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改訂情報

変更年月変更年月
日日 変更内容変更内容

2014-08-
01

初版

2014-09-
01

第2版　下記を追加しました

次の制限事項を追加
IM-Authz（認可）の（認可）の 対象者条件は、デフォルト組織セットのみを扱います。対象者条件は、デフォルト組織セットのみを扱います。
認証確認対象の認証確認対象のURLには、には、Ajaxでアクセスする前提のでアクセスする前提のURLは設定できません。は設定できません。
テナントのリソースにアクセスするためには、処理対象のテナントが特定されている必要があります。テナントのリソースにアクセスするためには、処理対象のテナントが特定されている必要があります。
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はじめに

本書の内容

本書では intra-mart Accel Platform のリリース内容について記載されています。

製品の利用対象

次の利用を対象としています。

intra-mart Accel Platform を利用したアプリケーション開発
intra-mart Accel Platform 上で動作するアプリケーションの利用

本書に記載されている外部サイトのURL

本書内で記載されている外部URLは、 2014年8月 現在のものとなります。

用語解説

intra-mart Accel Platform を 説明の都合上、一部 iAPと略している箇所があります。
intra-mart WebPlatform を iWP と略します。
intra-mart AppFramework を iAF と略します。

intra-mart Accel Platform 2014 Spring からの変更点

旧アップデート版の変更点

intra-mart Accel Platform 2013 Winter からから 2014 Spring の変更点の変更点

追加機能概要

基盤

二重ログイン機能
有効なセッションのユーザ一覧表示画面 を追加しました。
セッション無効化画面 を追加しました。

郵便番号検索機能（日本のみ）を追加しました。
UIコンポーネント

imuiCombobox を追加しました。
imuiColumnView を追加しました。

CSS Spriteジェネレータ（ユーザが画像を結合するためのツール）を追加しました。

テナント管理

iWP-iAP間のSSOモジュールを追加しました。
認可設定がExcelでエクスポート/インポートできる機能を追加しました。
リクエストに応じて統合Windows認証を行わないようにできる機能を追加しました。
ベースURLをリクエストに応じて変更できるAPIを公開しました。
サイトマップにメニューグループ単位で開閉できる機能を追加しました。

IM-Workflow

未完了案件もContentsSearchの検索機能を追加しました。
処理対象として設定可能な候補「組織とそのXXXX」を追加しました。
・組織とその上位組織全て
・組織とその上位組織全て＋役職
・組織とその上位組織全て＋ロール
・組織とその下位組織全て
・組織とその下位組織全て＋役職
・組織とその下位組織全て＋ロール
監査者に対する案件参照権限の設定を簡易化する機能を追加しました。
未完了案件、完了案件に対して参照者を一括で再展開する機能を追加しました。

ViewCreator
ViewCreator データ参照の個別インポート・エクスポート機能を追加しました。
データ参照の帳票出力機能を追加しました。
グラフ描画モジュールの差し替えの機能を追加しました。
CSV出力をJOB化しバッチジョブとして登録できる機能を追加しました。
カラムの表示順をドラッグ＆ドロップで入れ替え可能とする機能を追加しました。
データ参照をスクリプト開発モデルの（JSとHTML）として出力機能を追加しました。
データ参照の検索条件をコンボボックスとして表示可能とする機能を追加しました。
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システム要件

サーバ要件
Windows Server 2012 R2 Update 1 を追加しました。
Apache HTTP Server 2.4 を追加しました。
Resin 4.0.40 を追加しました。

クライアント要件
Windows 8 / 8.1 に Google Chrome 35 を追加しました。
Windows 8.1 → Windows 8.1 Update 1 に変更しました。
Firefox ESR 24 を追加しました。
Google Chrome 33 → 35 に変更しました。

検証済み環境

サーバ環境
Windows Server 2012 → Windows Server 2012 R2 Update 1 に変更しました。
Apache HTTP Server 2.2 → Apache HTTP Server 2.4 に変更しました。
Resin 4.0.40 を追加しました。

クライアント環境
Windows 8.1 → Windows 8.1 Update 1 に変更しました。
Firefox ESR 24.5 を追加しました。
Google Chrome 33 → 35 に変更しました。

サードパーティライブラリ

追加・変更
追加・変更されたサードパーティライブラリはありません。

除外
除外されたサードパーティライブラリはありません。

デザイン変更（共通 - 全テーマ共通、コンポーネント、CSSモジュール、テーマの組み合わせ含む）

デザイン変更した内容です。

【概要】

以下の改善と修正を行いました。

(1) imuiDropdown の高さがブラウザによって異なるのを改善しました。
(2) imuiColorPicker のテキストボックスとアイコンボタンの位置を改善しました。
(3) Internet Explorer 9 において、imuiDialog 、imuiConfirm 、imuiAlert のボタン右側に空白が表示されるのを改善
しました。
(4) imuiDialog の buttons 属性に「半角英字のみ」ボタンと「日本語」ボタンを並べると、

Internet Explorer で縦位置にずれが発生するのを改善しました。
(5) imuiButton に jQueryUI のアイコンと文字列を指定すると、表示が崩れないようにしました。
(6) Chrome 34 において input[type=”range”] の背景線が表示されないのを改善しました。

【詳細】

主な修正内容と注意点

(1) imuiDropdown の高さがブラウザによって異なるのを改善しました。
Chrome、Safari(Mac) では、高さ27pxです。
Internet Explorer 8〜11 、 Firefox ESR 24.5 では、高さ28pxです。
ツールバーに配置する事を考慮し、ツールバーの高さと同じ27pxに統一しました。

(2) imuiColorPicker のテキストボックスと色選択アイコンの位置を揃えました。
imuiColorPicker のテキストボックスの縦位置に比べて、色選択アイコンの縦位置が2px程度下にあります。
この位置を揃えます。

(3) Internet Explorer 9 において、imuiDialog 、imuiConfirm 、imuiAlert のボタン右側に空白が表示されるのを改善
しました。
同様に、imuiConfirm 、imuiAlert のボタン右側に空白が表示されるのを改善しました。
ボタン表示領域に、text-align:right; を指定します。

(4) imuiDialog の buttons 属性に、「半角英字のみ」ボタンと「日本語」ボタンを並べると、
Internet Explorer で縦位置にずれが発生するのを改善しました。
Internet Explorer のみで発生します。

「半角英字のみ」ボタンと「日本語」ボタンを並べた場合に発生します。
imuiDialog のボタン表示領域に配置するボタンに vertical-align:middle を指定します。

(5) imuiButtonにjQueryUIのアイコンと文字列を指定すると、表示が崩れないようにしました。

intra-mart Accel Platform 2014 Summer(Honoka)

5



UIButton.java で iconClass が指定された場合に出力する span タグに style=”display:inline-block” を指定しま
す。
これにより、imuiButton に iconClass を指定した場合、アイコンの span の display が inline-block になります。

(6) Chrome 34 においてinput[type=”range”]の背景線が表示されないのを改善しました。

制限事項

【追加された制限事項】【追加された制限事項】

共通
テナントのリソースにアクセスするためには、処理対象のテナントが特定されている必要があります。テナントのリソースにアクセスするためには、処理対象のテナントが特定されている必要があります。

セットアップ・環境構築
データベース内のスキーマを複数作成し、複数のテナントで利用することはできません。データベース内のスキーマを複数作成し、複数のテナントで利用することはできません。

クライアントブラウザ（共通）
imuiDialog の中にの中に script タグを記述すると、ロード時にタグを記述すると、ロード時に2度処理が呼ばれます。度処理が呼ばれます。
Internet Explorer 11、、Firefox ESR 24 においてにおいて input[type=”file”] のボタンにフォーカス時点線が表示されます。のボタンにフォーカス時点線が表示されます。
Internet Explorer 、、Firefox ESR 24 でで imuiFileUpload でタブ移動でファイル追加ボタンに移動した後に、タブをでタブ移動でファイル追加ボタンに移動した後に、タブを2度押さないとフォーカ度押さないとフォーカ
スが移動しません。スが移動しません。
modal オプションをオプションを true にしたダイアログの中で、さらににしたダイアログの中で、さらに modal オプションをオプションを true にしたダイアログを表示するとイベントの伝播が停止しにしたダイアログを表示するとイベントの伝播が停止し
ます。ます。
optgroup 属性に対し、属性に対し、CSS（スタイルシート）がブラウザによって指定できません。（スタイルシート）がブラウザによって指定できません。
imuiTabItem の表示領域がの表示領域が iframe で生成した要素の場合、ドラッグが正しく動作しません。で生成した要素の場合、ドラッグが正しく動作しません。
ブラウザのフォントによっては、ブラウザのフォントによっては、imuiRichtextbox から入力した文字へデザインが反映されない場合があります。から入力した文字へデザインが反映されない場合があります。

クライアントブラウザ（Internet Explorer）
imuiFileUpload を利用すると、を利用すると、Internet Explorer 10, 11でで 4GB を超えるサイズのファイルをアップロードできません。を超えるサイズのファイルをアップロードできません。
Internet Explorer を使用した場合、画面表示終了後もステータスバーが動作し続ける場合があります。を使用した場合、画面表示終了後もステータスバーが動作し続ける場合があります。
Internet Explorer において半角英字ボタンと日本語ボタンを横に並べると、縦位置ににおいて半角英字ボタンと日本語ボタンを横に並べると、縦位置に1px程度のずれが発生します。程度のずれが発生します。

