」をダウンロードしてください。 

 
(2) Ant のバイナリファイルを任意の箇所に展開します。 

Windows の場合は任意の ZIP 解凍ツールで解凍してください。 

RedHat または Solaris の場合は以下のコマンドで解凍することが可能です。 

 

 

 

 
こ こ で は Windows 環 境 の 場 合 は 「 C:¥apache-ant-1.6.5 」 、 RedHat ま た は Solaris の 場 合 は

「/usr/local/apache-ant-1.6.5」を展開先とします。 

 

#gunzip apache-ant-1.6.5-bin.tar.gz 

#tar xvf apache-ant-1.6.5-bin.tar 

(3) データベースの設定を行います。 

※ データベースの設定は、ユーザ（プロファイル）、会社・組織、役職、パブリックグループ情報を移行する

際に必要となります。これらの情報を移行しない場合は、データベースの設定は必要ありません。 

i) <% IM_HOME %>/input/jdbc.properties ファイルに、現在ご使用のデータベースの設定を行います。 

ご使用になられているデータベースの設定が、コメント（#）になっている場合は外してください。 

 
ii) <% IM_HOME %>/lib フォルダに、JDBC ドライバを配置します。 

現在使用している intra-mart 環境の lib フォルダにある JDBC ドライバを持ってきてください。 

 
(4) IMv4.3 のエクスポートデータを配置します。 

ユーザ（アカウント）、ロール、メニュー、カレンダー、バッチ情報を移行する場合には、 

<% IM_HOME %>/input ディレクトリに、IMv4.3 のエクスポートデータ を配置します。 

 
(5) コマンドプロンプトを起動します。 

 
(6) (3)で移行ツールを展開したフォルダ C:\im_migration に移動します。 

 
(7) 環境設定を行います。 

Windows の場合は以下のコマンドを、ご使用の環境に合わせて実行してください。 

    set ANT_HOME=<% Ant の展開ディレクトリ%> 

    set JAVA_HOME=<% JDK のホームディレクトリ %> 

    set PATH=%PATH%;<% Ant の展開ディレクトリ %>\bin 

（例）  

C:\im_migration> set ANT_HOME=C:\apache-ant-1.6.5  ↵  

C:\im_migration> set JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2_08  ↵  

C:\im_migration> set PATH=%PATH%;C:\apache-ant-1.6.5\bin  ↵  
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RedHatまたはSolarisの場合は以下のコマンドを、ご使用の環境に合わせて実行してください。  

以下はbashの例です。  

export ANT_HOME=<% Antの展開ディレクトリ%> 

export JAVA_HOME=<% JDKのホームディレクトリ %> 

export PATH=$PATH:<% Antの展開ディレクトリ %>/bin 

（例）  

#export ANT_HOME=/usr/local/apache-ant-1.6.5  ↵  

#export JAVA_HOME=/usr/local/j2sdk1.4.2_08  ↵  

#export PATH=$PATH:/usr/local/apache-ant-1.6.5/bin  ↵  

 
(8) 「ant」 コマンドで、移行ツールが実行されます。 

（例）  

C:\im_migration> ant   ↵ 

 

(9) <% IM_HOME %>/output ディレクトリに、IMv5.0 用に変換された移行データが出力されます。 
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 3 アクセスセキュリティ 

 

3 アクセスセキュリティ 
ここでは、アクセスセキュリティ情報のデータ移行仕様について説明します。 

以下に示す、IMv4.3 のアクセスセキュリティ情報について、IMv5.0 用のデータへ移行をすることができます。 

 
 ユーザ（アカウント） 

 メニュー 

 ロール 

 カレンダー 

 バッチ 

 
移行方法については、IMv4.3 でエクスポートしたデータを、IMv5.0 にインポートします。 

しかし、IMv4.3 と IMv5.0 では、インポート・エクスポートデータの形式が異なるため、移行ツールを実行してデー

タの変換が必要になります。 

 
※ IMv4.3 のインポート・エクスポートデータは、タブ区切りのテキストデータになっていますが、 

IMv5.0 のインポート・エクスポートデータは、XML 形式に変更になりました。 
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3.1 ユーザ（アカウント） 
ユーザ（アカウント）情報は、IMv4.3 のタブ区切りテキストデータから IMv5.0 用の XML 形式データに変換します。 

 

移行ツールを実行する前に、IMv4.3 の環境からユーザ（アカウント）情報をエクスポートし、 

そのエクスポートファイル（user.txt） を、<% IM_HOME %>/input ディレクトリに配置してください。 

 

3.1.1 移行データ構成 
IMv4.3 から IMv5.0 用に変換されるデータの関係を以下の図に示します。 

IMv5.0 のユーザ情報のインポート・エクスポートデータの詳細については、 

<%IMv5.0 のインストールディレクトリ%>/specification/dtd/account_5_0.dtd を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 ユーザ情報の変換データ構成図 

 
*1 プロファイル（アプリケーション共通Ｍ）に存在するため、廃止とします。 

 

Version 4.3 （タブ区切り項目） 

ユーザ ID  

パスワード  

モバイルパスワード  

ライセンス  

フルネーム 廃止(*１)

メールアドレス 廃止(*１)

説明  

期限  

モバイル用メールアドレス 廃止(*１)

ロール ID （複数可）  

アプリケーションロール ID  

 

Version 5.0 （XML 項目） 

accounts  

 account  

user-id ユーザ ID （必須） 

password パスワード 

mobile-password モバイル用パスワード 

note 説明 

valid-end-date 有効終了日 

license ライセンス 

role  

 role-id アカウントロール 

  

app-role アプリケーションロール ID
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 3 アクセスセキュリティ 

 

3.1.2 データ移行例 
ユーザ（アカウント）情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.AccountDataMigrationManager 

 
入力ファイル名は「user.txt」、出力ファイル名は「user.xml」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="account"/> 

    <param name="input_path" value="input/user.txt"/> 

    <param name="output_path" value="output/user.xml"/> 

</antcall> 

 

