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1 システム構成 

 

本書では intra-mart WebPlatform (Resin) Ver6.1 をスタンドアロン環境（サーバ一台で運用）でインストール

する方法を説明します。intra-mart WebPlatform (JBoss) Ver6.1、 intra-mart AppFramework Ver6.1 をイ

ンストールする方法、および 分散環境でインストールする方法は、別冊「インストール・ガイド」を参照してくださ

い。 

 

1.1 intra-mart WebPlatform(Resin) 
 

Shared Memory
Service

(サービス)

Permanent Data
Service

(サービス)

Resource Service
(サービス)

Storage Service
(サービス) データベース

Server Manager
Service Platform Web Server

Connector

Serialization Service
(サービス)

Schedule Service
(サービス)

Application Runtime
(EJBコンテナ)

(サービス)

 

 

intra-mart WebPlatform Ver6.1(Resin)は ２つのサーバ（Server Manager、Service Platform）と、 

１つの Web Server Connector から構成されています。 

 

1.2 intra-mart WebPlatform(JBoss) 
 

Shared Memory  
Service

(サービス)

Permanent Data 
Service

(サービス)

Resource Service
(サービス)

Storage Service
(サービス) データベース

Server Manager
Service Platform またはJBoss

Serialization Service
(サービス)

Schedule Service
(サービス)

Application Runtime 
(サービス)

 

 

intra-mart WebPlatform Ver6.1(JBoss)は２つのサーバ（Server Manager、Service Platform）から構成されていま

す。 
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1.3 intra-mart AppFramework 
 

Shared Memory
Service

(サービス)

Permanent Data
Service

(サービス)

Resource Service
(サービス)

Storage Service
(サービス) データベース

Server Manager
Service Platform またはApplication Server

Serialization Service
(サービス)

Schedule Service
(サービス)

Application Runtime
(サービス)

 

 

intra-mart AppFramework Ver6.1 は２つのサーバ（Server Manager、Service Platform）から構成されています。 

 

1.4 intra-mart DebugServer 
デバッグサーバは、intra-mart e-Builder で利用するデバッグ専用のサーバです。 

デバッグサーバのインストール方法は、intra-mart e-Builder のインストールガイドを参照してください。 
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1.5 各モジュールについて 
 Server Manager 

Service Platform と、その上のサービス群の運用状況を統括的に管理します。 

その情報はクライアントの管理ツールである intra-mart Administrator に送信され、遠隔からのモニタリングを可

能にします。また、ライセンス情報もここで管理されます。 

 

 

 Service Platform （各サービスが動作します） 

下記のサービス群を実行するプラットフォームです。いわゆる、サーバプロセスがこれにあたります。 

 

 

 サービス （JavaVM 上で動作します） 

 Application Runtime 

アプリケーションプログラム実行エンジンです。 

※分散構成でインストールを行う場合、Application Runtimeを動作させるService Platform（intra-mart 

WebPlatformの場合）、およびApplication Server（intra-mart AppFrameworkの場合）には、他のサ

ービスをインストールすることはできません。 （詳細は 「3.2.2 クイックインストール」 をご覧下さ

い。） 

※ScheduleService で時間起動されるバッチプログラムは、この Application Runtime で実行されます。 

※ユニークな ID の生成もこの ServicePlatform で行います。 

 

 Shared Memory Service 

共有メモリを管理するサービスです。 

このサービスが提供する情報管理はセッションレスです。タイムアウトなどによりデータが消失すること

はありません。 

 

 Permanent Data Service 

サーバが動作するために必要なデータを保存・管理するサービスです。 

このサービスでは情報をファイルに保存するので、サービスが停止した場合も、次の起動時に以前に

保存されたデータを復元することができます 

 

 Resource Service 

intra-mart システムの動作に必要な各プレゼンテーションページ、ファンクションコンテナのソースを管

理し、Application Runtime に対して必要なプログラムを配布するサービスです。 

 

 Storage Service 

共有ファイルを管理するサービスです。 

複数の Application Runtime を用いた分散システムで運用しているとき、アップロードされたファイルや、

システムで共有化したいファイルを一元管理するときに利用します。 

 

 Serialization Service 

システム全体における統括的な利用を目的とした機能の集合体です。 

このサービスでは、アプリケーションのロック制御を行います。 
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 Schedule Service 

バッチ処理のスケジューリングサービスです。 

このサービスでは、指定時間になると該当するバッチプログラムの実行を Application Runtime に依頼

します。したがって、バッチプログラムは Application Runtime で実行されます。 

 

 Web Server Connector  （WebPlatform (Resin)の場合のみ） 

WebServer 上で、組み込みモジュールとして動作します。 

 

 intra-mart Administrator  (JavaVM 上で動作します) 

クライアント側で動作し、Server Manager と通信しながら 各サービス群の管理を行います。 

Server Manager、Service Platform の起動、停止、設定などができます。 

また Server Manager、Service Platform を運用しているコンピュータ以外からも、リモートで運用管理を行うこと

ができます。 
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1.6 用語解説 
intra-mart WebPlatform Ver6.1 以下、IWP と略します。 