クライアントブラウザ（FireFox）
Firefox ESR 24 においてにおいて imuiButton にボタンのサイズより大きなアイコンを指定した場合、アイコンがはみ出ます。にボタンのサイズより大きなアイコンを指定した場合、アイコンがはみ出ます。
Firefox ESR 24 においてにおいて imuiSelect のの optgroup タグのタグの label の値がイタリックになります。の値がイタリックになります。
Firefox ESR 24 においてにおいて imuiDialog にに imuiRichtextbox を配置するとを配置すると imuiRichtextbox に文字が打てないことがあります。に文字が打てないことがあります。
Firefox ESR 24 においてにおいて input[type=”range”] にフォーカス時、枠線がにフォーカス時、枠線が2重で表示されます。重で表示されます。
Firefox ESR 24 においてにおいて ポートレットの下部に余白ができる場合があります。ポートレットの下部に余白ができる場合があります。
Firefox ESR 24 では、では、 imuiAutocomplete にに IME を利用した入力を行っている間は検索が行われない場合があります。を利用した入力を行っている間は検索が行われない場合があります。

認証
二重ログイン防止機能の対象外となる認証処理があります。二重ログイン防止機能の対象外となる認証処理があります。
同時に複数のブラウザから同じユーザでログインを行った場合、二重ログインチェックが正しく行われないことがあります。同時に複数のブラウザから同じユーザでログインを行った場合、二重ログインチェックが正しく行われないことがあります。
統合統合Windows認証利用時にログインに失敗することがあります。認証利用時にログインに失敗することがあります。
認証確認対象の認証確認対象のURLには、には、Ajaxでアクセスする前提のでアクセスする前提のURLは設定できません。は設定できません。

認可
IM-Authz（認可）の（認可）の 対象者条件は、デフォルト組織セットのみを扱います。対象者条件は、デフォルト組織セットのみを扱います。

IM-共通マスタ
Firefox ESR 24.5 においてにおいて カレンダーポップアップの「決定」ボタンが反応しないことがあります。カレンダーポップアップの「決定」ボタンが反応しないことがあります。
期間表示スクロールバーは期間のスケールを短縮して表現しています。期間表示スクロールバーは期間のスケールを短縮して表現しています。

HybridSSO・外部メニュー連携
自動ログイン機能は、自動ログイン機能は、iAP-iWP間間SSO連携モジュール（連携モジュール（IM-HybridSSO）のログアウト連携に対応していません。）のログアウト連携に対応していません。
ショートカットショートカットURLでアクセスした場合、でアクセスした場合、IM-HybridSSO によるログインは行われません。によるログインは行われません。
Webサーバやロードバランサを利用している場合、リクエストサーバやロードバランサを利用している場合、リクエストURLのコンテキストパスとのコンテキストパスと iWP / iAF のコンテキストパスが同じとなるようにのコンテキストパスが同じとなるように
設定する必要があります。設定する必要があります。
IM-HybridSSO 接続中に、接続中に、iWP / iAF のパスワードの変更を行うとのパスワードの変更を行うとSSO接続が解除されます。接続が解除されます。
複数の複数のSSO認証プロバイダが、同一の認証プロバイダが、同一のSSOサービスプロバイダと連携する構成には対応していません。サービスプロバイダと連携する構成には対応していません。
SSO認証プロバイダが、同一の認証プロバイダが、同一の iWP / iAF 内の複数ログイングループと内の複数ログイングループとSSO連携する構成には対応していません。連携する構成には対応していません。
IM-HybridSSO を構成するサーバは、全て同一のドメイン上に構築する必要があります。を構成するサーバは、全て同一のドメイン上に構築する必要があります。
iWP / iAF を「を「SSO認証プロバイダ」として利用したり、認証プロバイダ」として利用したり、 intra-mart Accel Platform を「を「SSOサービスプロバイダ」として利用することはでサービスプロバイダ」として利用することはで
きません。きません。
IM-HybridSSO は、は、intra-mart Accel Platform とと iWP / iAF で簡易的なで簡易的な シングルサインオンを実現するための機能です。シングルサインオンを実現するための機能です。
iAP-iWP間間SSO連携モジュール（連携モジュール（IM-HybridSSO）をインストールした環境では、ログアウト後の遷移先画面を変更することはできません。）をインストールした環境では、ログアウト後の遷移先画面を変更することはできません。

IM-Workflow
案件番号採番処理（案件番号採番処理（DBシーケンス版シーケンス版)はは SQLServer 2008 では利用できません。では利用できません。
iPad で根回しメール宛先欄が「で根回しメール宛先欄が「0項目」と表示されます。項目」と表示されます。

郵便番号検索
日本国内の郵便番号および住所を検索する機能です。日本国内の郵便番号および住所を検索する機能です。
データインポート処理は日本郵便株式会社が提供している郵便番号データのデータインポート処理は日本郵便株式会社が提供している郵便番号データのCSV形式のみに対応しています。形式のみに対応しています。

互換
iWP / iAF で作成された画面がで作成された画面が Internet Explorer のの 標準モードに対応していない場合、画面が動作しない場合があります。標準モードに対応していない場合、画面が動作しない場合があります。
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【更新された制限事項】【更新された制限事項】

共通
ベースベースURL を明示的に設定している場合、設定したベースを明示的に設定している場合、設定したベースURL 以外でアクセスするとログインに失敗します。以外でアクセスするとログインに失敗します。

クライアントブラウザ（共通）
利用するブラウザによってレイアウトが崩れて表示される場合があります。利用するブラウザによってレイアウトが崩れて表示される場合があります。

クライアントブラウザ（タブレット）
PC用の画面を用の画面を iPad/iPhone のの Safariで表示した際、ブラウザの仕様により制限される機能があります。で表示した際、ブラウザの仕様により制限される機能があります。

IM-共通マスタ
Internet Explorer 8, 9 ででIM共通マスタの画面を利用した場合、メモリリークが発生する場合があります。共通マスタの画面を利用した場合、メモリリークが発生する場合があります。

Webサービス
Webサービス全般の制約があります。サービス全般の制約があります。

HybridSSO・外部メニュー連携
外部メニュー連携機能を利用するためには、シングルサインオン認証を行うことを推奨します。外部メニュー連携機能を利用するためには、シングルサインオン認証を行うことを推奨します。

IM-Workflow
ワークフローのマスタ設定に応じてワークフローのマスタ設定に応じて Storage 領域のサイジングが必要です。領域のサイジングが必要です。

IM-Workflow (画像の差し換え)
分岐ルート（線）が消えて表示される場合があります。分岐ルート（線）が消えて表示される場合があります。

移行 - カレンダー
日付情報の表示色による画面表示の仕様が異なります。日付情報の表示色による画面表示の仕様が異なります。

【解除された制限事項】【解除された制限事項】

解除された制限事項はありません。
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機能一覧

大分類大分類 小分類小分類 機能概要機能概要

基盤機能 テナント管理

認証

ロール

IM-Authz（認可）

メニュー

カレンダー

テーマ

多言語

タイムゾーン

日時表示形式

IM-FileExchange

LDAP連携

SSO

テナント環境を管理する機能です。

ユーザID、パスワードを用いて利用者を識別する機能です。

権限付与を行う機能です。

“誰が”、”何を”、”どうする”を判定する機能です。

グローバルナビ・サイトマップを用いて任意のアプリケーションの画面に遷移させる機能で
す。

複数のカレンダーを利用できます。

画面レイアウトの切替ができます。

日本語・英語・中国語が利用できます。

タイムゾーンに応じた日時情報が利用できます。

任意の日時表示形式に日時を表示します。

メール等では送れないファイルをサーバ上にアップロードしブラウザ経由でダウンロードす
る機能です。

LDAPサーバに接続して認証する機能です。

外部システムの認証により自動認証を行う機能です。

開発 UIコンポーネント

IM-MobileFramework

PC画面を開発するためのコンポーネント群です。

スマートフォン画面を開発するためのコンポーネント群です。

アプリケーション 個人設定

IM-共通マスタ

IM-Workflow

IMBox

ポータル

ViewCreator

TableMaintenance

イベントナビゲータ

IM-ContentsSearch for Accel
Platform

ユーザの個人情報設定です。

ユーザ・会社・組織情報等のマスタです。

Webベースでの多階層の電子申請・承認ワークフローエンジンです。

リアルタイムタイムラインエンジンを用いたコミュニケーションツールです。

intra-mart内外に分散している情報をポータルに集約して表示することができます。

既存データベースのデータを使用して、様々な表やグラフを自動作成するツールです。

データベース上の既存のテーブルに対してレコードの新規登録・更新・削除ができるツー
ルです。

質問に回答する事によって目的の機能（画面）に誘導する業務支援アプリケーションです。

複数の業務システムを横断的に全文検索を行う事ができるツールです。

互換 アプリケーション共通マスタ

ドキュメントワークフロー（BPW）

旧バージョンのユーザ・会社・組織情報等のマスタです。

旧バージョンの電子申請・承認ワークフローエンジンです。

システム要件

当バージョンにおけるシステム要件は次の通りです。

サーバ要件

intra-mart Accel Platform 2014 Summer(Honoka)
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種別 製品名

オペレーティングシステム Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Red Hat Enterprise Linux 6

ハードウェア 各OSの安定稼動が可能となるPC

（CPU 3GHz以上を推奨）

必要メモリ容量(JVM) 推奨する最小構成 4GB 以上

必要ディスク容量 1GB 以上（intra-mart Accel Platformのみ）

JDK Java Platform, Standard Edition 7 Development Kit

Web Application Server Resin 4.0.37 以上（ 4.0.40 を推奨）

WebSphere Application Server 8.5.5

Oracle WebLogic Server 12c (12.1.1)