 
移行ツールを実行し、変換されたユーザ情報の例を示します。 

■ IMv4.3 でエクスポートされたタブ区切りのテキストデータ （user.txt） 

 

aoyagi>  aoyagi>  >  1>  青柳辰巳>  >  >  >  >  super> IS ↵  
master>  master>  >  1>  管理者 >  master@intra-mart.jp>  管理者ユーザです>  2035/12/31>  

1234>  bpwsuper|super> ↵  

guest>  >  >  0>  ゲスト>  ↵  

※ 「>  」 をタブ区切り文字、 「↵ 」 を改行文字とします。 

     
                          移行ツールを実行し、データを変換する。 

 
■ IMv5.0 用に変換された XML 形式のインポートデータ 

 
<accounts> 

<account> 
<user-id>aoyagi</user-id> 
<password>aoyagi</password> 
<license>true</license> 
<role> 

<role-id>super</role-id> 
</role> 
<app-role>IS</app-role> 

</account> 
<account> 

<user-id>master</user-id> 
<password>master</password> 
<note>管理者ユーザです</note> 
<valid-end-date>2035/12/31|23:59:59</valid-end-date> 
<license>true</license> 
<role> 

<role-id>bpwsuper</role-id> 
</role> 
<role> 

<role-id>super</role-id> 
</role> 

</account> 
<account> 

<user-id>guest</user-id> 
<license>false</license> 

</account> 
</accounts> 
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3.2 ロール 
ロール情報は、IMv4.3 のタブ区切りテキストデータから IMv5.0 用の XML 形式データに変換します。 

 

移行ツールを実行する前に、IMv4.3 の環境からロール情報をエクスポートし、 

そのエクスポートファイル（role.txt） を、<% IM_HOME %>/input ディレクトリに配置してください。 

 

3.2.1 移行データ構成 
移行ツールを実行し、IMv4.3 から IMv5.0 用に変換されるデータの関係を以下の図に示します。 

IMv5.0 のロール情報のインポート・エクスポートデータの詳細については、 

<%IMv5.0 のインストールディレクトリ%>/specification/dtd/role_5_0.dtd を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 ロール情報の変換データ構成図 

 

*1  プロパティファイル（locale.properties） より、ロケール情報を取得して設定を行ないます。 

デフォルトロケールの場合は、IMv4.3 の「説明」項目の値が設定されます。 

デフォルトロケール以外の場合は、locale.properties の該当ロケールの値が設定されます。 

 

 

 

Version 4.3 （タブ区切り項目） 

ロール ID  

ロール名  

説明  

詳細  

検索キー  

サブロール ID （複数可）  

 

Version 5.0 （XML 項目） 

intra-mart  

 role  

role-id ロール ID （必須）  

role-name ロール名 

category カテゴリ 

description 説明 

display-name  

 locale ロケール (*1) 

表示名  (*1)  locale-display-name 

sub-role サブロール 
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 3 アクセスセキュリティ 

 

3.2.2 データ移行例 
ロール情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.RoleDataMigrationManager 

 
入力ファイル名は「role.txt」、出力ファイル名は「role.xml」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="role"/> 

    <param name="input_path" value="input/role.txt"/> 

    <param name="output_path" value="output/role.xml"/> 

</antcall> 

 

 
以下に、移行ツールを実行し、変換されたロール情報の例を示します。 

■ IMv4.3 でエクスポートされたタブ区切りのテキストデータ （role.txt） 

 
super>  super>  管理者>  >  ↵  

bpwsuper>  bpwsuper>  BPW管理者>  >  ↵  

test1>  test1>  テストロール１>  テスト用のロールです>  test_key>  super >  bpwsuper ↵  

※ 「>  」 をタブ区切り文字、 「↵ 」 を改行文字とします。 

     
                          移行ツールを実行し、データを変換する。 

 
■ IMv5.0 用に変換された XML 形式のインポートデータ 

 
<intra-mart> 

<role> 
<role-id>super</role-id> 
<role-name>super</role-name> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>管理者</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
</role> 
<role> 

<role-id>bpwsuper</role-id> 
<role-name>bpwsuper</role-name> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>BPW管理者</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
</role> 
<role> 

<role-id>test1</role-id> 
<role-name>test1</role-name> 
<category>test_key</category> 
<description>テスト用のロールです</description> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
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<locale-display-name>テストロール１</locale-display-name> 
</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
<sub-role>super</sub-role> 
<sub-role>bpwsuper</sub-role> 

</role> 
</intra-mart> 
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 3 アクセスセキュリティ 

 

3.3 メニュー 
メニュー情報は、IMv4.3 のタブ区切りテキストデータから IMv5.0 用の XML 形式データに変換します。 

 

移行ツールを実行する前に、IMv4.3 の環境からメニュー情報をエクスポートし、 

そのエクスポートファイル（menu.txt） を、<% IM_HOME %>/input ディレクトリに配置してください。 

 

3.3.1 移行データ構成 
移行ツールを実行し、IMv4.3 から IMv5.0 用に変換されるデータの関係を以下の図に示します。 

IMv5.0 のメニュー情報のインポート・エクスポートデータの詳細については、 

<%IMv5.0 のインストールディレクトリ%>/specification/dtd/user-menu_5_0.dtd を参照してください。 

 
■ フォルダの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 4.3 （タブ区切り項目） 

先頭フラグ 0 (*1) 

メニューID 

Version 5.0 （XML 項目） 

intra-mart  

  menu  

menu-type フォルダ名  

親フォルダのメニューID 

メニュータイプ (*1)  

parent-menu-id 親メニューID 

menu-id 

 

説明  メニューID 

ソート番号  description 説明 

モード (*2) sort-number ソート番号 

ロール ID （複数可）  client-type クライアントタイプ 

コンテンツの種類 

（"in"固定） 
contents  

display-name  

 locale ロケール (*3) 

 locale-display-name 表示名 

menu-role ロール ID 
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■ ページの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 メニュー情報の変換データ構成図 

