
intra-mart 製品マニュアル一覧表 

2006/11/30 

1.べースモジュール／フレームワーク Ver.5.1 
 

 マニュアル名 ファイル名 印刷提供 電子ファイル格納場所 説明 

リリースノート release_notes_vXX.pdf ○  該当バージョンのリリースノート 
 

チュートリアルガイド tutorial_guide_vXX.pdf ○ document 製品概説書 

クイックインストールガイド quick_install_guide_vXX.pdf ○ install 
簡易形態（スタンドアロン環境）でのインストール方法を解説

したガイド 

インストールガイド install_guide_vXX.pdf ○ install 
複雑な分散環境まで含めたインストール方法を解説したガ

イド 

設定ガイド（Service 編） configuration_guide_vXX.pdf  document/manual 
各種設定ファイルの解説およびガイド（主にサービスとサー

ビスプラットフォームが対象） 

インストール関連 

設定ガイド（HTTP 編） configuration_guide_http_vXX.pdf  document/manual 
各種設定ファイルの解説およびガイド（主にベースモジュー

ルの HTTP サーバ機能が対象） 

im-J2EE 

Framework-Struts 連携ガ

イド 

imart-struts_vXX.pdf  document/development Struts と im-J2EEFramework の連携ガイド 

im-J2EE Framework 仕様

書 
im-j2ee_framework-spec_vXX.pdf  document/specification im-J2EE Framework の仕様書 

im-J2EE Framework 補足 

J2EE プログラミングガイド

補足 

-初級編- 

j2ee_framework_tutorial_plus_vXX.pdf  
im-j2ee_framework/tutorialplus 

（同一フォルダ内にサンプルソースも含

む） 

上記「プログラミングガイド（J2EE ベース開発モデル編）」の

初心者向け解説書 

アクセスセキュリティ機能 
アクセスセキュリティ仕様書 access_security_spec_ vXX.pdf  document/specification アクセスセキュリティ機能の仕様書 

ワークフローガイド workflow_guide_v XX.pdf  document/manual ワークフローの操作説明書 
ワークフロー関連 

ワークフロー仕様書 workflow_spec_v XX.pdf  document/specification ワークフロー開発者向けの仕様書 

アプリケーション共通マス

タ説明資料 
application_com_v XX.pdf ○ document/specification アプリケーション共通マスタの仕様書 

アプリケーション共通マス

タのＤＢテーブル定義書 
application_com_tables_ v XX.xls  document/specification アプリケーション共通マスタのＤＢ表の定義に関する資料 

アプリケーション共通マス

タ 

アプリケーション共通マス

タの API 資料 
application_com_api_ v XX.pdf  document/specification アプリケーション共通マスタの API に関する補足資料 

 



 

 マニュアル名 ファイル名 印刷提供 電子ファイル格納場所 説明 

ERP 連携モジュールチュ

ートリアルガイド 
im_sap_api_tutorial_v XX.pdf  document/development/combinations

ERP 連携モジュール （SAP R/3 リアルタイム連携 API）のため

のチュートリアルガイド 

モジュール補足 

IM-Curl 連携 API チュート

リアルガイド 
im_curl_api_tutorial_v XX.pdf  document/development/combinations

Curl アプレットが相互に通信したアプリケーションを作成する

ための Curl 連携用 API を利用するためのチュートリアルガイ

ド 

操作説明マニュアル 
アドミニストレータガイド admin_guide_vXX.pdf ○ document/manual 管理者向け各種マスタ設定ガイド 

プログラミングガイド（ペー

ジベース開発モデル） 
prog_guide_pb_vXX.pdf ○ document/development ページベース開発モデルでのプログラミング用ガイド 

プログラミングガイド（J2EE

ベース開発モデル） 
prog_guide_j2_vXX.pdf ○ document/development J2EE 開発モデルでのプログラミング用ガイド 

開発ガイド 

API リスト 
apilist_ v XX.zip 

apilist_v XX.zip 
 document/development 

API リスト（ページベース開発モデルおよび J2EE ベース開発

モデル） 

標準画面の為のガイドライ

ン 
display_design_guidelines_ v XX.pdf  document/development 製品標準の画面デザインに関するガイドライン 