データベース Oracle Database 11g Release 2

Oracle Database 12c Release 1

PostgreSQL 9.2

PostgreSQL 9.3

Microsoft SQL Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2012

IBM DB2 9.7 FixPack5

IBM DB2 10.1 FixPack2

Web Server

（Web Server 利用時のみ）

Internet Information Services 7.5 (Windows Server 2008 R2)

Internet Information Services 8 (Windows Server 2012)

Internet Information Services 8.5 (Windows Server 2012 R2)

Apache HTTP Server 2.2 , 2.4 （DSO サポート版）

IBM HTTP Server 8.5 (WebSphere Application Server 8.5.5)

IM-Juggling

バージョン：1.0-20140801

Windows 7 （32bit、64bit）

JDK の対象

Java Platform, Standard Edition 7 Development Kit

日本語、中国語、英語OS対象

コラムコラム

セットアップ済の IM-Juggling ツールのバージョンの確認は、ツールバー  （このアプリケーションに関して）をクリック
します。
ポップアップで表示される左下にバージョン番号が表示されます。
2014-08-01 現在の最新バージョンは、「 1.0-20140801 」です。

注意注意

JDK は次のバージョン以上が前提となります。
Java SE Development Kit 7u55 以上

注意注意

intra-mart Accel Platform で使用する文字コードは、UTF-8 のみです。
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注意注意

非公開のスタイルまたは、APIは推奨されません。これらは予告なく削除される可能性があります。

APIリスト等に公開されていないスタイルまたは、APIは利用しないでください。
将来、予告なく削除される場合があります。

注意注意

Oracle Database 12c Release 1 の場合、Partial Join Evaluation（PJE）を無効にする必要があります。
詳細については、製品元のドキュメントを参照してください。

特定機能の利用時に必要となるサーバ要件

IMBox を利用する場合

Apache Cassandra システム要件

Apache Cassandra を構築するためのシステム要件は次の通りです。

intra-mart Accel Platform 2014 Summer(Honoka)
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サポートバージョンサポートバージョン

Apache Cassandra 1.1.12

サーバ要件サーバ要件

オペレーティングシステムオペレーティングシステム intra-mart Accel Platform に準ずる

ハードウェアハードウェア intra-mart Accel Platform に準ずる

必要メモリ容量必要メモリ容量(JVM) 推奨する最小構成 4GB 以上を推奨

必要ディスク容量必要ディスク容量 100MB 以上 （データの容量は含みません）

JDK Java Platform, Standard Edition 7 Development
Kit

注意注意

必要ディスク容量は Apache Cassandra をインストールするために必要なサイズです。
利用するためには、環境や利用要件に応じたデータサイズ分のディスク容量が必要となりま
す。

Apache Cassandra のDisk I/O速度によっては、タイムアウトが発生する可能性がありま
す。
タイムアウトについては、「Cassandra管理者ガイド管理者ガイド - Cassandra の運用の運用 」を参考にしてく
ださい。

JDK は次のバージョン以上が前提となります。

Java SE Development Kit 7u55 以上

IM-ContentsSearch for Accel Platform を利用する場合

Apache Solr システム要件

Apache Solr を構築するためのシステム要件は次の通りです。

intra-mart Accel Platform 2014 Summer(Honoka)
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サポートバージョンサポートバージョン

Apache Solr 3.6.1

サーバ要件サーバ要件

オペレーティングシステムオペレーティングシステム intra-mart Accel Platform に準ずる

ハードウェアハードウェア intra-mart Accel Platform に準ずる

必要メモリ容量必要メモリ容量(JVM) 推奨する最小構成 2GB 以上を推奨

必要ディスク容量必要ディスク容量 100MB 以上 （データの容量は含みません）

JDK Java Platform, Standard Edition 7 Development
Kit

Web Application Server
（弊社検証済みバージョン）（弊社検証済みバージョン）

Resin 4.0.x
Jetty 6.1.x
Apache Tomcat 7.0.x

注意注意

必要ディスク容量は Apache Solr をインストールするために必要なサイズです。
利用するためには、環境や利用要件に応じたデータサイズ分のディスク容量が必要となりま
す。

注意注意

JDK は次のバージョンが前提となります。
Java SE Development Kit 7u25

Java SE Development Kit 7u40 以上を利用する場合に注意事項がございます。
詳細については、「 Solr管理者ガイド管理者ガイド  」-「 Java SE Development Kit 7u40 以上を利用以上を利用
する場合する場合 」を参照してください。

クライアント要件

種別 ハードウェア OS ブラウザ クライアン
ト
タイプ

PC PC/AT 互換機 Windows 7 SP1 Internet Explorer 8

Internet Explorer 9

Internet Explorer 10

Internet Explorer 11

Google Chrome 35以上

Firefox ESR 24

[PC]

[PC]

[PC]

[PC]

[PC]

[PC]

Windows 8 Internet Explorer 10（デスクトップ用 Internet
Explorer）

Google Chrome 35以上

Firefox ESR 24

[PC]

[PC]

[PC]

Windows 8.1 Internet Explorer 11（デスクトップ用 Internet
Explorer）

Google Chrome 35以上

[PC]

[PC]

Mac Mac OS 10.9以上 Safari 7以上 [PC]
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スマートフォン iPhone

iPad2以降

Android端末

iOS 7.0.4以上

iOS 7.0.4以上

Android 2.3.6

Android 4以上

Safari

Safari

標準ブラウザ

標準ブラウザ

[SP]

[PC・SP]

[SP]

[SP]

警告警告

Windows XP および、Google Chrome Frame のサポート終了に伴う注意喚起

弊社製品（旧アップデートバージョン含む）において、Windows XP および、Google Chrome Frame はサポート対象外
となりました。
各種ドキュメントからも、上記に関する記載が外れます。

参考：http://www.intra-mart.jp/developer/news/2014/01/windows-xp-intra-mart.html （日本語）

コラムコラム

クライアント端末は32bit、64bitどちらも動作可能です。

コラムコラム

次の機能はFlashで画面が作成されています。
利用端末に Adobe Flash Player 14以上（ 2014-08-01 現在）がインストールされている必要があります。
・ViewCreator - 「クエリ編集」画面
・アプリケーション共通マスタ（互換） - 「商品マスタ設定」各画面
・richtextarea（非推奨タグライブラリ）

注意注意

クライアント要件に記載されているOSとブラウザ以外の組み合わせはサポートされません。
例えば次の組み合わせはサポートの対象外となります。ご注意ください。
・Windows 7 + Internet Explorer 9（Windows 7のServiePack未適用）
・Windows Server 2008 R2 + Internet Explorer 9（サーバOS上のブラウザ利用） など

注意注意

Internet Explorer の「互換モード」はサポート対象外となります。

注意注意

Windows 8 / 8.1 上で Google Chrome を利用する場合、Windows 8 モード はサポート対象外となります。

注意注意

Internet Explorer 11 は、更新バージョン 11.0.4(KB2925418) 以上の必要があります。

注意注意

Internet Explorer 10、11（Windows UI の Internet Explorer）はサポート対象外です。
Internet Explorer 10、11 については、下記を参照してください。

http://msdn.microsoft.com/ja-JP/library/ie/hh771832(v=vs.85).aspx （日本語）
http://msdn.microsoft.com/en-US/library/ie/hh771832(v=vs.85).aspx （English）
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注意注意

Android端末は機種やブラウザの種類によって正常に動作しない場合があります。

注意注意

Androidタブレットはクライアント要件には含まれません。

注意注意

Firefox は、法人向け延長サポート版が対象です。
詳細は、下記を参照してください。

http://www.mozilla.jp/business/downloads/ （日本語）

検証済み環境

以下、弊社動作検証済みの intra-mart 製品と他社ミドルウェア製品との組み合わせとなります。

サーバ環境

スタンドアローン構成

OS JDK Web Server Web Application Server データベース

Windows Server 2012 R2 Oracle
JDK7

 Resin 4.0.37 PostgreSQL 9.3

Windows Server 2012 R2 Oracle
JDK7

Internet Information
Services 8.5

Resin 4.0.37 Oracle Database 12c
Release 1

Red Hat Enterprise Linux 6 Oracle
JDK7

Apache HTTP Server 2.2 Resin 4.0.40 Microsoft SQL Server
2012

Red Hat Enterprise Linux 6

* IBM PureSystems として構
築

IBM JDK7 IBM HTTP Server 8.5 WebSphere Application Server
8.5.5

IBM DB2 10.1 FixPack2

Red Hat Enterprise Linux 6 Oracle
JDK7

Apache HTTP Server 2.2 Oracle WebLogic Server 12c
(12.1.1)

Oracle Database 12c
Release 1

コラムコラム

Apache Cassandra は Windows Server、Red Hat Enterprise Linux 6 の環境で検証を実施しています。

コラムコラム

WebSphere Application Server 8.5.5 は IBM PureSystems での検証となります。
IBM PureSystems については、下記を参照してください。
http://www-304.ibm.com/partnerworld/gsd/solutiondetails.do?solution=48382&expand=true&lc=ja （日本語）

コラムコラム

弊社で検証しているデータベース環境の詳細は次の通りです。
JDBCドライバはデータベースサーバに付属のドライバを利用しています。

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
PostgreSQL 9.3
PostgreSQL 9.2
Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition (64-bit)
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise SP1(64-bit)
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DB2 9.7 Advanced Enterprise Server Edition (64-bit)
DB2 10.1 Advanced Enterprise Server Edition (64-bit)