 
*1 先頭フラグ（IMv4.3） → メニュータイプ（IMv5.0） の変換は以下の通りです。 

（Version 4.3） 先頭フラグ （Version 5.0） メニュータイプ 

0 フォルダの場合 folder 

1 ページの場合（PresentationPage） item 

2 ページの場合（Servlet or JSP） item 

3 ページの場合（WebContent） item 

4 ページの場合（Internet） item 

 
*2 モード（IMv4.3） → クライアントタイプ（IMv5.0） の変換は以下の通りです。 

（Version 4.3） モード （Version 5.0） クライアントタイプ  
値 説明 値 説明 

0 PC 用ページとしてのみ使用する場合    

2 PC/mobile 用ページ両方で使用する場合 
PC 

PC 用ページとして使用する 

1 mobile 用ページとしてのみ使用する場合 mobile mobile 用ページとして使用する 

 
*3  プロパティファイル（locale.properties） より、ロケール情報を取得して設定を行ないます。 

デフォルトロケールの場合は、IMv4.3 の「説明」項目の値が設定されます。 

デフォルトロケール以外の場合は、locale.properties の該当ロケールの値が設定されます。 

 

 

 

Version 4.3 （タブ区切り項目） 

先頭フラグ 1～4 (*1)

メニューID  

ページ名  

親フォルダのメニューID  

説明  

ソート番号  

モード (*2) 

URL (*4) 

ページ引数  

ロール ID （複数可）  

Version 5.0 （XML 項目） 

intra-mart  

 menu  

menu-type メニュータイプ(*1) 

親メニューID parent-menu-id 

menu-id メニューID 

description 説明 

sort-number ソート番号 

client-type クライアントタイプ 

contents コンテンツの種類

(*5) 

display-name  

locale ロケール (*3)  

locale-display-name 表示名 

URL URL 

argument  

key キー  

value 値 

  

menu-role ロール ID 
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*4  URL の変換は以下の通りです。 

Version 4.3 Version 5.0 

先頭フラグ URL URL 

0 なし なし 

1 （任意） [IMv4.3 の"URL"の値]＋"jssp" 

ConnectServlet 

IMv4.3 の"ページ引数"の値から、 

application=appId と service=serviceId を取得 

↓ 

[appId]-[serviceId].service 

StrutsConnectServlet [IMv4.3 の"ページ引数"の値]  
2 

start/PresentationConne

ctServlet.presentation
start-[IMv4.3 の"ページ引数"の値]-IM_MAIN.presentation

3 （任意） IMv4.3 の"URL"の値 

4 （任意） IMv4.3 の"URL"の値 

 

*5 コンテンツの種類（IMv5.0） の設定方法は以下の通りです。 

（Version 4.3） 先頭フラグ （Version 5.0） コンテンツの種類 

0 フォルダの場合 in 

1 ページの場合（PresentationPage） in 

2 ページの場合（Servlet or JSP） in 

3 ページの場合（WebContent） in 

4 ページの場合（Internet） out 
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3.3.2 データ移行例 
メニュー情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.MenuDataMigrationManager 

 
入力ファイル名は「menu.txt」、出力ファイル名は「menu.xml」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="menu"/> 

    <param name="input_path" value="input/menu.txt"/> 

    <param name="output_path" value="output/menu.xml"/> 

</antcall> 

 

 
以下に、移行ツールを実行し、変換されたメニュー情報の例を示します。 

■ IMv4.3 でエクスポートされたタブ区切りのテキストデータ （menu.txt） 

 
0>  syscnf000>  システム設定>  >  各種設定画面>  1>  0>  super>  bpwsuper ↵  

1>  syscnf002>  ユーザ>  syscnf000>  ユーザ情報を操作します。>  2>  0>  
system/config/user/usr_ndp010>  bm>  bpwuser ↵  

2>  usrprt001>  ユーザポータル設定>  syscnf000>  ユーザポータル設定>  1>  0>  
ConnectServlet>  application=portal,service=user_portal_layout>  super ↵  

※ 「>  」 をタブ区切り文字、 「↵ 」 を改行文字とします。 

     
                          移行ツールを実行し、データを変換する。 

 
■ IMv5.0 用に変換された XML 形式のインポートデータ （menu.xml） 

 
<intra-mart> 

<menu> 
<menu-type>folder</menu-type> 
<menu-id>syscnf000</menu-id> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>システム設定</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
<description>各種設定画面</description> 
<sort-number>1</sort-number> 
<client-type>pc</client-type> 
<contents>in</contents> 
<menu-role> 

<role-id>super</role-id> 
</menu-role> 
<menu-role> 

<role-id>bpwsuper</role-id> 
</menu-role> 

</menu> 
<menu> 

<menu-type>item</menu-type> 
<parent-menu-id>syscnf000</parent-menu-id> 
<menu-id>syscnf002</menu-id> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>ユーザ</locale-display-name> 
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</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
<description>ユーザ情報を操作します。</description> 
<sort-number>2</sort-number> 
<client-type>pc</client-type> 
<contents>in</contents> 
<menu-role> 

<role-id>bpwuser</role-id> 
</menu-role> 
<url>system/config/user/usr_ndp010.jssp</url> 
<argument> 

<key>argument</key> 
<value>bm</value> 

</argument> 
</menu> 
<menu> 

<menu-type>item</menu-type> 
<parent-menu-id>usrprt000</parent-menu-id> 
<menu-id>usrprt001</menu-id> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>ユーザポータル設定</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
<description>ユーザポータル設定</description> 
<sort-number>1</sort-number> 
<client-type>pc</client-type> 
<contents>in</contents> 
<menu-role> 

<role-id>super</role-id> 
</menu-role> 
<url>portal-user_portal_layout.service</url> 

</menu> 
</intra-mart> 
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3.4 カレンダー 
カレンダー情報は、IMv4.3 のタブ区切りテキストデータから IMv5.0 用の XML 形式データに変換します。 

 

移行ツールを実行する前に、IMv4.3 の環境からカレンダー情報をエクスポートし、 

そのエクスポートファイル（calendar.txt） を、<% IM_HOME %>/input ディレクトリに配置してください。 

 