なお、ApplicationServer に Resin を利用する場合は「IWP(Resin)」、 

ApplicationServer に JBoss を利用する場合は「IWP(JBoss)」と略します。 

IWP をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

intra-mart AppFramework 

           Ver6.1 

以下、AFW と略します。 

AFW をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

intra-mart DebugServer Ver6.1 以下、DS と略します。 

DS をインストールしたディレクトリを<%im_path%>と略します。 

intra-mart Server Manager システム全体を管理するサーバです。以下、imSM と略します。 

intra-mart Service Platform サービスを起動するためのサーバ本体です。以下、imSP と略します。 

Application Runtime アプリケーションの実行エンジンです。以下、AppRuntime と略します。 

Shared-Memory Service 共有メモリを管理するサービスです。以下、SharedMemSrv と略します。 

Permanent-Data Service 永続データを管理するサービスです。以下、PermDataSrv と略します。 

Resource Service スクリプト開発モデルのプログラムファイルを管理するサービスです。 

以下、ResourceSrv と略します。 

Storage Service ファイルを管理するサービスです。以下、StorageSrv と略します。 

Serializasion Service 排他制御機能のためのサービスです。以下、SerializeSrv と略します。 

Schedule Service バッチの時間起動を制御するサービスです。以下、ScheduleSrv と略します。 

Web Server Connector WebServer との連携用モジュールです。以下、WSC と略します。 

WSC インストールしたディレクトリを<%web_path%>と略します。 

intra-mart Administrator システム全体の状態を見るためのビューアです。以下、imAdmin と略します。
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2 クイックインストールの流れ 

以下の手順でインストールを行ってください。 

2.1 データベースのインストール 
ご利用になるデータベースをインストールしてください。 

参照 ページ 

3.1.1 データベースのインストール 11 

 

2.2 Javaランタイムのインストール 
intra-mart を運用するすべてのコンピュータにインストールします。 

参照 ページ 

3.1.2 Javaランタイムのインストール 12 

 

2.3 intra-mart Ver6.1 のインストール 
intra-mart のインストールを行います。 

参照 ページ 

3.2.1 インストーラの起動と操作 13 

3.2.2 クイックインストール 14 

 

2.4 データベース接続の設定 
intra-mart がデータベースに接続するための設定を行います。 

参照 ページ 

3.3.1  準備 18 

3.3.2 JDBCドライバのインストール 19 

3.3.3 http.xmlの設定 20 

3.3.4 data-source.xmlの設定 22 

 

Oracle10g での表領域およびユーザ登録方法の例を、 

「付録B Oracle10gでの表領域、およびユーザの作成方法 （42ページ）」にて説明しています。 

あわせて、ご参照ください。 

2.5 intra-martの起動 
参照 ページ 

4.2 Windowsの場合  24 

4.3 UNIX系OSの場合 25 
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2.6 intra-martへのログイン 
ブラウザを起動し、intra-mart の URL へアクセスします。 

参照 ページ 

5.1 システム管理者でログイン 27 

5.2 ログイングループの作成 28 

5.3 初期データインポート 32 

5.4 ログイングループ管理者でログイン 34 

 

2.7 サンプルデータの投入 
intra-mart のサンプルデータの投入を行います。 

参照 ページ 

6  サンプルデータの投入 36 
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3 インストール 

3.1 準備 

3.1.1 データベースのインストール 

intra-mart は、データベースと連動させながら運用することが前提となります。 

 

intra-mart は以下のデータベースに対応しております。 

 Oracle 

 Microsoft SQL Server 

 IBM DB2 

 PostgreSQL 

 

上記データベースのいずれかをインストールしてください。 

データベースのインストール方法は、各データベースに付属のマニュアル等を参照してください。 

 

※ 弊社にて動作確認を行ったバージョン等の詳細は、本製品に付属の「リリースノート」を参照してください。 
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3.1.2 Javaランタイムのインストール 

サーバモジュールをインストールするコンピュータすべてにインストールします。 

すでにインストールされている場合は、行う必要はありません。 

 

3.1.2.1 インストール前の注意点 

3.1.2.1.1 データベースにOracleを使用する場合 

Oracle をインストールすると、Java ランタイムのバージョンが変わってしまう場合があります。 

必ず Oracle をインストールした後に、Java ランタイムをインストールして下さい。 

 

3.1.2.1.2 Solaris版 Javaランタイム をインストールする場合 

Solaris 版 Java ランタイムをインストールする場合は、事前に Solaris OS の必須パッチをインストールしてください。 

適切な Solaris パッチがインストールされていないと、正しく動作しないことがあります。 

Solaris 10 OS 用の Java 2, Standard Edition クラスタ パッチは、 

http://jp.sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patches/patch-access からダウンロードできます。

（2007 年 7 月 31 日現在） 

詳細は Java ランタイムをダウンロードしたサイトをご覧ください。 

 

3.1.2.2 インストール手順 

(1) Javaランタイム(JavaTM 2 SDK, Standard Edition 1.5.0_x) をダウンロードします。Javaランタイムのインストー

ラは、サン・マイクロシステムズ社のサイトからダウンロードできます。 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/ja/download.html   （2007 年 7 月 31 日現在） 

 

(2) ダウンロードしたインストーラから、インストールを行います。 

 インストールに関する詳細は、サン・マイクロシステムズ社のサイトを参照してください。 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/ja/install.html （2007 年 7 月 31 日現在） 

 

(3) コマンドラインに 「java – version」 と入力し、リターンキーを押します。 

 

(4) コマンドラインにバージョン情報が表示されたら、インストールは成功です。 
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3.2 intra-mart Ver6.1 のインストール 

3.2.1 インストーラの起動と操作 

 
インストーラの起動および操作は以下のように行います。 

 

 Windows の場合 

(1) java.exe コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(2) エクスプローラで本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

(3) iwp_afw\install ディレクトリへ移動します。 

(4) setup.jar をダブルクリックし起動します。 

(5) インストーラの画面が表示されます。 

(6) 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 

(7) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 

(8) インストールが開始されます。 

 

 UNIX 系 OS の場合 

(1) java コマンドにパスが通っていることを確認します。 

(2) コンソール画面で本製品の CD-ROM があるディレクトリに移動します。 

(3) iwp_afw/install ディレクトリへ移動します。 

(4) コンソールから java – jar ./setup.jar と入力します。 

(5) インストーラの画面が表示されます。 

(6) 画面の設定項目を設定して、[Next]ボタンを押します。以下同様 

(7) 最後に設定項目一覧が表示されます。その設定でよろしければ[OK]ボタンを押します。 

（間違っていた場合は、[Prev]ボタンで戻り、設定し直してください） 

(8) インストールが開始されます。 

 