コラムコラム

弊社で検証している環境のOracle JDK7のバージョンは、 Java SE Development Kit 7u55 です。

分散・複数テナント構成

OS JDK Web Server Web Application Server データベース

Windows Server 2012 R2 Oracle
JDK7

Internet Information Services
8.5

* Resin [A] [B]に接続
* SSL接続
* 統合Windows認証

Resin 4.0.40 [A]

Resin 4.0.40 [B]

* 別筐体に Resin を構築
* 各サーバ上に複数テナント（WAR）を
配置
* タイムゾーンを「Asia/Tokyo」を設定

Oracle Database
Appliance

Microsoft SQL Server
2012

* テナント別に各DBを利
用

コラムコラム

Apache Cassandra は3台のクラスタ構成を構築して検証を行っています。

コラムコラム

Oracle Database Appliance については、下記を参照してください。
http://www.oracle.com/jp/products/database/database-appliance/overview/index.html （日本語）
https://www.oracle.com/engineered-systems/database-appliance/index.html （English）
http://www.oracle.com/cn/products/database/database-appliance/overview/index.html （中文）

Oracle Exadataをご利用検討の場合は弊社までお問い合わせください。
（Oracle Enterprise Linux 5.5）

コラムコラム

Resin 環境のデータベース接続に利用するJDBCドライバは、Type4（非XA）にて検証を実施しています。

注意注意

intra-mart Accel Platform が利用するJDBCドライバは JDBC 4 です。JDBC 4.1 は未検証となります。

注意注意

上記はIPv4環境での検証となります。IPv6環境での検証は行っておりません。

注意注意

intra-mart製品以外（OS、JDK、データベース、Mailサーバ等）に起因する問題はサポート対象外となります。

クライアント環境

PC

OS ブラウザ クライアントタイプ
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Windows 7 SP1 Internet Explorer 8

Internet Explorer 9

Internet Explorer 10

Google Chrome 35

Firefox ESR 24.5

[PC]

[PC]

[PC]

[PC]

[PC]

Windows 8.1 Internet Explorer 11（デスクトップ用 Internet Explorer） [PC]

Mac OS 10.9 Safari 7 [PC]

スマートフォン

OS ブラウザ 機種 クライアントタイプ

iOS 7.0.4 Safari iPhone 5s

iPad（第3世代）

[SP]

[PC]

Android 4.0 標準ブラウザ NTTドコモ GALAXY SⅢ SC-06D [SP]
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サードパーティ ライセンス一覧

サードパーティサードパーティ バージョンバージョン ライセンスライセンス URL

Ace 1.0.0 MPL http://ace.c9.io/

action sheet for jQuery Mobile 2.1.1 MIT https://github.com/hiroprotagonist/jquery.mobile.actionsheet

ANTLR 2.7.7 PD http://www.antlr2.org/

AOP Alliance 1.0 PD http://aopalliance.sourceforge.net/

Apache Axis2 1.4.1 ASL http://axis.apache.org/axis2/java/core/

Apache Commons Beanutils 1.8.3 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-beanutils/

Apache Commons Chain 1.1 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-chain/

Apache Commons Codec 1.5 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-codec/

Apache Commons Digester 1.8 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-digester/

Apache Commons Collections 3.2.1 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-collections/

Apache Commons Fileupload 1.2.2 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-fileupload/

Apache Commons Httpclient 3.1 ASL http://hc.apache.org/httpclient-3.x/

Apache Commons IO 2.4 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-io/

Apache Commons Lang 2.4 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-lang/

Apache Commons Lang3 3.1 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-lang/

Apache Commons Compress 1.4.1 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-compress/

Apache Commons Pool 1.5.3 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-pool/

Apache Commons Validator 1.3.1 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-validator/

Apache HTTPComponents
client

4.0.1 ASL http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/

Apache POI OpenXML4j 3.8.0 ASL http://poi.apache.org/oxml4j/index.html

Apache Solr Solrj 3.6.1 ASL http://lucene.apache.org/solr/

Apache Struts 1.2.9 ASL http://struts.apache.org/

Apache Thrift 0.7.0 ASL http://thrift.apache.org/

Apache XMLBeans 2.3.0 ASL http://xmlbeans.apache.org/

aspectj 1.7.3 EPL http://eclipse.org/aspectj/

Atmosphere 1.0.13 ASL+CDDL https://github.com/Atmosphere/atmosphere

Bootstrap 2.0.2 ASL http://getbootstrap.com/2.3.2/

Bouncy Castle 1.44 オリジナル http://www.bouncycastle.org/

dateformat.js 1.1 MIT http://www.enjoyxstudy.com

Dom4j 1.6.1 オリジナル http://dom4j.sourceforge.net/

Dozer 5.4.0 ASL http://dozer.sourceforge.net/

eaio-uuid 3.2.0 MIT http://stephenc.github.io/eaio-uuid/

Ehcache 2.6.0 ASL http://ehcache.org/
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Fugue Icons 3.3.4 CC 3.0 http://p.yusukekamiyamane.com/

GreyBox 5.53 LGPL http://orangoo.com/labs/GreyBox

gridster.js 0.4.3 MIT https://github.com/ducksboard/gridster.js

Guava 13.0.1 ASL http://code.google.com/p/guava-libraries/

Hector 1.1.1 MIT http://hector-client.github.io/hector/build/html/

hibernate 4.2.3.Final LGPL http://hibernate.org/

HTML Parser 2.1 CPL http://htmlparser.sourceforge.net/

html5shiv - MIT http://code.google.com/p/html5shiv/

HtmlCleaner 2.2 BSD http://htmlcleaner.sourceforge.net/

icojoy 34aL volume 3.2
SE

オリジナル http://www.icojam.com

ICU4J 3.8 ICU http://site.icu-project.org/

Info-Zip 1.4.0 オリジナル http://www.info-zip.org/

iText 2.1.2 MPL http://www.itextpdf.com/

iTextAsian 2.0 MPL http://sourceforge.net/projects/itextpdf/

iUI 0.40-dev2 MIT http://code.google.com/p/iui/

Jackson 1.9.7/2.1.3 ASL http://jackson.codehaus.org/

Jadira Usertype 3.0.0.GA ASL http://jadira.sourceforge.net/

Jamon 2.2.2 MPL http://www.jamon.org/

JavaBeans Activation
Framework

1.1.1 Sun http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html

Javamail 1.4.1 Sun http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index.html

Javassist 3.15.0-GA MPL http://www.csg.ci.i.u-tokyo.ac.jp/~chiba/javassist/

Jaxen 1.1.1 オリジナル http://jaxen.codehaus.org/

Jcommon 1.0.15 LGPL http://www.jfree.org/jcommon/

JDom 1.1 ASL http://www.jdom.org/

Jericho HTML Parser 3.2 LGPL http://jericho.htmlparser.net/docs/index.html

JFreeChart 1.0.12 LGPL http://www.jfree.org/jfreechart/

JGroups 2.12.1.Final LGPL http://www.jgroups.org/

jna 4.0 LGPL https://github.com/twall/jna

jPicker 1.1.6 MIT http://code.google.com/p/jpicker/

jQuery 1.7.2 MIT http://jquery.com/

jquery.cookie 1.2 MIT https://github.com/carhartl/jquery-cookie

jQuery Grid Plugin 4.3.3 MIT http://www.trirand.com/blog/

jQuery-Knob 1.2.0 MIT https://github.com/aterrien/jQuery-Knob

サードパーティサードパーティ バージョンバージョン ライセンスライセンス URL
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http://orangoo.com/labs/GreyBox
https://github.com/ducksboard/gridster.js
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http://hibernate.org/
http://htmlparser.sourceforge.net/
http://code.google.com/p/html5shiv/
http://htmlcleaner.sourceforge.net/
http://www.icojam.com
http://site.icu-project.org/
http://www.info-zip.org/
http://www.itextpdf.com/
http://sourceforge.net/projects/itextpdf/
http://code.google.com/p/iui/
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http://jquery.com/
https://github.com/carhartl/jquery-cookie
http://www.trirand.com/blog/
https://github.com/aterrien/jQuery-Knob


jQuery lightBox plugin 0.5 CC BY-ND
2.5

jQuery Mobile 1.3 MIT http://jquerymobile.com/

jQuery Template Plugin 1.0.0pre MIT https://github.com/BorisMoore/jquery-tmpl/

jQuery Title Alert 0.7 MIT https://github.com/heyman/jquery-titlealert

jQuery UI 1.8.21 MIT http://jqueryui.com/

jQuery Validation Plugin 1.9.0 MIT http://jqueryvalidation.org/

jQuery Masonry 2.1.05 MIT http://masonry.desandro.com/index.html

jQuery File Upload Plugin 5.4.4 MIT https://github.com/blueimp/jQuery-File-Upload

jQuery-Mobile-DateBox 1.0.1 CC 3.0 https://github.com/jtsage/jquery-mobile-datebox

jQueryUI(CSS Framework) 1.8.16 MIT http://jqueryui.com/

JSON.simple 1.1 ASL http://code.google.com/p/json-simple/

JSONIC 1.2.11 ASL http://jsonic.sourceforge.jp/

jsTree 1.0-rc3 MIT http://www.jstree.com

juniversalchardet 1.0.3 MPL http://code.google.com/p/juniversalchardet/

LightBox2 2.51 CC BY 2.5 http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/