3.4.1 移行データ構成 
移行ツールを実行し、IMv4.3 から IMv5.0 用に変換されるデータの関係を以下の図に示します。 

IMv5.0 のカレンダー情報のインポート・エクスポートデータの詳細については、 

<%IMv5.0 のインストールディレクトリ%>/specification/dtd/calendar_5_0.dtd を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 カレンダー情報の変換データ構成図 

*1  ランダムな値を自動採番します。 

 

*2  プロパティファイル（locale.properties） より、ロケール情報を取得して設定を行ないます。 

デフォルトロケールの場合は、IMv4.3 の「説明」項目の値が設定されます。 

デフォルトロケール以外の場合は、locale.properties の該当ロケールの値が設定されます。 

 

*3  IMv4.3 でデータが空のタブ（設定なし）の場合、IMv5.0 では 「-1」 が設定されます。 
 

Version 4.3 （タブ区切り項目） 

年 (*3) 

月 (*3) 

日 (*3) 

曜日 (*3) 

第 x 週（曜日用） (*3) 

第 x 週 (*3) 

有効期限開始年 (*3) 

有効期限終了年 (*3) 

プラグイン  

表示名  

カラー  

区分  

名称  

Version 5.0 （XML 項目） 

intra-mart  

calendar   

 calendar-info  

data-id データ ID (*1)   

data-type データタイプ 

data-name データ名称 

year 年 

month 月 

day 日 

week 週 

times 第 n～曜日 

day-week 曜日 

valid-start-year 有効開始年 

valid-end-year 有効終了年 

plugin-method プラグイン関数 

display-name  

 locale ロケール (*2) 

 locale-display-name 表示名 

color 色 
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3.4.2 データ移行例 
カレンダー情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.CalendarDataMigrationManager 

 
入力ファイル名は「calendar.txt」、出力ファイル名は「calendar.xml」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="calendar"/> 

    <param name="input_path" value="input/calendar.txt"/> 

    <param name="output_path" value="output/calendar.xml"/> 

</antcall> 

 

 
以下に、移行ツールを実行し、変換されたカレンダー情報の例を示します。 

■ IMv4.3 でエクスポートされたタブ区切りのテキストデータ （calendar.txt） 

 
>  3>  20>  >  >  >  1960>  2099>  VernalEquinox>  春分の日>  Pink>  holiday>  春分の日(3/20) ↵  

2015>  9>  22>  >  >  >  >  >  >  国民の休日>  Pink>  holiday>  国民の休日(September/2015) ↵  
>  6>  >  0>  3>  >  >  >  >  父の日>  >  config>  父の日 ↵  
>  >  >  1>  >  >  >  >  MondayMakeupHoliday>  振替休日>  Pink>  holiday>  振替休日 ↵  

※ 「>  」 をタブ区切り文字、 「↵ 」 を改行文字とします。 

     
                          移行ツールを実行し、データを変換する。 

 
■ IMv5.0 用に変換された XML 形式のインポートデータ （calendar.xml） 

 
<intra-mart> 

<calendar> 
<calendar-info> 

<data-id>fe429ffbd7c80c619330</data-id> 
<data-type>holiday</data-type> 
<data-name>春分の日(3/20)</data-name> 
<year>-1</year> 
<month>3</month> 
<day>20</day> 
<week>-1</week> 
<times>-1</times> 
<day-week>-1</day-week> 
<valid-start-year>1960</valid-start-year> 
<valid-end-year>2099</valid-end-year> 
<plugin-method>VernalEquinox</plugin-method> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>春分の日</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
<color>#FFC0CB</color> 

</calendar-info> 
<calendar-info> 

<data-id>888bf210c371d46b9da1</data-id> 
<data-type>holiday</data-type> 
<data-name>国民の休日(September/2015)</data-name> 
<year>2015</year> 
<month>9</month> 
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<day>22</day> 
<week>-1</week> 
<times>-1</times> 
<day-week>-1</day-week> 
<valid-start-year>-1</valid-start-year> 
<valid-end-year>-1</valid-end-year> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>国民の休日</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
<color>#FFC0CB</color> 

</calendar-info> 
<calendar-info> 

<data-id>83cc18dd0f2df93f0011</data-id> 
<data-type>config</data-type> 
<data-name>父の日</data-name> 
<year>-1</year> 
<month>6</month> 
<day>-1</day> 
<week>-1</week> 
<times>3</times> 
<day-week>0</day-week> 
<valid-start-year>-1</valid-start-year> 
<valid-end-year>-1</valid-end-year> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>父の日</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
</calendar-info> 
<calendar-info> 

<data-id>7984520802e0175d0f85</data-id> 
<data-type>holiday</data-type> 
<data-name>振替休日</data-name> 
<year>-1</year> 
<month>-1</month> 
<day>-1</day> 
<week>-1</week> 
<times>-1</times> 
<day-week>1</day-week> 
<valid-start-year>-1</valid-start-year> 
<valid-end-year>-1</valid-end-year> 
<plugin-method>MondayMakeupHoliday</plugin-method> 
<display-name> 

<locale>ja</locale> 
<locale-display-name>振替休日</locale-display-name> 

</display-name> 
<display-name> 

<locale>en</locale> 
<locale-display-name>no name</locale-display-name> 

</display-name> 
<color>#FFC0CB</color> 

</calendar-info> 
 

<calendar> 
</intra-mart> 
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3.5 バッチ 
バッチ情報は、IMv4.3 のタブ区切りテキストデータから IMv5.0 用の XML 形式データに変換します。 

 

移行ツールを実行する前に、IMv4.3 の環境からバッチ情報をエクスポートし、 

そのエクスポートファイル（batch.txt） を、<% IM_HOME %>/input ディレクトリに配置してください。 

 