なお、Solaris および Linux などの UNIX 系 OS では、Xwindow が起動しているマシンでインストールする場

合だけ、インストーラのウィンドウが表示されます。 

Xwindow が起動していない場合、コンソールでの対話形式でインストールを行います。 

 

強制的に対話形式でインストールを行うには、インストーラの起動コマンド末尾に「-con」を追加してください。 

例 ： java -jar ./setup.jar -con 
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3.2.2 クイックインストール 

IWP をスタンドアロン環境（サーバ一台で運用）でインストールする方法を説明します。 

 

この章で説明するマシン構成は、下記の状況を想定してインストールする場合の <例> となっています。 

■ OS ： Windows 

■ サーバモジュールの文字コード ： Windows-31J 

■ ウェブブラウザへ送信する文字コード ： Windows-31J 

■ 製品の種類 ： IWP(Resin) Standard 

 

他の OS にインストールする場合は、OS に合わせて各文字コードを選択してください。 

（ただし、多言語環境を構築する際は、 「サーバモジュールの文字コード」、および、「ウェブブラウザへ送信する

文字コード」に「UTF-8」を選択してください。） 

 

※ intra-mart では、各サーバモジュール群を分散した環境にインストールすることで、 

拡張性に優れた構成をとることもできます。 

分散環境でのインストール方法については、別冊 「インストール・ガイド」 をご覧ください。 
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3.2.2.1.1 マシン構成 

 スタンドアロン環境(サーバを 1 台で運用) 

Server Manager、Service Platform（全サービス）を 同じサーバ内で運用します。 

Application Runtime に内包されている intra-mart HttpServer を利用して運用します。 

intra-mart HttpServer を利用しているので、Web Server Connector は必要ありません。 

サーバに すべてのサーバモジュールをインストールします。 

 

クライアント
（ブラウザ）

・Service Platform（HttpServer、全サービス）[8080] 
＋  Server Manager[49152]

サーバ１
１９２．１６８．０．１（例）

[ ]内はポート番号
＋は同サーバ内で運用

 

 

3.2.2.1.1.1 サーバ１へのインストール 

 すべてのサーバモジュールをインストールします 

(1) インストーラを起動します。 （詳しくは 3.2.1 インストーラの起動と操作 を参照） 

(2) 以下の手順でインストールを進めます。 (以下の例は Windows、Standard 版で説明しています) 

手順 入力 

製品を選択してください 

( 1:intra-mart WebPlatform (Resin)  2:intra-mart WebPlatform (JBoss)  

3:intra-mart AppFramework       4:intra-mart DebugServer )? 

1 

製品の種類を選択してください 

(1:Standard 版 2:Advanced 版 2:Enterprise 版)? 
1 

サーバモジュールをインストール(ｙ/n)? ｙ 

ウェブサーバコネクタをインストール(ｙ/n)? ｎ 

IM-Administrator をインストール(y/n)? ｙ 

JDK のホームディレクトリを入力してください パスをフルパスで入力してください 

インストール先を入力してください パスをフルパスで入力してください 

(この場所を%im_path%と表現します) 

サーバモジュールの構成を選択してください 

(1:スタンドアロン環境を構築 2:分散環境を構築)? 
1 

HTTP サーバの構成を選択してください 

 (1:intra-mart HTTP サーバを使用する 2:ウェブサーバコネクタを使用する)? 
1 

サーバモジュールの文字コードを選択してください 

(1:Windows-31J 2:Shift_JIS 3:EUC-JP 4:UTF-8 )? 
1（※5） 

ウェブブラウザへ送信する文字コードを選択してください 

(1:Windows-31J 2:Shift_JIS 3:EUC-JP 4:UTF-8 )? 
1（※5） 

このホストのアドレスを入力してください 192.168.0.1 （※1） 

HTTP サーバが使用するポート番号を入力してください 8080 （※4） 

Server Manager が使用するポート番号を入力してください 49152 

Service Platform の ID を入力してください APP:192.168.0.1:8080 （※2） 

Application Runtime の URL を入力してください http://192.168.108.1:8080/imart/HTTP

ActionEventListener 

Service Platform の初期ヒープサイズ (-Xms) [MB] (例：64) 64 

Service Platform の最大ヒープサイズ (-Xmx) [MB] (例：128) 128 

サンプルをインストール(y/n)? ｎ 

以下のスタートメニューに登録します intra-mart WebPlatform Ver6.1 

この構成でよろしいですか(y/n)? ｙ 

Advanced 版、Enterprise 版 をインストールする場合は、インストールを行う製品の種類で 「2：Advanced 版」また

は「3：Enterprise 版」 を選択してください。 

（※1）、（※2）、（※4）、（※5） の詳細については、 「3.2.2.2 注意事項」 を参照してください。 
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3.2.2.2 注意事項 

インストールの際に必要となる、入力項目の注意点を説明します。 

 

（※1） Server Manager または Service Platform のアドレスを入力する項目では、 

      必ず マシンの IP アドレス を入力してください。 

      「localhost」 と入力してしまうと、intra-mart は動作しません。 

  （例） 192.168.0.2 

 

（※2） Service Platform の ID とは、intra-mart のサーバをユニークに判定するための ID です。 

      必ず他の Service Platform と 異なる ID を指定してください。 

      重複した ID を指定してしまうと、intra-mart は正しく運用できません。 

      また、intra-mart Administrator の表示用にも使用されます。 

      入力可能な文字列は 半角英数字 と、「_（アンダースコア）」、「:（コロン）」、「.（ドット）」 のみです。 

 