Logback 1.0.13 LGPL http://logback.qos.ch/

Metro 1.5 CDDL https://metro.java.net/

Mime Type Detection Utility 2.1.3 ASL http://sourceforge.net/projects/mime-util/

Mirage 1.1.5 ASL http://amateras.sourceforge.jp/site/mirage/welcome.html

Mobiscroll 2.0.1/2.0.0 MIT http://mobiscroll.com/

MyBatis 2.3.5 ASL http://mybatis.org/

Netbeans Utilities API 7.10.1.1 CDDL https://netbeans.org/index.html

Netbeans Visual Library API 2.9.1 CDDL https://netbeans.org/index.html

OGNL 2.7.3 ASL http://commons.apache.org/proper/commons-
ognl/index.html

Open-jACOB Draw2D 0.9.21 LGPL http://draw2d.org/draw2d/

OpenPortal Portlet Container 2.0.0 CDDL https://portlet-container.java.net/

OpenPortal Wsrp 1.0 CDDL https://wsrp.java.net/

Apache PDFBox 1.6.0 ASL http://pdfbox.apache.org/

Apache POI 3.2, 3.7, 3.8, 3.9 ASL http://poi.apache.org/

Prototype.js 1.7 MIT http://prototypejs.org/

Quartz 2.1.7 ASL http://quartz-scheduler.org/

Rhino 1.7R4 MPL2.0 https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Mozilla/Projects/Rhino

S2Container 2.4.45 ASL http://s2container.seasar.org/2.4/ja/

サードパーティサードパーティ バージョンバージョン ライセンスライセンス URL
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S2Container Tiger 2.4.45 ASL http://s2container.seasar.org/2.4/ja/

S2Dao 1.0.51 ASL http://s2dao.seasar.org/ja/index.html

S2Dao Tiger 1.0.51 ASL http://s2dao.seasar.org/ja/index.html

S2Util 0.0.1 ASL http://s2util.sandbox.seasar.org/

SAStruts 1.0.4.sp9 ASL http://sastruts.seasar.org/

script.aculo.us 1.8.2, 1.9.0 MIT http://script.aculo.us/

SimpleCaptcha 1.1.1 BSD http://simplecaptcha.sourceforge.net/

SLF4J 1.7.5 MIT http://www.slf4j.org/

Spiffy Framework 0.0.5 ASL http://spiffyframework.sourceforge.net/

Spring Framework 3.2.4.RELEASE ASL http://projects.spring.io/spring-framework/

Spring Data Commons 1.5.2.RELEASE ASL https://github.com/spring-projects/spring-data-commons

Spring Data JPA 1.3.4.RELEASE ASL http://projects.spring.io/spring-data-jpa/

Super CSV 1.5.2 ASL http://supercsv.sourceforge.net/

TERASOLUNA Global
Framework

1.0.0.RELEASE ASL http://terasoluna.org/

The Cassandra Thrift API 1.1.0 ASL http://cassandra.apache.org/

Thumbnailator 0.4.2 MIT http://code.google.com/p/thumbnailator/

TinyMCE 3.2.7, 3.5.8 LGPL http://www.tinymce.com/

waffle 1.7 EPL https://github.com/dblock/waffle

Woodstox 3.2.4 ASL http://woodstox.codehaus.org/

Xalan-Java 2.7.0 ASL http://xalan.apache.org/old/xalan-j/index.html

XStream 1.3.1 BSD http://xstream.codehaus.org/

Xilinus Prototype Portal Class 1.1 MIT http://xilinus.com/

YUI 2.8.0r4, 2.9.0 BSD http://yuilibrary.com

LESS 1.3.3 ASL http://lesscss.org/

LESS Engine 1.3.3 ASL http://www.asual.com/lesscss/

サードパーティサードパーティ バージョンバージョン ライセンスライセンス URL
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制限事項

Web Application Server

Resin

Resin でクラスタを組む場合、ライセンスが必要となります。でクラスタを組む場合、ライセンスが必要となります。

Resin でクラスタを組むには、ライセンスが登録されている必要があります。
Try版などで提供されるライセンスが登録されていない Resin ではクラスタを組むことはできません。

Resin について注意があります。について注意があります。

intra-mart Accel Platform では以下のパッケージングされた Resin に対応しています。
zip
tar.gz
※debパッケージ及び、rpmパッケージを利用してインストールされた環境には対応しておりません。

Web Application Server にに Resin を利用する場合、を利用する場合、XAデータソースを利用する検証を行っておりません。データソースを利用する検証を行っておりません。

現時点で Web Application Server に Resin を利用する場合、XAデータソースを利用する検証を行っておりません。

WebSphere Application Server

WebSphere Application Server 8.5.5 ではシステムデータベースとテナントデータベースは同一のデータベースを指定してください。ではシステムデータベースとテナントデータベースは同一のデータベースを指定してください。

システムデータソース及びテナントデータソースをそれぞれ違う接続先に設定(スキーマを分ける等)した場合に例外が発生します。
2Phase Commitによる制御が必要となります。

現時点でアプリケーションサーバにWebSphere Application Serverを利用する場合、XAデータソースを利用する検証を行っており
ません。

WebSphere Application Server 8.5.5 でセッションタイムアウトの場合にシステムエラー画面に遷移します。でセッションタイムアウトの場合にシステムエラー画面に遷移します。

セッションタイムアウトが起きた場合にセッションタイムアウトエラー画面ではなくシステムエラー画面となります。

WebSphere Application Server 8.5.5 で作成できるテナントは１つです。で作成できるテナントは１つです。

WebSphere Application Server 8.5.5 ではバーチャルテナントによる複数テナントを作成する事はできません。

Oracle WebLogic Server

Oracle WebLogic Server 12c (12.1.1) でアプリケーション停止時にデータベースエラーが発生する場合があります。でアプリケーション停止時にデータベースエラーが発生する場合があります。

Oracle WebLogic Server 12c (12.1.1) ではアプリケーションの停止時にデータソースが参照できない不具合があるため、
intra-mart Accel Platform を停止する際にデータベースエラーが発生する場合があります。

アプリケーション停止時にデータベースエラーが発生した場合でもシステムに影響はありません。

Oracle WebLogic Server 12c (12.1.1) では、システムデータベースとテナントデータベースは同一のデータベースを指定してください。では、システムデータベースとテナントデータベースは同一のデータベースを指定してください。

システムデータソース及びテナントデータソースをそれぞれ違う接続先に設定(スキーマを分ける等)した場合に例外が発生します。
2Phase Commitによる制御が必要となります。

現時点でアプリケーションサーバに Oracle WebLogic Server 12c (12.1.1) を利用する場合、XAデータソースを利用する検証を
行っておりません。

Oracle WebLogic Server 12c (12.1.1) で作成できるテナントは１つです。で作成できるテナントは１つです。

Oracle WebLogic Server 12c (12.1.1) ではバーチャルテナントによる複数テナントを作成する事はできません。
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セットアップ・環境構築

intra-mart Accel Platform を分散システムとして構築する場合の注意点があります。を分散システムとして構築する場合の注意点があります。

全てのサーバOSのシステム時計を合わせる必要があります。
時計が大幅に違っていたり、サーバOS毎のシステム時計に差異があると、
アプリケーションおよび各サーバプロセスが正常に動作しない可能性があります。
IMBox を利用する場合、 Apache Cassandra を実行するサーバ上の時計も
intra-mart Accel Platform を実行するサーバ上の時計と全て時刻が合っている必要があります。

全てのサーバプロセスについて JDK のバージョン（およびリビジョン）を統一してください。
またすべてのサーバプロセスは、単一のベンダから提供されている JDK を利用してください。

ハードウェアのスペックによりハードウェアのスペックによりwarファイルのデプロイ処理に時間がかかる場合があります。ファイルのデプロイ処理に時間がかかる場合があります。

アプリケーションサーバ上にwarをデプロイする際、ファイルの展開処理を行うため時間がかかります。
実際の時間はハードウェアのスペック等により異なります。

intra-mart Accel Platform がが SystemDatabase、、TenantDatabase およびおよび SharedDatabase に接続するユーザについて注意があります。に接続するユーザについて注意があります。

データベース接続に関して SystemDatabase、TenantDatabase および SharedDatabase に関連するAPIを利用する場合、
SystemDatabase、TenantDatabase および SharedDatabase 接続ユーザに紐付くデフォルトスキーマ以外のスキーマに対して
の操作は一部機能が正常に動作しません。
intra-mart Accel Platform を利用する際は必ず データベース接続ユーザに紐付くデフォルトのスキーマを利用してください。

画面テーマは１つ以上選択しないと画面が正常に表示されません。画面テーマは１つ以上選択しないと画面が正常に表示されません。

intra-mart Accel Platformに対し、Webブラウザによる画面アクセスを行う場合、環境構築の際に注意すべき点があります。

IM-Jugglingでwarファイルを出力する際、画面テーマを１つ以上選択する必要があります。
画面テーマを選択していない場合、画面が正常に表示されません。

IM-JugglingでIM-Mobile Frameworkモジュールが選択されていない場合、画面テーマとして以下より画面テーマを１つ以上選択し
てください。

「intra-mart Accel Platform 標準テーマ」
「intra-mart WebPlatform ver6.x 風テーマ」
「intra-mart BaseModule ver5.x 風テーマ」

IM-JugglingでIM-Mobile Frameworkモジュールが選択されている場合、上述の画面テーマを１つ以上選択し、併せて「intra-mart
Accel Platform スマートフォン標準用テーマ」を選択してください。