標準ガイド 

標準画面のスタイルシート

に関する仕様書 
style_seet-spec_ vXX.pdf  document/specification 

製品標準の画面デザインを実現するために使用しているスタ

イルシートの仕様書 

 
※ ファイル中のXXには該当のバージョン番号が入ります。 

※ 設定ガイド（HTTP 編）はベースモジュールが対象のドキュメントです。 

 

 



2.エクステンションシリーズ 

 

(1) IM-ワークフローデザイナー Ver.5.0 
 

マニュアル名 ファイル名 印刷提供 電子ファイル格納場所 説明 

リリースノート releasenote.pdf ○ wkf_designer 該当バージョンのリリースノート 
インストールガイド install_guide.pdf ○ wkf_designer インストール方法を解説したガイド 

 

(2) IM-ＰＤＦデザイナー Ver.5.0 
 

マニュアル名 ファイル名 印刷提供 電子ファイル格納場所 説明 

リリースノート releasenote.pdf ○ pdf_designer/document 該当バージョンのリリースノート 
インストールガイド setup.pdf ○ pdf_designer インストール方法を解説したガイド 

構成ガイド readme.pdf  pdf_designer 製品の構成に関する資料 

API リスト apilist.zip  pdf_designer/document ＡＰＩのインタフェース仕様に関する資料 

IODOC 操作説明書 iodoc_Tool.pdf  pdf_designer/iothe/document 単票用レイアウト作成ツールの使用方法を解説したガイド 

IODOC 簡易マニュアル IODOC_Quick.pdf  pdf_designer/iothe/document 単票用レイアウト作成ツールの使用方法を解説したガイド（簡易版） 

IOCELA 操作説明書 iocela_Tool.pdf  pdf_designer/iothe/document 連票用レイアウト作成ツールの使用方法を解説したガイド 

IOCELA 簡易マニュアル IOCELA_Quick.pdf  pdf_designer/iothe/document 連票用レイアウト作成ツールの使用方法を解説したガイド（簡易版） 

cddedit 操作説明書 cddedit.pdf  pdf_designer/iothe/document 単票用データ定義ファイル作成ツールの使用方法を解説したガイド 

 

(3) IM-Ex 申請システム Ver.5.2 
 

マニュアル名 ファイル名 印刷提供 電子ファイル格納場所 説明 

リリースノート release_notes_v52.pdf  exapply/document/release_notes_ver52 該当バージョンのリリースノート 
インストールガイド install_guide_v52.pdf  exapply/document/install_manual インストール方法を解説したガイド 

操作説明書 
（システム管理者編） 

system_setting_manual_v52.pdf  exapply/document/manual システム管理者を対象とした操作ガイド 

操作説明書 
（システム利用者編） 

user_manual_v52.pdf  exapply/document/manual 一般ユーザを対象とした操作ガイド 

移行ガイド migration_guide_v52.pdf  exapply/document/migration_guide 
ver5.1 で使用していた関連情報を、ver5.2 へ移行する際の移行手順について 

解説したガイド 

プログラミングガイド programming_guide_v52.pdf  exapply/document/programming_guide 製品への処理の追加手順及びプログラミング方法について解説したガイド 



 
(4) IM-SecureSignOn Ver.5.1 
 

マニュアル名 ファイル名 印刷提供 電子ファイル格納場所 説明 

リリースノート release_note.pdf ○ sso 該当バージョンのリリースノート 
インストールガイド IM-SecureSignOn_v51.pdf ○ sso インストール方法を解説したガイド 

Basic 認証保存プロキシ設定仕

様 

Basic 認証保存プロキシ V1.0.1a-設

定仕様.pdf 
 

sso/basic-proxy/doc Basic 認証保存プロキシ設定仕様を解説したガイド 

Apache2 および Tomcat のセット

アップ手順(UNIX) 