      マシン構成の例では Service Platform の ID に［IP アドレス：ポート番号］ を指定しています。 

       （例） Service Platform をインストールした IP アドレス： 192.168.0.2 

            Service Platform をインストールした ポート番号： 49150 

            のとき、 

    Service Platform の ID ：  192.168.0.2:49150 

 

（※3） Application Runtime の URL は、ウェブサーバコネクタの設定に合わせて IP アドレスとポート番号の部

分だけを変更してください。 

 ただし、クイックインストールでは、スタンドアロン環境、かつ、ウェブサーバとして intra-mart HttpServer を

利用するので、通常は変更の必要はありません。 

 詳しくは、別冊「インストール・ガイド」を参照してください。 

 

（※4） Oracle10g を標準でインストールすると、ポート番号「8080」 を使用してしまうため、 

Application Runtime（Standalone 型時も含む） を同じコンピュータにインストールした場合に、ネットワーク

のポート設定が衝突してサーバが起動できないことがあります。 

インストールを行う際は、ポート番号が重複しないように、設定には十分注意してください。 

 

 

（※5） 多言語環境を構築する際は、 「サーバモジュールの文字コード」、および、「ウェブブラウザへ送信する文

字コード」に「UTF-8」を選択してください。 

 



 3 インストール

 

3.2.3 ライセンス登録について 

以下の手順でライセンスの登録を行ってください。 

※ 試用版としてご利用の場合は、ライセンスを登録する必要はありません。 

 

ライセンスの登録後は、全てのサーバの再起動が必要です。 

Server Manager をインストールしたディレクトリを <%im_path%> とします。 

(1) <%im_path%>/bin/tools に移動して、以下のコマンドを実行します。 

（この際、Server Manager は停止させてください。） 

Windowｓの場合  ： licedit.bat 

UNIX の場合    ： licedit.sh 

 

(2) ライセンスツールが起動し、ライセンス登録用メニューが表示されます。 

  

 

(3) メニューから[2]を入力して、ライセンスキーを登録します。 

 正常に登録されると、登録されたライセンスが表示されます。 

(4) ライセンスの状態を参照するには、メニューから[1]を入力します。 

(5) ライセンスキーの削除を行うには、メニューから[3]を入力します。 

登録済みのライセンスキーが表示されるので、削除するライセンスキーの番号を入力してください。 

(6) ライセンスツールを終了するには、メニューから[4]を入力します。 

(7) 全てのサーバを再起動してください。 

 

以上で、インストール後のライセンス登録は終了です。 
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3.3 データベース接続の設定 
intra-mart はデータベースに JDBC 経由で接続します。 

データベースに関する各設定、および、データベースへの接続に関する注意点は、本製品に付属のリリースノー

トに記載されている制限事項をお読みください。 

 

3.3.1 準備 

本製品が接続するためのアカウントをデータベース側に準備しておいてください。 

また、本製品がデータを保存するために利用する表領域を十分に確保しておいてください。 

※ Oracle 利用時の注意点 

CREATE VIEW 権限 が付与されていることを確認してください。 

Oracle Database 10g Release 2 では、CONNECT ロールには CREATE SESSION 権限の

みが付与され、関連する他の権限は付与されておりません。そのため、CREATE VIEW 権

限は明示的に付与する必要があります。 

Oracle10gでの表領域およびユーザ登録方法の例を、「付録B Oracle10gでの表領域、およ

びユーザの作成方法 （42ページ）」 にて説明しています。あわせて、ご参照ください。 

  

※ Microsoft SQL Server 利用時の注意点 

照合順序を設定し、大文字・小文字を区別する設定でデータベースを作成することを推奨し

ます。 

ま た 、 文 字 コ ー ド を  「 UNICODE 」  で 運 用 し て い る 場 合 、 <% Storage  Service の

root %>/system/basic/ 配 下  にある SQL フ ァ イ ル 内のカ ラ ム 型  「 VARCHAR 」  を 

「NVARCHAR」 に変更してください。 

  

※ DB2 利用時の注意点 

<% Storage Service の root %>/bpw/database/ にある、 db2_extention.sql を 

DB に対して実行してください。 

すでにページサイズが 32k 以上の表スペースを作成済みの場合には必要ありません。 

 

この sql ファイルでは C:\imartdb2\db2file を作成します。 

 

すでにこのファイルを使用した表スペースを作成している場合や環境に応じて書き換えて下

さい。 

また DB2 接続に使用するユーザで実行する必要があります。 

（上記は Windows の場合です。他の OS を使用される場合には、作成されるファイルのパス

(例では[C:\imartdb2\db2file]) を適宜編集してください） 

  

※ PostgreSQL 利用時の注意点 

弊社では、文字エンコーディングを「UNICODE」に設定したデータベースでのみ動作試験を

行っております。 
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3.3.2  JDBCドライバのインストール 

ご利用になるデータベースの JDBC ドライバファイルを<%im_path%>/lib ディレクトリにコピーしてください。 

  

データベース JDBC ドライバファイル名 JDBC ドライバ配布サイト 

Oracle 10g ojdbc14.jar 
http://otn.oracle.co.jp/software/tech/java/jdbc
/index.html 

Microsoft 
SQL Server 
2000 

msbase.jar 
mssqlserver.jar 
msutil.jar 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx
?FamilyID=9f1874b6-f8e1-4bd6-947c-0fc5bf05bf71&
DisplayLang=ja 

Microsoft 
SQL Server 
2005 

sqljdbc.jar 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx
?FamilyID=6d483869-816a-44cb-9787-a866235efc7c&
DisplayLang=ja 