運用環境に体験版（試用目的の製品）をインストールする事はできません。運用環境に体験版（試用目的の製品）をインストールする事はできません。

運用環境に試用版製品をインストールして利用することはできません。
インストールした場合、想定しない動作となる可能性があります。

テナント環境セットアップ時にセッションタイムアウトまでの時間が短いと処理完了時にテナント環境セットアップ時にセッションタイムアウトまでの時間が短いと処理完了時に404エラーが発生します。エラーが発生します。

テナント環境セットアップやサンプルデータセットアップの実行時、
resin-web.xml で設定するセッションタイムアウトまでの時間（session-timeou）が短い(例：1minute)場合、
セットアップ完了後に404エラー画面に遷移してしまいます。
上記構築時のみセッションタイムアウトまでの時間を長くしてください（環境等により設定する時間に差異があります）。
※セッションオートキープ機能を当事象の回避策として採用することはできません。
システム管理機能では、テーマが適用されないためセッションオートキープ機能が利用できません。

intra-mart Accel Platform 起動前には起動前には データベースデータベース が起動済みであることが前提となります。が起動済みであることが前提となります。

intra-mart Accel Platform を起動するには事前に データベース の起動が完了している必要があります。

intra-mart Accel Platform をを64bit環境に構築する場合にコンパイルオプションが必要です。環境に構築する場合にコンパイルオプションが必要です。

mod_cauchoのコンパイル時のオプションにおいて、
./configureを呼び出す際に以下のオプションが必要となります。

--enable-64bit-plugin --enable-64bit

Windows とと Linux の混在環境での運用はできません。の混在環境での運用はできません。

intra-mart Accel Platform が動作する分散環境を構築する場合、WindowsとLinuxの混在環境での運用はできません。

Storageの参照する共有ディレクトリのパスは同じにする必要があります。の参照する共有ディレクトリのパスは同じにする必要があります。

分散環境を構築する場合に、Storageのルートディレクトリに指定するパスが
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全て同じ共有ディレクトリを参照するように設定されている必要があります。
サーバ毎に参照先が異なる場合、Storageに配置したファイルが共有できません。

【対象の設定ファイル】

<CONTEXT_PATH>/WEB-INF/conf/storage-config.xml

IM-Juggling について注意があります。について注意があります。

OSは日本語、中国語(zh_CN)、英語のみ利用可能です。

IM-Juggling のの modules フォルダに直接ユーザモジュールを配置することはできません。フォルダに直接ユーザモジュールを配置することはできません。

必ず、juggling.imファイルエディタ内(構成エディタ)より、ユーザモジュールの追加を行なってください。

設定ファイル、自作のプログラムは設定ファイル、自作のプログラムは IM-Juggling 上で設定し、上で設定し、WARファイルを作成してください。ファイルを作成してください。

設定ファイル、自作のプログラムをデプロイ先に直接配置する事はサポートされません。
必ず、IM-Juggling 上で設定し、WARファイルとして出力してください。

テナント環境セットアップが全て完了している状態で運用を行なっている必要があります。テナント環境セットアップが全て完了している状態で運用を行なっている必要があります。

テナント環境セットアップは、 intra-mart Accel Platform の初回起動時だけでなく、
モジュールの追加やバージョンアップを行った際にも必要です。

運用開始前に、システム管理者でログインし、 [システム管理者ホーム] > [テナント環境セットアップ] にて、
「テナント環境は最新です。セットアップが必要なモジュールはありません。」
と表示されていることを確認してください。

テナント環境セットアップが必要なモジュールが存在する場合、モジュールを動作させるための前提条件が整っていないことにな
り、
予期せぬ動作が発生する可能性があります。

自己証明書で構築した環境は動作保証外となります。自己証明書で構築した環境は動作保証外となります。

自己証明書で構築した環境は動作保証外となります。
（例）スマートフォン版でのファイルのダウンロードができません。

Internet Information Services（（IIS）） で統合で統合Windows認証が有効な場合、認証が有効な場合、Webサービスは利用できません。サービスは利用できません。

Internet Information Services（IIS） で統合Windows認証が有効な場合、 Internet Information Services（IIS） 経由でのWeb
サービスはご利用になれません。

統合統合Windows認証が有効な場合、認証が有効な場合、 外部ソフトウェア連携機能は一部ご利用になれません。外部ソフトウェア連携機能は一部ご利用になれません。

intra-mart Accel Platform 2014 Spring より、統合Windows認証環境において外部ソフトウェア連携機能が利用できるようになり
ました。
詳しくは、セットアップガイドを参照してください。
ただし、１リクエストで完結する場合に限られます。
外部ソフトウェア連携機能でスクリプト開発にアクセスするためのURLなどを生成し、そのURLにアクセスするような２回以上のリク
エストを行うことはできません。

統合統合Windows認証で解決するテナントは１つのみです。認証で解決するテナントは１つのみです。

統合Windows認証で解決するテナントは１つのみです。
複数テナントで統合Windows認証を行うことはできません。
また、統合Windows認証環境では１つのアプリケーションサーバ上で下記の運用はできません。

・２種類のWARファイルをデプロイして運用（全体でテナントが２つ以上が存在）
・バーチャルテナントを２つ以上で作成し運用（全体でテナントが２つ以上が存在）

intra-mart Accel Platform で使用する文字コードは、で使用する文字コードは、UTF-8 のみです。のみです。

利用可能な文字コードは、UTF-8となります。

mod_proxyを利用するとエラーログが出力されます。を利用するとエラーログが出力されます。

apacheのエラーログにcometに関するエラーログが出力されます。

[Wed Mar 13 20:53:06 2013] [error] [client 127.0.0.1] proxy: Error reading from remote server returned by /imart/_system/reverse_ajax/connect, referer: http://XXXXXXXXXX/imart/imbox/mybox?
[Wed Mar 13 20:53:49 2013] [error] [client 127.0.0.1] (20014)Internal error: proxy: error reading status line from remote server XXX.XXX.XXX.XXX:8080, referer: http://XXXXXXXXXX/imart/imbox/mybox?

動作に対しては影響がありません。
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mod_proxyや、ロードバランサ等、リバースプロキシ機能を利用した場合、や、ロードバランサ等、リバースプロキシ機能を利用した場合、APサーバのコンテキストルートを必ずリクエストに含むようにする必要があります。サーバのコンテキストルートを必ずリクエストに含むようにする必要があります。

mod_proxyや、ロードバランサ等、リバースプロキシ機能を利用した場合、APサーバのコンテキストルートを必ずリクエストに含む
ようにして下さい。

【例】

APサーバ側 http://myapp/imart であれば、 リクエストのURLは http://myweb/imart にして下さい。

intra-mart Accel Platform で提供しているテナントマスタ関連資材は削除しないでください。で提供しているテナントマスタ関連資材は削除しないでください。

intra-mart Accel Platform で提供しているテナントマスタ関連資材は削除しないでください。

削除不可のテナントマスタ関連資材は以下の通りです。
・ジョブ
ジョブカテゴリ
ジョブ
ジョブネットカテゴリ
ジョブネット

・認可
認可リソース、認可リソースグループ
認可サブジェクト、認可サブジェクトグループ、認可サブジェクトグループカテゴリ

・メニュー
メニューグループカテゴリ（グローバルナビ(PC)、サイトマップ(PC)等のカテゴリ）

・ロール

intra-mart Accel Platform で提供しているテナントマスタ関連資材を削除した場合、テナント環境セットアップが正常に動作しない
場合があります。
intra-mart製品は、アップデート時にテナントマスタ関連資材に対して操作することがあります。
そのため、存在しないテナントマスタ関連資材に対して操作するアップデートがある際にテナント環境セットアップに失敗します。

標準でインストールされているテナントマスタ関連資材は削除しないでください。

テナント情報設定前にテナント環境セットアップを行った環境は動作保障外となります。テナント情報設定前にテナント環境セットアップを行った環境は動作保障外となります。

APIを利用してテナント環境セットアップを行う場合はテナント情報を設定してから行ってください。
この場合、テナント情報にはロケールとタイムゾーンIDを必ず指定してください。
ロケールにはロケールマスタに存在するロケールを指定してください。
タイムゾーンIDにはタイムゾーンマスタに存在するタイムゾーンIDを指定してください。

リクエスト情報を利用したテナント自動解決機能を利用している場合、存在していないテナントとして解決されるリクエストでアクセスするとエラーが発生する場合がありまリクエスト情報を利用したテナント自動解決機能を利用している場合、存在していないテナントとして解決されるリクエストでアクセスするとエラーが発生する場合がありま
す。す。

リクエスト情報を利用したテナント自動解決機能を利用している場合、存在していないテナントとして解決されるリクエストでアクセ
スするとエラーが発生する場合があります。

「存在しないテナントとして解決されるリクエスト」とは、
例えば、サブドメインからテナントIDを解決する実装を利用している環境に対して、
存在しないテナントとして解決されるサブドメインのURLでアクセスすることを意味します。

このような状態で一般ユーザの画面にアクセスした場合、機能によってはテナントの情報を参照しようとしてエラーが発生する場合
があります。

データベース内のスキーマを複数作成し、複数のテナントで利用することはできません。データベース内のスキーマを複数作成し、複数のテナントで利用することはできません。

次のような環境を構築する事はできません。
※SQLServer 、または、PostgreSQL を利用する場合に限ります。
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テナントテナント 接続に利用しているデータベースユーザ接続に利用しているデータベースユーザ

