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1 本書の目的 
本書は intra-mart開発者が intra-mart Microsoft® Office連携ワークフローソリューションに必要な機能を導入する

ことを支援します。 
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2 セットアップ手順 

2.1 Webサービスモジュールの配置 
「%WEBMODULE_ROOT%/imart/doc/imart/WEB-INF/lib/im_bpw-webservice.jar」ファイルを、IWP インストー

ルディレクトリ（以下、%IM_HOME%）「%IM_HOME%/doc/imart/WEB-INF/lib/」に配置します。 

2.2 aarファイルの配置 
「%WEBMODULE_ROOT%/imart/doc/imart/WEB-INF/services」配下の aar ファイルを、 

「%IM_HOME%/doc/imart/WEB-INF/services/」に配置します。 

 ApproveService.aar 

 BusinessDataService.aar 

 CompanyManagerService.aar 

 DraftListService.aar 

 DraftService.aar 

 ProcessService.aar 

 TaskInfoService.aar 

 TaskListService.aar 

 WFInformationService.aar 

 WFShortCutUrlService.aar 

2.3  
認証・認可機能の設定を行います。認証・認可機能の各種設定 

は、%IM_HOME%/doc/imart/WEB-INF/conf/axis2.xml で行います。 

設定は、parameter 名「jp.co.intra_mart.foundation.web_service」の子要素として記述します。 

以下の内容を axis2.xml に追加します 

 
        <authModule class="jp.co.intra_mart.bpw.webservice.auth.WSAuthModule4MOSSNTLM"> 

            <domainName> domainName </domainName> 

        </authModule> 

 
ドメインが example.com の場合の設定例を示します。 

 
<axisconfig name="AxisJava2.0"> 

<!-- =================================================  

 --> 

<!-- Parameters for intra-mart  

 --> 

<!-- =================================================  

 --> 

<parameter name="jp.co.intra_mart.foundation.web_service"> 

 <enablePlainTextPassword>false</enablePlainTextPassword> 

<authModule class="jp.co.intra_mart.foundation.web_service.auth.impl.WSAuthModule4WSSE"> 

 <expire>300</expire> 

 </authModule> 

<authModule class="jp.co.intra_mart.foundation.web_service.auth.impl.WSAuthModule4BPMS"> 

 <expire>0</expire> 

 <usernameSeparator>\</usernameSeparator> 

 </authModule> 

 <authModule class="jp.co.intra_mart.foundation.web_service.auth.impl.WSAuthModule4PlainTextPassword"/> 

<authModule class="jp.co.intra_mart.bpw.webservice.auth.WSAuthModule4MOSSNTLM"> 
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 <domainName>example</domainName> 

 </authModule> 

 <enableAuthentication>true</enableAuthentication> 

 <enableAuthorization>true</enableAuthorization> 

 <showSoapFaultDetail>true</showSoapFaultDetail> 

 <wsUserInfoArgumentName>wsUserInfo</wsUserInfoArgumentName> 

 </parameter> 

<listener class="jp.co.intra_mart.foundation.web_service.axis2.observers.EngageModuleAxisObserver"> 

<parameter name="engageModule"> 

<module ref="im_ws_auth"> 

<!-- <service>ExampleWebServiceName</service>  

 --> 

 </module> 

 </parameter> 

 </listener> 

 

2.4 bpw_webservice-configの配置と編集 
「%WEBMODULE_ROOT%imart¥doc¥imart¥WEB-INF¥classes¥bpw_webservice-config.properties」ファイルを

「%IM_HOME%¥doc¥imart¥WEB-INF¥classes」に配置します。 

 
bpw_webservice-config.properties の設定例を示します。 

 
web_service_auth_type=MOSSNTLM 

protocol=http 

server_name=localhost 

server_port=80 

web_app_id=/imart 

short_cut_url_auth_type=false 

short_cut_url_valid_days=1 

 
プロトコル protocol http 
サーバ名 server_name Localhost 
サーバポート server_port 80 
アプリケーション id web_app_id /imart 
ショートカット URL の認証 short_cut_url_auth_type 無効(ログイン画面を表示しない) 
ショートカット URL の有効期日日数 short_cut_url_valid_days 1 日 

 

2.5 スクリプト開発モデルモジュールの配置 
「%WEBMODULE_ROOT%/imart/pages」配下のファイルを「%IM_HOME%/doc/imart/pages」に配置します。 

 
src 
└─system 
    └─security 
        ├─error 
        │      session_timeout_page.html 
        │ 
        └─user 
            │  main.html 
            │ 
            ├─600 
            │      main.html 
            │ 
            └─simple 
                    main.html 
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2.6 Webサービスのアクセス権設定 
「Web サービスプログラミングガイド」のアクセス権の設定に従い、設定した Web サービスのアクセス権を有効にし

ます。 

 

2.7 その他 
intra-mart Ver 7.1.0 と特定の環境の組み合わせにおいてエラーが発生する場合があります。 

2.7.1 ショートカットURLでセッションタイムアウトが発生する 
Web サービスを通じて取得した URL を呼出した場合セッションタイムアウトの画面が表示される場合があります。 

http.xml を修正することでこのエラーを回避する事が出来ます。 

 
以下に修正例を示します。 

 
      <session-config> 

        <session-timeout>10</session-timeout> 

        <session-max>4096</session-max> 

        <enable-cookies>false</enable-cookies> 

       <enable-url-rewriting>true</enable-url-rewriting> 

        <reuse-session-id>false</reuse-session-id> 

        <cookie-secure>false</cookie-secure> 

     </session-config> 

 
 本設定を行った場合、intra-mart の通常のログインを行った利用において、一部制約が発生します。 

2.7.2 B_BPMS_T_WORKFLOW_TASKテーブルが存在しない。 
intra-mart Ver 7.1.0 と一部のデータベースとの組み合わせにおいて「B_BPMS_T_WORKFLOW_TASK」テーブ

ルが存在しないとのエラーが発生する事があります。 

テーブル名、カラム名をすべて大文字にしてテーブルを再作成する事でエラーを回避する事が出来ます。 
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