3.5.1 移行データ構成 
移行ツールを実行し、IMv4.3 から IMv5.0 用に変換されるデータの関係を以下の図に示します。 

IMv5.0 のバッチ情報のインポート・エクスポートデータの詳細については、 

<%IMv5.0 のインストールディレクトリ%>/specification/dtd/batch_5_0.dtd を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 バッチ情報の変換データ構成図 

 

*1  IMv4.3 で データが 「*」（設定なし）の場合、IMv5.0 では 「-1」 が設定されます。 

 

*2  有効／無効フラグ（IMv4.3） → 有効／無効（IMv5.0） の変換は以下の通りです。 

Version 4.3 Version 5.0 

有効／無効フラグ 有効／無効フラグ 

OFF 無効 false 

ON 有効 true 

 

 

 

Version 4.3 （タブ区切り項目） 

バッチ ID  

バッチ名  

年 (*1) 

月 (*1) 

日 (*1) 

曜日 (*1) 

時 (*1) 

分 (*1) 

秒 (*1) 

ソースパス  

有効／無効フラグ (*2) 

プログラムの記述言語  

Version 5.0 （XML 項目） 

intra-mart  

 batch  

batch-id バッチ ID    

batch-name バッチ名 

programming-language 実行プログラム言語

program-path 実行プログラムパス

year 実行年 

month 実行月 

day 実行日 

day-week 実行曜日 

hour 実行時 

minute 実行分 

second 実行秒 

valid 有効／無効フラグ 
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3.5.2 データ移行例 
バッチ情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.BatchDataMigrationManager 

 
入力ファイル名は「batch.txt」、出力ファイル名は「batch.xml」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="batch"/> 

    <param name="input_path" value="input/batch.txt"/> 

    <param name="output_path" value="output/batch.xml"/> 

</antcall> 

 

 
以下に、移行ツールを実行し、変換されたバッチ情報の例を示します。 

■ IMv4.3 でエクスポートされたタブ区切りのテキストデータ （batch.txt） 
 
im_bpw_prs>  ワークフロー自動催促>  *>  *>  20>  *>  12>  19>  0>  

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchSendReminderMail>  OFF>  JAVA ↵  

im_bpw_pas>  ワークフロー自動パス>  *>  *>  *>  1>  6>  15>  0>  

jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchAutoPassActivity>  OFF>  JAVA ↵  

im_usr_exp>  ログインアカウントのエクスポート>  *>  *>  *>  *>  22>  15>  0>  

unit/acnt_batch/usr_exp010>  OFF>  JavaScript ↵  

※ 「>  」 をタブ区切り文字、 「↵ 」 を改行文字とします。 

     
                          移行ツールを実行し、データを変換する。 

 
■ IMv5.0 用に変換された XML 形式のインポートデータ （batch.xml） 
 

<intra-mart> 
<batch> 

<batch-id>im_bpw_prs</batch-id> 
<batch-name>ワークフロー自動催促</batch-name> 
<programming-language>JAVA</programming-language> 
<program-path>jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchSendReminderMa

il</program-path> 
<year>-1</year> 
<month>-1</month> 
<day>20</day> 
<day-week>-1</day-week> 
<hour>12</hour> 
<minute>19</minute> 
<second>0</second> 
<valid>false</valid> 

</batch> 
<batch> 

<batch-id>im_bpw_pas</batch-id> 
<batch-name>ワークフロー自動パス</batch-name> 
<programming-language>JAVA</programming-language> 
<program-path>jp.co.intra_mart.foundation.bpw.model.data.BPWBatchAutoPassActivi

ty</program-path> 
<year>-1</year> 
<month>-1</month> 
<day>-1</day> 
<day-week>1</day-week> 
<hour>6</hour> 
<minute>15</minute> 
<second>0</second> 
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<valid>false</valid> 
</batch> 
<batch> 

<batch-id>im_usr_exp</batch-id> 
<batch-name>ログインアカウントのエクスポート</batch-name> 
<programming-language>JavaScript</programming-language> 
<program-path>unit/acnt_batch/usr_exp010</program-path> 
<year>-1</year> 
<month>-1</month> 
<day>-1</day> 
<day-week>-1</day-week> 
<hour>22</hour> 
<minute>15</minute> 
<second>0</second> 
<valid>false</valid> 

</batch> 
</intra-mart> 
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4 アプリケーション共通マスタ 
ここでは、アプリケーション共通マスタ情報のデータ移行仕様について説明します。 

以下に示す、IMv4.3 のアプリケーション共通マスタ情報について、IMv5.0 へ移行をすることができます。 

 
 ユーザ 

 会社・組織  

 会社・組織所属 

 分類区分詳細 

 役職 

 パブリックグループ 

 パブリックグループ所属 

 
IMv4.3 と IMv5.0 では、データベースのテーブル構成が異なるため、移行ツールを実行して IMv4.3 のデータベ

ースから各情報を取得して、IMv5.0 のデータベース用の insert 文を作成することができます。 
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 4 アプリケーション共通マスタ 

 

4.1 ユーザ 
IMv4.3 のデータベースからユーザ（プロファイル）情報を取得し、IMv5.0 データベース用の insert 文を作成しま

す。 

 
ユーザ（プロファイル）情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.ProfileDataMigrationManager 

 
出力ファイル名は「profile.sql」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="profile"/> 

    <param name="input_path" value="input/jdbc.properties"/> 

    <param name="output_path" value="output/profile.sql"/> 

</antcall> 
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4.1.1 移行テーブル構成 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_user 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_user_b、 b_m_user_t、 b_m_user_t_i 

移行元対象レコード ： すべて 

 
Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_user_b －  
user_cd user_cd  
notes notes  
sort_key sort_key  
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_user_t －  

user_cd user_cd  
term_cd － ランダム値を自動採番 
start_date － プロパティファイル（profile.properties）

の"start_date"より取得 

end_date － プロパティファイル（profile.properties）

の"end_date"より取得 

account_flag account_flag  
telephone_number telephone_number  
mobile_number mobile_number  
fax_number fax_number  
extension_number extension_number  
extension_fax_number extension_fax_number  
country_cd country_cd  
zip_code zip_code  
email_address1 email_address1  
email_address2 email_address2  
mobile_email_address mobile_email_address  