利用するデータベー利用するデータベー
スス

接続するスキーマ接続するスキーマ
Tenant [tenant-1] Connection User [dbuser-1] Database [users] Schema [schema-

1]
Tenant [tenant-2] Connection User [dbuser-2] Database [users] Schema [schema-

2]

複数のテナントを構築する場合は、スキーマ単位ではなく接続するデータベース単位で構築してください。
なお、本番運用ではパフォーマンスを考慮してインスタンスを分ける事を推奨します。

テナントテナント 接続に利用しているデータベースユーザ接続に利用しているデータベースユーザ 利用するデータベース利用するデータベース
Tenant [tenant-1] Connection User [dbuser-1] Database [users-1]
Tenant [tenant-2] Connection User [dbuser-2] Database [users-2]
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共通

PermanentData 及び及び SharedMemory にて利用可能なキー名の最大長はファイルシステムに依存します。にて利用可能なキー名の最大長はファイルシステムに依存します。

PermanentData 及び SharedMemory にて利用する Storage 上のファイル名に対してエスケープ処理を行います。

getInstance と entry の引数に内部でそれぞれ別のプレフィックスを付けます。
（空文字キーや、フォルダとファイル同居に対する対応）

文字列と同じ扱いとなっている箇所では、すべての文字を変換します。
（ファイル名不可文字列やファイルシステム依存に対する対応）

エスケープ処理を行ったキー名をそのままファイル名として扱うため、キー名の最大長がファイルシステム上に
おけるファイル名の最大長に依存することとなります。

エラーページをカスタマイズするとエラーページをカスタマイズすると IFRAME リダイレクタのリダイレクタの IFRAME 内にエラーページが表示されます。内にエラーページが表示されます。

http404.jsp などをカスタマイズすると IFRAME リダイレクタ内でエラーが発生した場合に
グローバルナビなどが表示されたままとなります。

上記の場合、下記の回避策があります。
カスタマイズしたエラーページのDOM要素#im_error_url にエラーページ自体のURLを設定することで回避することが可能です。

アカウントコンテキストの入力用日付フォーマットを変更すると、日付に関する処理が正しく行えない場合があります。アカウントコンテキストの入力用日付フォーマットを変更すると、日付に関する処理が正しく行えない場合があります。

何らかの処理の途中で、アカウントコンテキストの入力用日付フォーマットの変更を行ってはいけません。
変更した場合、日付に関する処理が正しく行われない可能性があります。

ユーザコンテキストのユーザコンテキストの departmentByCompany とと postByCompany がが undefined になります。になります。

下記の場合、departmentByCompany と postByCompany がコンバートに失敗します。

companyCdに「-」を使用した場合のUserContextの戻り値
会社コードの先頭に[-」をつかって数値になった場合

DEBUG レベルでログ出力すると、アカウントのパスワードが書き込まれる場合があります。レベルでログ出力すると、アカウントのパスワードが書き込まれる場合があります。

DEBUG レベルでログ出力すると、アカウント情報の追加・更新・削除などの変更を行った際に、
パスワードを含むアカウント情報がログに出力されることがあります。
DEBUG レベルでのログ出力はあくまで開発向けであり、開発時以外の環境ではログレベルをINFO 以上としてください。

検索画面で大文字・小文字を区別して検索を行う画面があります。検索画面で大文字・小文字を区別して検索を行う画面があります。

各画面のキーワード検索機能において、アルファベットの大文字・小文字を区別して検索を行うものがあります。
以下の画面が該当します。

認可設定画面

例えば “IFRAME” という名称でデータが登録されている場合、 “iframe” で検索してもヒットしません。

Windows 環境で、小文字の環境で、小文字のURLに大文字でアクセスした場合、不正な動作をする場合があります。に大文字でアクセスした場合、不正な動作をする場合があります。

Windows環境では、 Web Application Server の設定によってURLを大文字小文字を区別せずアクセス可能とする場合がありま
す。
intra-mart Accel Platform のURLのパスは、基本的に小文字で定義されているため、大文字でURL入力した場合、正常に動作し
ない場合があります。

APIを利用しないで直接データを更新、削除することは強く推奨しません。を利用しないで直接データを更新、削除することは強く推奨しません。

APIを利用しないで直接テーブルのデータ更新、削除を行った場合、以後の画面、APIの動作に関して保証しません。

URL リライティングによるセッション管理方式は利用する事ができません。リライティングによるセッション管理方式は利用する事ができません。

intra-mart Accel Platform はURLリライティングによるセッション管理方式には対応しておりません。
必ずCookieによるセッション管理方式を利用してください。

アカウントとプロファイルは同期している必要があります。アカウントとプロファイルは同期している必要があります。

アカウントのみ、プロファイルのみのデータを作成した場合、
メンテナンスができなかったり、正常に動作しない機能があります。
必ず同期するようにしてください。

データベースログ用の設定を行うと、起動時にエラーレベルのログが出力されます。データベースログ用の設定を行うと、起動時にエラーレベルのログが出力されます。

データベースログ用の設定を行うと、起動時にエラーレベルのログが出力されますが動作上は問題ありません。
なお、データベースログは非推奨となりました。
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ご利用の データベース に適したログツール等の利用を強く推奨します。

<!--
   - Parameter for intra-mart only
-->
<intra-mart>
    <database>
        <log sqlparam="false" isEnabledMode="CALLER_CLASS_NAME" />
    </database>
            .
            .
            .

コラムコラム

起動時の出力されるログ

[12-10-01 00:00:00.000] {main} !!!! Please check your LOGBACK configuration file !!!!

URLに「に「%28」（エンコードされた「」（エンコードされた「(」）を利用する事ができません。」）を利用する事ができません。

URLに「%28」（エンコードされた「(」）を使用した場合、エラーログが出力されます。

スクリプト開発モデルにおける制約があります。スクリプト開発モデルにおける制約があります。

以下のAPIを利用し、オブジェクトの永続化を行った場合、その内容をJava APIを利用し直接取得することはできません。
Client#set
Permanent#set
Cache#set
Module#external#set

Archiver4Storage ででzipファイルを出力した場合、ファイルを出力した場合、OSにより区切り文字が異なるため正常に解凍できない場合があります。により区切り文字が異なるため正常に解凍できない場合があります。

Windows 環境かつ、Version7.2 以前の環境において Archiver4Storage API を利用し出力した zip ファイルは
Linux/Unix 環境上でファイルの解凍を行った場合、正常に解凍が行えません。

ベースベースURL を明示的に設定している場合、設定したベースを明示的に設定している場合、設定したベースURL 以外でアクセスするとログインに失敗します。以外でアクセスするとログインに失敗します。

ベースURL は、テナント単位、または、システム単位で 設定することが可能です。
（ベースURL を テナント単位で設定する機能は、intra-mart Accel Platform 2014 Spring(Granada) から利用可能です。）
ベースURL を設定した場合、画面上のリンクや画面遷移では、ベースURL を基準に遷移します。

設定したベースURL 以外でアクセスした場合、画面は正常に表示されるが、その後画面遷移した際、ベースURL を基準とした
URLでアクセスされます。
最初にアクセスしたURL と ベースURL のドメインが異なる場合、Cookie の基準ドメインが異なるため、セッションが維持できませ
ん。
そのため予期せぬエラーが発生する場合があります。

エラーの具体例を以下に示します。

ローカル環境では、ログイン画面には以下のURLでアクセス可能です。

http://localhost:8080/imart/login
http://127.0.0.1:8080/imart/login
http://<IPアドレス>:8080/imart/login
その他

ベースURL と アクセスしたURLが異なる場合、ログイン画面は正常に表示されますが、
ログインを実行するとSecureTokenのチェックが実行されますが、セッション情報が参照できないため、権限エラー(HTTP403)とな
ります。
もし、権限エラーでログイン出来ない事象が発生した場合、ベースURLを確認して下さい。

スクリプト開発モデルにおいて、夏時間を表す日時を扱う場合に日付オブジェクトスクリプト開発モデルにおいて、夏時間を表す日時を扱う場合に日付オブジェクト(Date)の文字列表現への変換が正確に行われません。の文字列表現への変換が正確に行われません。

JavaScript の Date インスタンスが、以下の条件を全て満たす場合、Dateインスタンスから日付の文字列表現への変換が正確に
行われません。（1時間ずれた日時になります。）

1. 1970 年以前の日付である。

2. Web Application Server が稼動しているJavaVMのデフォルトタイムゾーンにおける夏時間の期間内である。

※ この現象は、スクリプト開発モデルエンジン（Rhino）の仕様によるものです。

例えば、システムタイムゾーンの日時データを、ユーザのタイムゾーン、および、指定した表示形式(例:「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」形
式)を使って日時文字列に整形するとします。
Web Application Server のタイムゾーンがJST（日本標準時）になっている場合に以下のコードを実行すると
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var date = new Date(1948, 7, 1, 0, 0, 0);
var dateString = DateTimeFormatter.format('yyyy/MM/dd HH:mm:ss', date);

Debug.browse(date.toString(), dateString);

実行結果は、以下のようになります。

1. date.toString() → Sun Aug 01 1948 00:00:00 GMT+0900 (JST)
2. dateString → 1948/08/01 01:00:00