Apache2 および Tomcat のセットアッ

プ手順(UNIX)_Rev1.2.pdf 
 

sso/LoginServer/doc/Appendix Apache2 および Tomcat のセットアップ手順(UNIX) を解説したガイド 

IIS6.0 および Tomcat のセットア

ップ手順 

IIS6.0 および Tomcat のセットアップ

手順_200607.pdf 
 

sso/LoginServer/doc/Appendix IIS6.0 および Tomcat のセットアップ手順を解説したガイド 

SSO ログインサーバ 3.1_ACL

テスト設定手順 

SSO ログインサーバ 3.1_ACL テスト

設定手順_200607.pdf 
 

sso/LoginServer/doc/Appendix SSO ログインサーバ 3.1_ACL テスト設定手順を解説したガイド 

SSO ログインサーバ Java アプレ

ット更新手順書 

SSO ログインサーバ Java アプレット

更新手順書.pdf 
 

sso/LoginServer/doc/Appendix SSO ログインサーバ Java アプレット更新手順を解説したガイド 

ログインアプレット設定マニュア

ル 

ログインアプレット設定マニュアル

_Rev107.pdf 
 

sso/LoginServer/doc/Appendix ログインアプレット設定マニュアル 

SSO ログインサーバ V311a-取

扱説明書 

SSO ログインサーバ V311a-取扱説

明書.pdf 
 

sso/LoginServer/doc SSO ログインサーバ V311a-取扱説明書 

モバイルゲートウェイ取扱説明

書 

モバイルゲートウェイ取扱説明書

-20060714.pdf 
 

sso/mobile/doc モバイルゲートウェイ取扱説明書 

SSO リポジトリ ユーザーマニュ

アル 

SSO リポジトリ  ユーザーマニュア

ル.pdf 
 

sso/sso-repository/doc SSO リポジトリ ユーザーマニュアル 

鍵ファイル作成ツール説明書 鍵ファイル作成ツール説明書.pdf  sso/tool/CertMaker/doc 鍵ファイル作成ツール説明書 

Web ラッパーバージョン３用

CSR 作成ツールマニュアル 

csrtool-man-1.00.pdf 
 

sso/tool/MakeKeyCSR/doc Web ラッパーバージョン３用 CSR 作成ツールマニュアル 

SSL 簡易証明書作成ツール操

作手順 

SSL 簡易証明書作成ツール操作手

順.pdf 
 

sso/tool/SSLCertMaker/doc SSL 簡易証明書作成ツール操作手順を解説したガイド 

セキュリティ証明書（ルート証明

書）のブラウザ組み込み手順 

セキュリティ証明書（ルート証明書）

のブラウザ組み込み手順.pdf 
 

sso/tool/SSLCertMaker/doc セキュリティ証明書（ルート証明書）のブラウザ組み込み手順を解説したガイド 



Web ラッパーパフォーマンスチ

ューニングマニュアル. 

Web ラッパーパフォーマンスチュー

ニングマニュアル.pdf 
 

sso/wrapper/doc/appendix Web ラッパーパフォーマンスチューニングマニュアル. 

設定ファイル詳細説明書 設定ファイル詳細説明書_4.2.4_.pdf  sso/wrapper/doc/appendix 設定ファイル詳細説明書 

Web ラッパーv4.2.4 マニュアル Web ラッパーv4.2.4 マニュアル.pdf  sso/wrapper/doc Web ラッパーv4.2.4 マニュアル 

JavaScript プラグインマニュア

ル 

JavaScript プ ラ グ イ ン マ ニ ュ ア ル

_1.16_.pdf 
 

sso/wrapper-plugin/jscontrol/doc JavaScript プラグインマニュアル 

サイボウズ Office6 におけるスク

リプト設定例 

サイボウズ Office6 におけるスクリプト

設定例.pdf 
 

sso/wrapper-plugin/jscontrol/doc サイボウズ Office6 におけるスクリプト設定例を解説したガイド 

プラグイン導入による性能の低

下 

プ ラ グ イ ン 導 入 に よ る 性 能 の 低

下.pdf 
 

sso/wrapper-plugin/jscontrol/doc プラグイン導入による性能の低下についてを解説したガイド 

LDAP クラスモジュールマニュ

アル 

LDAP クラスモジュールマニュアル

_1.01_.pdf 
 

sso/wrapper-plugin/jscontrol/lib/ldap_class/doc LDAP クラスモジュールマニュアル 

 



 

3.開発ツール 

 

（1） eBuilder Ver.5.1 
 

マニュアル名 ファイル名 印刷提供 電子ファイル格納場所 説明 

リリースノート release_note.pdf ○ eBuilder510 該当バージョンのリリースノート 

インストールガイド install_guide.pdf ○ eBuilder510 インストール方法を解説したガイド 

 