 

url url  
b_m_user_t_i －  

user_cd user_cd  
term_cd － b_m_user_t の term_cd と同じ 
locale_id － locale.properties より取得 
user_name user_name  
user_name_syllabary user_name_kana  
user_name_eng user_name_eng  

 

address address  
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 4 アプリケーション共通マスタ 

 

4.2 会社・組織 
IMv4.3 のデータベースから会社・組織情報を取得し、IMv5.0 データベース用の insert 文を作成します。 

 

会社・組織情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.CompanyDataMigrationManager 

 
出力ファイル名は「company.sql」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="company"/> 

    <param name="input_path" value="input/jdbc.properties"/> 

    <param name="output_path" value="output/company.sql"/> 

</antcall> 

 

4.2.1 移行テーブル構成 

4.2.1.1 会社 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_company_b 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "comp" のもののみ 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_company_b －  
company_cd grouping_cd  
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

 

4.2.1.2 会社構成バージョン 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_company_version_b 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "comp" のもののみ 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_company_version_b －  
company_cd grouping_cd  
version_cd － 自動採番する 
start_date － company.properties の 

"start_date"より取得 

end_date － company.properties の 
"end_date"より取得 

notes － ""（空文字列）固定 
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
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 4 アプリケーション共通マスタ 

 

4.2.1.3 組織 

4.2.1.3.1 会社 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_b、 b_m_department_t、 b_m_department_t_i 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "comp" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_b －  
company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 
department_cd grouping_cd 同上 
notes notes  

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_department_t －  

company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 
department_cd grouping_cd 同上 
term_cd － Identifier.get()で採番する 
start_date － company.properties の 

"start_date"より取得 

end_date － company.properties の 
"end_date"より取得 

telephone_number telephone_number  
fax_number fax_number  
extension_number extension_number  
extension_fax_number extension_fax_number  
country_cd country_cd  
zip_code zip_code  
email_address1 email_address1  
email_address2 email_address2  

 

url url  
b_m_department_t_i －  

company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 
department_cd grouping_cd 同上 
term_cd － b_m_department_t の term_cd と同じ

locale_id － locale.properties より取得 

department_name grouping_name  
department_name_syllabary grouping_name_kana  
department_name_eng grouping_name_eng  
address1 address  

 

address2 address2  
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4.2.1.3.2 組織 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_b、 b_m_department_t、 b_m_department_t_i 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "orgn" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_b －  
company_cd － こ の 組 織 が 所 属 す る 会 社 の

grouping_cd 
department_cd grouping_cd  
notes notes  

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_department_t －  

company_cd － b_m_department_b の company_cd と

同じ 
department_cd grouping_cd  
term_cd － 自動採番する 
start_date － company.properties の 

"start_date"より取得 

end_date － company.properties の 
"end_date"より取得 

telephone_number telephone_number  
fax_number fax_number  
extension_number extension_number  
extension_fax_number extension_fax_number  
country_cd country_cd  
zip_code zip_code  
email_address1 email_address1  
email_address2 email_address2  

 

url url  
b_m_department_t_i －  

company_cd － b_m_department_b の company_cd と

同じ 
department_cd grouping_cd  
term_cd － b_m_department_t の term_cd と同じ

locale_id － locale.properties より取得 
department_name grouping_name  
department_name_syllabary grouping_name_kana  
department_name_eng grouping_name_eng  
address1 address  

 

address2 address2  
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 4 アプリケーション共通マスタ 

 

4.2.1.4 組織内包 

4.2.1.4.1 会社 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_inclusion 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_inclusion_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "comp" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_inclusion_b －  

company_cd parent_grouping_cd  

version_cd － 「4.2.1.2 会社構成バージョン」で設定

したversion_cdと同じ値 

parent_department_cd parent_grouping_cd  

department_cd grouping_cd  

depth depth  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

 

4.2.1.4.2 組織 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_inclusion 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_inclusion_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "orgn" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_inclusion_b －  

company_cd － parent_grouping_cdで表現される組

織が所属する会社の grouping_cd 

version_cd － 「4.2.1.2 会社構成バージョン」で設定

したversion_cdと同じ値 

parent_department_cd parent_grouping_cd  

department_cd grouping_cd  

depth depth  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
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4.2.1.5 会社組織分類 

4.2.1.5.1 会社 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_category 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_company_category_b、 b_m_company_category_ｔ 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "comp" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_company_category_b －  

company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 

department_cd grouping_cd 同上 

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_company_category_ｔ －  

company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 

department_cd grouping_cd 同上 

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

term_cd － 自動採番する 

start_date － company.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － company.properties の 
"end_date"より取得 
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 4 アプリケーション共通マスタ 

 

4.2.1.5.2 組織 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_category 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_company_category_b、 b_m_company_category_ｔ 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "orgn" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_company_category_b －  
company_cd － grouping_cd で表現される組織が所

属する会社の grouping_cd 

department_cd grouping_cd  

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_company_category_ｔ －  
company_cd － grouping_cd で表現される組織が所

属する会社の grouping_cd 

department_cd grouping_cd  

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

term_cd － 自動採番する 

start_date － company.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － company.properties の 
"end_date"より取得 
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4.3 会社・組織所属 
IMv4.3のデータベースから会社・組織の所属情報を取得し、IMv5.0データベース用の insert文を作成します。 

 
会社・組織所属情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.CompanyAttachDataMigrationManager 

 
出力ファイル名は「companyAttach.sql」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="companyAttach"/> 

    <param name="input_path" value="input/jdbc.properties"/> 

    <param name="output_path" value="output/companyAttach.sql"/> 

</antcall> 

 

 

4.3.1 移行テーブル構成 

4.3.1.1 組織所属 

4.3.1.1.1 会社 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_attach 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_attach_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "comp" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_attach_b －  
user_cd user_cd  
company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 
department_cd grouping_cd 同上 