DB2 9 
db2jcc.jar 
db2jcc_javax.jar 
db2jcc_license_cu.jar 

DB2 に付属の JDBC ドライバをご利用ください。 

PostgreSQL 
8.2 

postgresql-8.2-xxx.jdb
c3.jar 

http://jdbc.postgresql.org/download.html 

※ 上記サイトの URL は 2007 年 7 月 31 日現在の URL です。 

※ 弊社にて動作確認を行ったバージョン等の詳細は、本製品に付属の「リリースノート」を参照してください。 
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3.3.3 http.xmlの設定  

<%im_path%>/conf/http.xml を編集します。 

http.xmlの resin/serverタグの中の <database>タグを、ご利用のデータベースに合わせて設定してく

ださい。（http.xml の 180 行目付近から設定のサンプルがあります） 

 

■  Oracle の場合 

<database> 

  <jndi-name><%データソース参照名%></jndi-name> 

  <driver> 

    <type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</type> 

    <url>jdbc:oracle:thin:@<%Oraclelのアドレス%>:<%ポート番号%>:<%インスタンス名%></url>

    <user>DB 接続ユーザ名</user> 

    <password>DB 接続ユーザのパスワード</password> 

  </driver> 

  <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

  <max-connections>20</max-connections> 

  <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 

 

■  IBM DB2 (Type4 JDBC ドライバ) の場合 

<database> 

  <jndi-name><%データソース参照名%></jndi-name> 

  <driver> 

    <type>com.ibm.db2.jcc.DB2Driver</type> 

    <url>jdbc:db2://<%DB2 のアドレス%>:<%ポート番号%>/<%DB2 のデータベース名%></url> 

    <user>DB 接続ユーザ名</user> 

    <password>DB 接続ユーザのパスワード</password> 

  </driver> 

  <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

  <max-connections>20</max-connections> 

  <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 
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■  Microsoft SQL Server 2000 の場合 

<database> 

  <jndi-name><%データソース参照名%></jndi-name> 

  <driver> 

    <type>com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</type> 

    <url>jdbc:microsoft:sqlserver://<%SQL Server の ア ド レ ス %>:<% ポ ー ト 番

号%>;DatabaseName=<%データベース名%></url> 

    <user>DB 接続ユーザ名</user> 

    <password>DB 接続ユーザのパスワード</password> 

    <init-param> 

      <param-name>SelectMethod</param-name> 

      <param-value>Cursor</param-value> 

    </init-param> 

  </driver> 

  <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

  <max-connections>20</max-connections> 

  <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 

 

■  Microsoft SQL Server 2005 の場合 

<database> 

  <jndi-name><%データソース参照名%></jndi-name> 

  <driver> 

    <type>com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver</type> 

    <url>jdbc:sqlserver://<%SQL Server のアドレス%>:<%ポート番号%>;DatabaseName=<%データ

ベース名%></url> 

    <user>DB 接続ユーザ名</user> 

    <password>DB 接続ユーザのパスワード</password> 

    <init-param> 

      <param-name>SelectMethod</param-name> 

      <param-value>cursor</param-value> 

    </init-param> 

  </driver> 

  <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

  <max-connections>20</max-connections> 

  <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 

 

■  PostgreSQL の場合 

<database> 

  <jndi-name><%データソース参照名%></jndi-name> 

  <driver> 

    <type>org.postgresql.Driver</type> 

    <url>jdbc:postgresql://<%PostgreSQL のアドレス%>:<%ポート番号%>/<%データベ

ース名%></url> 

    <user>DB 接続ユーザ名</user> 

    <password>DB 接続ユーザのパスワード</password> 

  </driver> 

  <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

  <max-connections>20</max-connections> 

  <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 
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3.3.4 data-source.xmlの設定 

<%im_path%>/conf/data-source.xml を編集します。 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<data-source> 

 

    <system-data-source> 

        <connect-id>default</connect-id> 

        <resource-ref-name>java:comp/env/<%データソース参照名%></resource-ref-name> 

    </system-data-source> 

 

    <group-data-source> 

        <login-group-id>default</login-group-id> 

        <resource-ref-name>java:comp/env/<%データソース参照名%></resource-ref-name> 

    </group-data-source> 

 

</data-source> 

 

 

 

 例 ： 「3.3.3 http.xmlの設定」で設定したデータソース参照名が “jdbc/sample” の場合 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<data-source> 

 

    <system-data-source> 

        <connect-id>default</connect-id> 

        <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name> 

    </system-data-source> 

 

    <group-data-source> 

        <login-group-id>default</login-group-id> 

        <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name> 

    </group-data-source> 

 

</data-source> 
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3.4 JavaMailおよびJAF(Javabeans Activation Framework)について 
intra-mart で提供しているメール送信 API を利用するには、以下のライブラリが必要です。 

 

 JavaMail 1.2 

 JAF( Javabeans Activation Framework ) 1.0.1 

 

intra-mart をインストールすると、上記のライブラリもインストールされます。intra-mart の使用は、上記のライセ

ンスにも同意したものとします。これらの条項に同意できない場合は、それらすべての JAR ファイルを削除し

てください。 

 

最新モジュールは下記 URL よりダウンロードすることが出来ます。 （2007 年 7 月 31 日現在） 

JavaMail http://java.sun.com/products/javamail/index.jsp 

JAF http://java.sun.com/products/javabeans/jaf/downloads/index.html 

 

 

解凍後のライブラリを以下のディレクトリにコピーします。ラウンドロビンを行う場合は、すべての Application 

Runtime がインストールされている Service Platform にコピーしてください。 

 

<% Application Runtime の root %>/doc/imart/WEB-INF/lib/ 

 activation.jar 

 imap.jar 

 mail.jar 

 mailapi.jar 

 pop3.jar 

 smtp.jar 
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4 起動と停止 

4.1 起動と停止の順番について 
intra-mart を利用するには、２つのサーバ（Server Manager、Service Platform）を起動します。 

 

起動順を守らなくてもサーバ動作に支障はありませんが、Application Runtime が動作する Service Platform 起動

時に、ネットワークエラーが発生することがあります（ネットワークエラーがエラーログに記録されます）。 

 

 サーバの起動順 （推奨） 

(1) Server Manager 

(2) Service Platform 

 

 サーバの停止順 （推奨） 

(1) Service Platform 

(2) Server Manager 

4.2 Windowsの場合 

4.2.1 スタートメニューから起動させる場合 

Windows でインストールを行うと、コマンドプロンプトでサーバを起動するメニューが追加されます。 

 [スタートメニュー]-[プログラム]-[intra-mart WebPlatform Ver6.1] の 

    intra-mart Server Manager 

    intra-mart Service Platform 

 

Server Manager は、コマンドプロンプト上に[Server-Manager started offer of service] というメッセージ、 

Service Platform は、コマンドプロンプト上に [Service-Platform started offer of service] というメッセージが表示

されれば起動完了です。 

 

停止させるときは、コマンドプロンプト上で ［Ctrl+C］ キーを押してください。 

 

4.2.2 バッチファイルから起動させる場合 

各サーバの起動メニューの実体は、以下のバッチファイルです。 

以下のバッチファイルを実行し、サーバを起動してください。 

 

Server Manager ： <%im_path%>\bin\manager.bat 

Service Platform ： <%im_path%>\bin\server.bat 

 

本製品では、各.bat ファイルを編集する必要はありませんが 

各サーバの起動コマンドを変更したい場合は、各サーバ用の.bat ファイルを編集してください。 
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4.3 UNIX系OSの場合 

4.3.1 Server Manager の起動と停止 

シェルを起動します。 

<%im_path%>/bin に移動して、以下のコマンドを実行します。 

 

manager.sh   ↵  

 

コマンドプロンプト上に [Server-Manager started offer of service] というメッセージが表示されれば 

起動完了です。 

※ システムログの出力を有効にしているときのみ表示されます（デフォルトは有効）。 

 

（注意） インストール時に用意されている 起動コマンドファイル（manager.sh） はサンプルです。 

環境に合わせて内容を変更する必要があります。 

 

停止させるときは、シェル上で ［Ctrl+C］ キーを押してください。 

 

 

4.3.2 Service Platform の起動と停止 

シェルを起動します。 

<%im_path%>/bin に移動して、以下のコマンドを実行します。 

 

server.sh   ↵  

 

コマンドプロンプト上に [Service-Platform started offer of service] というメッセージが表示されれば 

起動完了です。 

※ システムログの出力を有効にしているときのみ表示されます（デフォルトは有効）。 

 

（注意） インストール時に用意されている 起動コマンドファイル（server.sh） はサンプルです。 

環境に合わせて内容を変更する必要があります。 

 

停止させるときは、シェル上で ［Ctrl+C］ キーを押してください。 
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5 intra-mart へのログイン 

intra-mart Ver6.1 では、共同で利用するそれぞれのグループを「ログイングループ」、その管理者を「ログイング 

ループ管理者」と呼んでいます。そして、これら「ログイングループ」や「ログイングループ管理者」を統括 

管理するのが「システム管理者」です。 

 

 

 

本章では、ログイングループ管理者で intra-mart にログインするまでの手順を説明します。 

(1) システム管理者でログイン 

(詳細は「5.1 システム管理者でログイン」を参照) 

(2) ログイングループの作成 

(詳細は「5.2 ログイングループの作成」を参照) 

(3) 初期データインポート 

(詳細は「5.3 初期データインポート」を参照) 

(4) ログイングループ管理者でログイン 

(詳細は「5.4 ログイングループ管理者でログイン」を参照) 

 

 intra-mart の理解をさらに深めるため、本製品に付属の以下のドキュメントをご参照ください。 

 チュートリアルガイド 

 アドミニストレータ・ガイド 

 プログラミング・ガイド
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5.1 システム管理者でログイン 
システム管理者は、以下の手順に従って intra-mart にログインします。 

 

(1) ブラウザから、以下のような URL を発行します。 

http:// ホスト名:ポート番号 / エイリアス名 / system.admin 

（例） http://hostname:8080/imart/system.admin 

 

(2) ログイン画面で、ユーザ名とパスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリックします。 

    

 

  インストール直後のシステム管理者のユーザ名とパスワードは次のようになっています。 

ユーザ名 system 

パスワード manager 

    

  ログイン後、以下の画面が表示されます。 
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5.2 ログイングループの作成 
(1) [ログイングループ設定] メニューを選択します。 

  

 

以下の画面が表示されます。 

 

 

(2) [新規登録]アイコンをクリックします。 
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(3) 「ログイングループＩＤ」を入力します。 

ログイングループＩＤは、<% Server Manager の root %>/conf/data-source.xml の 

data-source/group-data-source/login-group-id の設定と同じＩＤを設定します。 

 

ここでは、「default」 と入力します。 

  

 

(4) 「ログイングループライセンス数」を入力します。 

  

 

(5) [ログイングループ管理者]タブをクリックします。 
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  以下の画面が表示されます。 

   

 

 

(6) 「ユーザＩＤ」、「パスワード」、「パスワード（確認）」 を入力します。 

ここでは、ユーザＩＤ と パスワードに 「groupmaster」 と入力します。 

  

 

(7) [登録]ボタンをクリックします。 
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(8) [OK]ボタンをクリックします。 

 

 

以下の画面が表示されれば、ログイングループの登録は完了です。 
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5.3 初期データインポート 
(1) [ライセンス]メニューを選択します。 

  

 

 

以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

(2) [初期データインポート]欄のコンボボックスで、インポート対象のログイングループを選択します。 

ここでは、「default」を選択します。 
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(3) [インポート]ボタンをクリックします。 