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_department_attach_t －  

user_cd user_cd  
company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 
department_cd grouping_cd 同上 
term_cd － 自動採番する 

start_date － company_attach.properties の 
"start_date"より取得 

end_date － company_attach.properties の 
"end_date"より取得 

 

post_cd post_cd  
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4.3.1.1.2 組織 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_attach 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_attach_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "orgn" のもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_attach_b －  

user_cd user_cd  

company_cd － grouping_cd で表現される組織が所

属する会社の grouping_cd 

department_cd grouping_cd  

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_department_attach_t －  

user_cd user_cd  

company_cd － grouping_cd で表現される組織が所

属する会社の grouping_cd 

department_cd grouping_cd  

term_cd － 自動採番する 

start_date － company_attach.properties の 
"start_date"より取得 

end_date － company_attach.properties の 
"end_date"より取得 

 

post_cd post_cd  
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4.3.1.2 主所属 

4.3.1.2.1 会社 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_attach 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_main_b、 b_m_department_main_t 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "comp" であり、

main_flag が "1" のもののみ 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_main_b －  
user_cd user_cd  
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_department_main_t －  

user_cd user_cd  
term_cd － 自動採番する 

start_date － company_attach.properties の 
"start_date"より取得 

end_date － company_attach.properties の 
"end_date"より取得 

company_cd grouping_cd company_cd と department_cd が同じ

ものを会社の情報とみなす。 

 

department_cd grouping_cd 同上 

 

4.3.1.2.2 組織 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_attach 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_department_main_b、 b_m_department_main_t 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "orgn" であり、

main_flag が"1"のもののみ 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_department_main_b －  
user_cd user_cd  
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_department_main_t －  

user_cd user_cd  
term_cd － 自動採番する 

start_date － company_attach.properties の 
"start_date"より取得 

end_date － company_attach.properties の 
"end_date"より取得 

company_cd － grouping_cd で表現される組織が所

属する会社の grouping_cd 

 

department_cd grouping_cd 同上 
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4.4 分類区分詳細 
IMv4.3 のデータベースから分類区分詳細情報を取得し、IMv5.0 データベース用の insert 文を作成します。 

 
分類区分詳細情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.CategoryDataMigrationManager 

 
出力ファイル名は「category.sql」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="category"/> 

    <param name="input_path" value="input/jdbc.properties"/> 

    <param name="output_path" value="output/category.sql"/> 

</antcall> 

 
 

4.4.1 移行テーブル構成 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_category_detail 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_category_detail_b、 b_m_category_detail_i 

移行元対象レコード ： すべて 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_category_detail_b －  

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

notes notes  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_category_detail_i －  

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

locale_id － locale.properties より取得 

 

category_name category_name  
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4.5 役職 
IMv4.3 のデータベースから役職情報を取得し、IMv5.0 データベース用の insert 文を作成します。 

 
役職情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.PostDataMigrationManager 

 
出力ファイル名は「post.sql」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="post"/> 

    <param name="input_path" value="input/jdbc.properties"/> 

    <param name="output_path" value="output/post.sql"/> 

</antcall> 

 

 

4.5.1 移行テーブル構成 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_post 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_company_post_b 

移行元対象レコード ： すべて 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_company_post_b －  
company_cd grouping_cd  
post_cd post_cd  
notes notes  

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_company_post_t －  

company_cd grouping_cd  
post_cd post_cd  
term_cd － 自動採番する 
start_date － post.properties の 

"start_date"より取得 

 

end_date － post.properties の 
"end_date"より取得 

b_m_company_post_t_i －  
company_cd grouping_cd  
post_cd post_cd  
term_cd － b_m_company_post_tの term_cdと同

じ 
locale_id － locale.properties より取得 

 

post_name post_name  
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4.6 パブリックグループ 
IMv4.3 のデータベースからオフィシャルグループ情報を取得し、IMv5.0 データベース用の insert 文を作成しま

す。 

オフィシャルグループ情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.OfficialDataMigrationManager 

 
出力ファイル名は「official.sql」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="official"/> 

    <param name="input_path" value="input/jdbc.properties"/> 

    <param name="output_path" value="output/official.sql"/> 

</antcall> 

 

4.6.1 移行テーブル構成 

4.6.1.1 パブリックグループセット 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_set_b 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "official" であり、上位のグループを持たないもののみ 
Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_set_b －  
public_group_set_cd grouping_cd  
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

 

4.6.1.2 パブリックグループ構成バージョン 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_version_b 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "official" であり、上位のグループを持たないもののみ 
Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_version_b －  
public_group_set_cd grouping_cd  
version_cd － 自動採番する 
start_date － official.properties の 

"start_date"より取得 

end_date － official.properties の 
"end_date"より取得 

notes － ""（空文字列）固定 
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
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4.6.1.3 パブリックグループ 

4.6.1.3.1 パブリックグループセット 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_b、 b_m_public_group_t、 b_m_public_group_t_i 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "official" であり、上位のグループを持たないもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_b －  

public_group_set_cd grouping_cd public_group_set_cd と 

public_group_cd が同じものをパブリ

ックグループセットの情報とみなす。 

public_group_cd grouping_cd 同上 

notes notes  

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_public_group_t －  

public_group_set_cd grouping_cd public_group_set_cd と 

public_group_cd が同じものをパブリ

ックグループセットの情報とみなす。 

public_group_cd grouping_cd 同上 

term_cd － 自動採番する 

start_date － official.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － official.properties の 
"end_date"より取得 

b_m_public_group_t_i －  

public_group_set_cd grouping_cd public_group_set_cd と 

public_group_cd が同じものをパブリ

ックグループセットの情報とみなす。 

public_group_cd grouping_cd 同上 

term_cd － b_m_department_t の term_cd と同じ

locale_id － locale.properties より取得 

public_group_name grouping_name  

public_group_name_syllabary grouping_name_kana  

 

public_group_name_eng grouping_name_eng  
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4.6.1.3.2 パブリックグループ 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_grouping 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_b、 b_m_public_group_t、 b_m_public_group_t_i 