  

 

以下の画面が表示されたら、初期データインポートは完了です。 
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5.4 ログイングループ管理者でログイン 
ログイングループ管理者は、以下の手順に従って intra-mart にログインします。 

 

(1) ブラウザから、以下のような URL を発行します。 

http:// ホスト名:ポート番号 / エイリアス名 / ログイングループＩＤ.manager 

（例） http://hostname:8080/imart/default.manager 

 

(2) ログイン画面で、ユーザ名とパスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリックします。 

 ここでは、「5.2 ログイングループの作成 (6)」で設定した、 

 ログイングループ管理者のユーザ名とパスワードを入力します。 

    

    

 

  ログイン後、以下の画面が表示されます。 
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 ユーザプログラムの作成 

 スクリプト開発モデルの場合 

Resource Service をインストールしたディレクトリ <%im_path%>/pages/src 以下に 

.html ファイルと .js ファイルを作成し、 

メニュー設定画面 （ログイングループ管理者の[ログイングループ管理]-[メニュー]-[メニュー設

定]） にて登録して下さい。 

 

 JavaEE 開発モデルの場合 

Application Runtime をインストールしたディレクトリ 

<%im_path%>/doc/imart 以下に JSP ファイルを作成してください。 

<%im_path%>/doc/imart/WEB-INF/classes 以下に servlet、その他の Java のクラス、 

<%im_path%>/doc/imart/WEB-INF/lib 以下に jar ファイルを作成してください。 

…/classes または…/lib 以下に置いたファイルは自動的にクラスパスに追加されます。 

 

※ 詳しくは別冊「プログラミング・ガイド（スクリプト開発モデル）」、および、 

「プログラミング・ガイド（JavaEE 開発モデル）」をご覧下さい。 
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6 サンプルデータの投入 

 

intra-mart へサンプルデータをインストールすると、利用方法のイメージ理解がさらに進みます。 

6.1 注意 
サンプルデータを投入するには、インストール時に「サンプルをインストール」を選択する必要があります。 

また、サンプルデータは、データが何もない状態で投入して下さい。 

(本製品をインストール直後、またはログイングループ作成直後) 

 

運用を開始した後にサンプルデータを投入すると、データが壊れてしまう可能性があります。 

運用を開始した後にサンプルデータを投入する場合は、サンプル用に新たなログイングループを作成する、 

または、別な環境に本製品をインストールしてから、そこにサンプルデータを投入して下さい。 

 

6.2 インストール時の設定 
サンプルデータを投入する場合、 

intra-mart をインストールする際に「サンプルをインストール」 を選択してください。 
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6.3 サンプルデータ・インポート 
※ サンプルデータは 必要な場合にのみ インストールを行ってください。 

   サンプルには、ログインユーザ、ロール、組織、ワークフロー等のデモデータが含まれます。 

 

(1) システム管理者で intra-mart へログインします。 

(2) メニューの [ライセンス]画面で、インポート対象のログイングループを選択後、 

[インポート]ボタンを押しサンプルデータを投入します。 

  

  

(3) これにより、サンプルアプリケーションが動作可能になります。 

 

※ サンプルアプリケーションの詳細は、別冊 「プログラミング・ガイド－スクリプト開発モデル編」 の第 3 章 およ

び、別冊 「プログラミング・ガイド－JavaEE 開発モデル編」 の第 3 章 をご覧ください。 

プト開発モデル編」 の第 3 章 およ

び、別冊 「プログラミング・ガイド－JavaEE 開発モデル編」 の第 3 章 をご覧ください。 
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7 管理ツール intra-mart Administrator の

利用 

intra-mart Administrator はサーバモジュールを運用しているコンピュータ以外でもリモートで運用を管理すること

ができます。 

※ 詳しくはマニュアル（アドミニストレータ・ガイド）を参照してください。 

 

7.1 intra-mart Administratorの起動 

7.1.1 Windowsの場合 

intra-mart Administrator をインストールしたコンピュータで実行します。 

Windows でインストールを行うと、コマンドプロンプトで起動するメニューが追加されます。 

 

 [スタートメニュー]-[プログラム]-[intra-mart WebPlatform Ver6.1]-[Admin Tools] の 

    intra-mart Administrator 

 

起動メニューの実体は、以下のバッチファイルです。 

intra-mart Administrator ： <%im_path%>/bin/admin.bat 

 

起動時にログイン画面が表示されます。 

 

 

サーバホスト Server Manager をインストールしたコンピュータのアドレスを指定 

サーバポート Server Manager のポート番号（デフォルト：49152） 

パスワード intramart （初期設定） 

でログインできます。 

パスワードは、ログイン後、メニューから任意に変更してください。 

 

 

 



 7 管理ツール intra-mart Administrator の利用

 

 

7.1.2 UNIX系OSの場合 

Xwindow が起動しているマシンでのみ利用できます。 

intra-mart Administrator をインストールしたコンピュータで実行します 

 

別のシェルを起動します。 

<%im_path%>/bin に移動して、以下のコマンドを実行します。 

 

admin.sh   ↵  

 

起動時にログイン画面が表示されます。 

 

サーバホスト Server Manager をインストールしたコンピュータのアドレスを指定 

サーバポート Server Manager のポート番号（デフォルト：49152） 

パスワード intramart （初期設定） 

でログインできます。 

パスワードは、ログイン後、メニューから任意に変更してください。 
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8 アンインストール 

8.1 コマンドプロンプトで動作させている場合 
起動している場合は、Ctrl＋C キーで停止させます。 

インストールしたディレクトリ <%im_path%> を削除します。 

 

intra-mart が利用していたデータベースを初期化します。 

（ユーザが作成したテーブルやビュー等がある場合は、データベースの初期化の前にバックアップを行ってくださ

い） 

 

8.2 Windowsの場合 
Windows のスタートメニューに登録されている、intra-mart の起動メニューを削除します。 

 

以下のディレクトリを削除して下さい。 

C:\Documents and Settings\<%インストールした時のユーザ ID%>\スタート メニュー\プログラム

\intra-mart WebPlatform Ver6.1 

 

※ 上記の説明では、IWP をデフォルト値でインストールした場合のディレクトリを示しています。 

※ AFW をインストールした場合や、 IWP および AFW のインストールでスタートメニューの登録名を変更した場

合は、ディレクトリの場所も異なります。 

 



 9 付録 A インストールトラブルシューティング

 

 

9 付録 A インストールトラブルシューティン

グ 

インストール時のトラブルシューティングは、 

別冊 「intra-mart WebPlatform/AppFramework ver6.1 エラーガイド」 に記載されています。 

以下の注意事項とあわせてご参照ください。 

9.1 注意事項 
画面の動作が不安定なときは、ブラウザのキャッシュをクリアした後、サーバのドキュメントと毎回比較するように設

定し、ブラウザを再起動してください。 

上記以外に該当しない理由においても、インストール後、ログイン画面等が正常に表示等されない場合について

は、インストールならびに、適切な設定がされていない可能性がありますので、下記点についてご確認ください。 

 

 起動時における % [Application Runtime]パス % /log/platform/system.log ファイルに、 

 起動情報が出力されます。→根本原因と関連するエラーメッセージ等は出力されていないか？ 

 インストール先のディレクトリが、他の[各 Sevice]インストール先と重複していないか？ 

 [Application Runtime]の起動に時間を要している。 

→IM-Administrator ツールにて、サーバの起動状態をご確認ください。 

 [各 Sevice]の他、[ServerManager]をインストール、起動されているか？ 

 他社製品等で、既に IP アドレスならびに、ポート番号が使用（Listen Port）されていないか？ 

 各設定の IP アドレス、ポート番号に相違設定がないか？ 

 

 
以上を確認しても問題が回避されないようであれば、根本的なインストール、設定等が不適切である可能性があり

ます。該当バージョンについては、たいへんデリケートな製品となっておりますので、 

再インストールを行っていただく方が迅速に対応可能な場合もあります。ご検討ください。 
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10 付録 B Oracle10g での表領域、およびユ

ーザの作成方法 

intra-mart を使用する場合、DBMS の使用が前提となり、intra-mart で DBMS として Oracle を使用する場合、最低、

intra-mart 専用のユーザと権限を付与する必要があります。 

以下、Oracle10g での表領域の作成、およびユーザ作成と権限付与の方法を記します。 

※  以下の手順は、トライアルや開発用で一時的に使用する場合の方法で、一般業務等で使用する場合は、 

別途表領域等の DB 容量見積もりを行った上で、テーブルスペース等の設定を行ってください。 

 

10.1 表領域の作成 
ユーザが固有に作成するデータを格納するための表領域を作成します。 

(1) ORACLE 10g Enterprise Manager のログイン画面を表示し、 管理者権限で DB に接続します。 

  接続先の URL 例 「http://localhost:5500/em」 

  

 

(2) [管理]タブの[表領域]リンクをクリックします。 
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(3) [作成]ボタンをクリックします。 

  

 

(4) [名前]に表領域名を入力し、[追加]ボタンをクリックします。 
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(5) ファイルディレクトリ、サイズ等を設定し、[続行]ボタンを押します。 

  

 

 

(6) [OK]ボタンを押します。 

  

 

 

「オブジェクトは正常に作成されました」と表示されれば成功です。 

 

詳しくは、Oracle Enterprise Manager Online Help の「表領域の作成、編集、削除」トピックを参照してください。 

 



 10 付録 B Oracle10g での表領域、およびユーザの作成方法

 

10.2 ユーザの作成 
intra-mart で使用する Oracle ユーザを作成します。 

(1) ORACLE 10g Enterprise Manager のログイン画面を表示し、 管理者権限で DB に接続します。 

  接続先の URL 例 「http://localhost:5500/em」 

  

 

(2) [管理]タブの[ユーザー]リンクをクリックします。 
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(3) [作成]ボタンをクリックします。 

 

 

(4) 名前、パスワード、表領域等を設定し、[ロール]タブを選択します。 

 

 

(5) [変更]ボタンをクリックします。 
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(6) CONNECT ロールと RESOURCE ロールを与え、[OK]ボタンをクリックします。 

   

 

(7) [OK]ボタンをクリックします。 

   

 

 「オブジェクトは正常に作成されました」と表示されれば成功です。 

 

 詳しくは、Oracle Enterprise Manager Online Help の「データベース・ユーザーの作成、編集、削除」トピッ

クを参照してください。 
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10.2.1 Oracle Database 10g Release2 の場合 

intra-mart を利用するには、CREATE VIEW 権限が必要です。 

Oracle Database 10g Release 2 の場合、CONNECT ロールには CREATE SESSION 権限のみが付与され、関

連する他の権限は付与されておりません。そのため、CREATE VIEW 権限を明示的に付与する必要があります。 

 

(1) CREATE VIEW 権限を付与するユーザを指定し、[編集]ボタンをクリックします。 

  

 

(2) [システム権限]タブを選択します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

Page 48 Copyright 2000-2009 (株)NTT データイントラマート All rights Reserved.

 



 10 付録 B Oracle10g での表領域、およびユーザの作成方法

 

 

(3) [リストを編集]ボタンをクリックします。 

 

 

(4) CREATE VIEW 権限を与え、[OK]ボタンをクリックします。 
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(5) [適用]ボタンをクリックします。 

 

 

「ユーザー XXXX は正常に変更されました」 と表示されれば成功です。 
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