移行元対象レコード ： grouping_cls_cd が "official" であり、上位のグループを持つもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_b －  

public_group_set_cd － grouping_cd で表現されるオフィシャ

ルグループが所属する最上位のオフ

ィシャルグループの grouping_cd 

public_group_cd grouping_cd  

notes notes  

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_public_group_t －  

public_group_set_cd － b_m_public_group_b の 

public_group_set_cd と同じ 

public_group_cd grouping_cd  

term_cd － 自動採番する 

start_date － official.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － official.properties の 
"end_date"より取得 

b_m_public_group_t_i －  

public_group_set_cd － b_m_public_group_b の 

public_group_set_cd と同じ 

public_group_cd grouping_cd  

term_cd － b_m_public_group_bの term_cdと同

じ 

locale_id － locale.properties より取得 

public_group_name grouping_name  

public_group_name_syllabary grouping_name_kana  

 

public_group_name_eng grouping_name_eng  
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4.6.1.4 パブリックグループ内包 

4.6.1.4.1 パブリックグループセット 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_inclusion 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_inclusion_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "official" であり、 

上位のグループを持たないもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_inclusion_b －  
public_group_set_cd parent_grouping_cd  
version_cd － 「4.6.1.2 パブリックグループ構成バー

ジョン」で設定したversion_cdと同じ

値 
parent_public_group_cd parent_grouping_cd  

public_group_cd grouping_cd  

depth depth  
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

 

4.6.1.4.2 パブリックグループ 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_inclusion 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_inclusion_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "official" であり、 

上位のグループを持つもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_inclusion_b －  
public_group_set_cd － parent_grouping_cd で表現されるオ

フィシャルグループが所属する最上

位 の オ フ ィ シ ャ ル グ ル ー プ の

grouping_cd 
version_cd － 「4.6.1.2 パブリックグループ構成バー

ジョン」で設定したversion_cdと同じ

値 
parent_public_group_cd parent_grouping_cd  

public_group_cd grouping_cd  

depth depth  
record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
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4.6.1.5 パブリックグループ分類 

4.6.1.5.1 パブリックグループセット 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_category 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_category_b、 b_m_public_group_category_t 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "official" であり、 

上位のグループを持たないもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_category_b －  

public_group_set_cd grouping_cd public_group_set_cd と 

public_group_cd が同じものを会社

の情報とみなす。 

public_group_cd grouping_cd 同上 

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_public_group_category_ｔ －  

public_group_set_cd grouping_cd public_group_set_cd と 

public_group_cd が同じものを会社

の情報とみなす。 

public_group_cd grouping_cd 同上 

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

term_cd － 自動採番する 

start_date － official.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － official.properties の 
"end_date"より取得 
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4.6.1.5.2 パブリックグループ 

移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_category 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_category_b、 b_m_public_group_category_t 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "official" であり、 

上位のグループを持つもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_category_b －  

public_group_set_cd － grouping_cd で表現されるオフィシャ

ルグループが所属する最上位のオフ

ィシャルグループの grouping_cd 

public_group_cd grouping_cd  

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  

b_m_public_group_category_t －  

public_group_set_cd － grouping_cd で表現されるオフィシャ

ルグループが所属する最上位のオフ

ィシャルグループの grouping_cd 

public_group_cd grouping_cd  

category_cls_cd category_cls_cd  

category_cd category_cd  

term_cd － 自動採番する 

start_date － official.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － official.properties の 
"end_date"より取得 
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4.7 パブリックグループ所属 
IMv4.3のデータベースからオフィシャルグループの所属情報を取得し、IMv5.0データベース用のinsert文を作

成します。 

 

オフィシャルグループ所属情報のデータ移行には、以下のクラスが実行されます。 

jp.co.intra_mart.data_migration.common.OfficialAttachDataMigrationManager 

 
出力ファイル名は「officialAttach.sql」 と設定されています。 

変更する場合は、<% IM_HOME %>/build.xml の設定を変更してください。 

<antcall target="execute"> 

<param name="type" value="officialAttach"/> 

    <param name="input_path" value="input/jdbc.properties"/> 

    <param name="output_path" value="output/officialAttach.sql"/> 

</antcall> 

 

4.7.1 移行テーブル構成 

4.7.1.1 パブリックグループセット 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_attach 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_attach_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "official" であり、 

上位のグループを持たないもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_attach_b －  
user_cd user_cd  
public_group_set_cd grouping_cd public_group_set_cd と 

public_group_cd が同じものを会社

の情報とみなす。 
public_group_cd grouping_cd 同上 

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_public_group_attach_t －  

user_cd user_cd  
public_group_set_cd grouping_cd public_group_set_cd と 

public_group_cd が同じものを会社

の情報とみなす。 
public_group_cd grouping_cd 同上 
term_cd － 自動採番する 

start_date － official_attach.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － official_attach.properties の 
"end_date"より取得 
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4.7.1.2 パブリックグループ 
移行元テーブル（Version 4.3） ： b_m_attach 

移行先テーブル（Version 5.0） ： b_m_public_group_attach_b 

移行元対象レコード ： grouping_cd に該当するグルーピングの grouping_cls_cd が "official" であり、 

上位のグループを持つもののみ 

 

Version 5.0 Version 4.3 

テーブル 

 カラム 
カラム 

備考 

b_m_public_group_attach_b －  
user_cd user_cd  
public_group_set_cd － grouping_cd で表現されるオフィシャ

ルグループが所属する最上位のオフ

ィシャルグループの grouping_cd 
public_group_cd grouping_cd  

sort_key sort_key  

record_user_cd record_user_cd  

 

record_date record_date  
b_m_public_group_attach_t －  

user_cd user_cd  
public_group_set_cd － grouping_cd で表現されるオフィシャ

ルグループが所属する最上位のオフ

ィシャルグループの grouping_cd 
public_group_cd grouping_cd  
term_cd － 自動採番する 

start_date － official_attach.properties の 
"start_date"より取得 

 

end_date － official_attach.properties の 
"end_date"より取得 
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