まず、タイムゾーンを意識したアプリケーションを実装する場合は、DateTime API を利用して日時を扱ってください。
上記の現象は DateTime API を利用して日付を扱うことで文字列表現への変換を正確に行うことができます。

var systemTimeZone = SystemTimeZone.getDefaultTimeZone().data;
var dateTimeSystemTZ = new DateTime(1948, 7, 1, 0, 0, 0, systemTimeZone);
var dateTimeUserTZ = dateTimeSystemTZ.withTimeZone(Contexts.getAccountContext().timeZone).data;
var dateString = DateTimeFormatter.format('yyyy/MM/dd HH:mm:ss', dateTimeUserTZ);

Debug.browse(dateString);

実行結果は、以下のようになります。

1. dateString → 1948/08/01 00:00:00

なお、「スクリプト開発モデル プログラミングガイド」および「SAStruts+S2JDBC プログラミングガイド」に、「国際化プログラミング
のサンプル」が提供されております。あわせてご参照ください。

次に、タイムゾーンを意識した運用を行わない場合は、以下の設定を行うことで上記の現象を回避できます。

タイムゾーンマスタに Etc/GMT形式 の タイムゾーンID を追加します。

WEB-INF/conf/time-zone-config/im-time-zone-config.xml を開き、time-zone-idタグを追加します。
タイムゾーンマスタについては設定ファイルリファレンスを参照してください。

<time-zone-config>
  <time-zone-id>Etc/GMT-9</time-zone-id>
</time-zone-config>

Web Application Server が稼動しているJava-VM のシステムプロパティ「user.timezone」に、Etc/GMT形式
の タイムゾーンID を指定します。

Resin の場合、<%RESIN_HOME%/conf/resin.properties>を開き、「jvm_args」プロパティに「-
Duser.timezone」を設定します。

# Arg passed directly to the JVM
jvm_args  : -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m -Duser.timezone=Etc/GMT-9

テナントのタイムゾーンを Etc/GMT形式 の タイムゾーンID に変更します。

システムデータベースの im_tenant_info テーブルの time_zone_id の値を Etc/GMT-9 に変更します。
または、テナント管理機能のテナントタイムゾーン変更画面で値を変更します。(GMT+09:00を選択します)

すべてのユーザのタイムゾーンを Etc/GMT形式 の タイムゾーンID または 未設定 に変更します。
ユーザのタイムゾーンは、データベースの値を直接変更することでも設定可能です。
具体的には、テナントデータベースの b_m_account_b テーブルの time_zone_id の値を null または
Etc/GMT-9 に変更してください。

テーブル名のプレフィックスはテーブル名のプレフィックスは intra-mart Accell Platform の予約語になります。の予約語になります。

次のテーブル名はプレフィックスとして利用できません。
b_m_*
b_vc_*
bk_imm_*
im_*
imaz_*
imjob_*
imm_*
imw_*

WARファイルによる複数テナントを構築する場合、接続先のデータベースはインスタンス単位で分ける事を推奨します。ファイルによる複数テナントを構築する場合、接続先のデータベースはインスタンス単位で分ける事を推奨します。

WARファイルによる複数テナントを構築する場合、接続先のデータベースはインスタンス単位で分ける事を推奨します。

各種データベース・各種データベース・JDBCドライバの仕様および、制限に準拠します。ドライバの仕様および、制限に準拠します。

各種データベース・JDBCドライバの仕様および、制限に準拠します。
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例として発行するSQLでは、
SQLServer の場合、プレースフォルダ指定(PreparedStatementの利用)は 2100 までです。
Oracle では IN句に指定できるのは 1000 までです。

intra-mart Accel Platform が動作するが動作するURLは、必ずは、必ず1階層のパスが必要です。階層のパスが必要です。

intra-mart Accel Platform が動作するURLは必ず、 http://host/imart 等、パスが1階層存在するように設定する必要があります。
これは、intra-mart Accel Platform が動作するサーバ上の設定だけでなく、クライアント(ブラウザ)側から見えるパスも、1階層のパ
スが設定されている必要があります。

例:
/imart は動作しますが、 /foo/imart及び、 / のようなパスで動作させた場合の動作保証は行いません。

JSP でループ処理内にでループ処理内にUIのタグを記述すると、リテラルで指定した値が最初の一度しか有効にならないことがあります。のタグを記述すると、リテラルで指定した値が最初の一度しか有効にならないことがあります。

JSP でループ処理内にUIのタグを記述すると、リテラルで指定した値が最初の一度しか有効にならないことがあります。

【条件】
<imart:repeat/>や<imart:loop/>内でリテラルを指定したUIタグを指定します。

(例)

     <%
     String id = "#";
     String prefix = "c";
     %>
     <imart:loop count="5" index="loop_number">
         <input type="text" id="<%= prefix + loop_number %>" />
         <im:calendar floatable="true" altField="<%= id + prefix + loop_number %>" showButtonPanel="true" />
     </imart:loop>

この場合、floatable が最初の一度のみ true となり、2件目以降はデフォルトの false となります。

【回避方法】
リテラルではなく、パラメータとして指定してください。

(例)

     <%
     String id = "#";
     String prefix = "c";
     String floatable = "true";
     %>
     <imart:loop count="5" index="loop_number">
         <input type="text" id="<%= prefix + loop_number %>" />
         <im:calendar floatable="<%= floatable %>" altField="<%= id + prefix + loop_number %>" showButtonPanel="true" />
     </imart:loop>

非公開のスタイルまたは、非公開のスタイルまたは、APIは予告なく削除されます。は予告なく削除されます。

非公開のスタイルまたは、APIは利用しないでください。

APIリスト等に公開されていないスタイルまたは、APIは利用しないでください。
将来、予告なく削除される場合があります。利用している場合、削除時の動作不具合については一切の責任を負いません。

テナントのリソースにアクセスするためには、処理対象のテナントが特定されている必要があります。テナントのリソースにアクセスするためには、処理対象のテナントが特定されている必要があります。

処理対象のテナントが特定されていない状態では、テナントデータベースやパブリックストレージにアクセスすることはできません。
intra-mart Accel Platform では、以下のような場合にテナントが解決されていない状態となっています。

・サーバ起動時
共通ライブラリの初期化時などが該当します。

・アカウントコンテキスト生成時
SSOユーザコードプロバイダの実行時などが該当します。
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システム管理

システムで予約されているユーザコードがあるため利用できないコードがあります。システムで予約されているユーザコードがあるため利用できないコードがあります。

以下のユーザコードはシステムで予約されているため利用できません。
anonymous ： 未認証ユーザ
system ： テナント初期設定の実行ユーザ
im_job ： ジョブネット実行ユーザ

システム管理者はすべての画面にアクセスが可能です。システム管理者はすべての画面にアクセスが可能です。

システム管理者は、すべての画面にアクセスが可能であるため、一般ユーザ用画面にもアクセス可能です。
ただし、一部の画面ではシステム管理者によるアクセスを想定していないため、画面表示や更新処理に失敗する場合があります。
システム管理者は、ホーム画面からアクセスできる範囲の操作を行なってください。

次の画面でエラーが発生します。

ロケール設定（一般ユーザ用）
表示時に「HTTP 500 : Servlet Exception」が発生します。

パスワード設定
表示は可能です。ただし更新時にエラーが発生します。

システム管理者のユーザコードは、一般ユーザのユーザコードと重複してはいけません。システム管理者のユーザコードは、一般ユーザのユーザコードと重複してはいけません。

重複している場合、システム管理者が一般ユーザ各種機能を利用した際にデータの不整合が発生する可能性があります。
例えば、ログ出力時のユーザコードが曖昧になったり、
マイメニューや個人設定が、システム管理者と一般ユーザとの間で共有状態となります。

システム管理者の権限エラー画面から「ホーム画面へ戻る」をクリックした場合、一般ユーザのホーム画面へ遷移する場合があります。システム管理者の権限エラー画面から「ホーム画面へ戻る」をクリックした場合、一般ユーザのホーム画面へ遷移する場合があります。

制限事項「 ログイン画面を表示したまま暫く放置するとログインが行なえなくなります。ログイン画面を表示したまま暫く放置するとログインが行なえなくなります。  」により、システム管理者のログイン画面で
しばらく放置すると、権限エラー画面へ遷移します。
その場合システム管理者としてログインしてないため、権限エラー画面から「ホーム画面へ戻る」をクリックすると一般ユーザのホー
ム画面へ遷移します。
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認証機能

認証確認対象の画面には、認証確認対象の画面には、IFRAME 内に表示する前提の画面の内に表示する前提の画面のURLは設定できません。は設定できません。

認証確認対象の画面には、IFRAME 内に表示する前提の画面のURLは設定しないでください。
IFRAME 内に表示する前提の画面のURLを、認証確認対象の画面とした場合、IFRAME 内に認証確認画面が表示されます。
その後認証確認に成功すれば正常に画面が表示されますが、失敗した場合エラー画面はWindow全体に表示されるため、
IFRAME が削除されてしまいます。
そのためその後の認証確認に成功しても、ヘッダの無いテーマの画面となります。

処理完了のメッセージが表示される前に、認証確認画面が表示される場合があります。処理完了のメッセージが表示される前に、認証確認画面が表示される場合があります。

「シェアードデータベース設定」を例にして説明します。
認証確認が再度必要になる時間を、「5分」に設定していたとします。
以下のような処理・画面遷移を行った際、1. から 4. の間に5分経過していた場合、4の時点で、再度、認証確認が表示されます。

1. 「シェアードデータベース一覧」画面から[新規登録]を押下。
2. 「シェアードデータベース登録」画面に遷移。
3. 「シェアードデータベース登録」画面で、情報を入力し、[登録]を押下。
4. 「シェアードデータベース一覧」画面に遷移し、処理成功のダイアログが表示される。

ユーザの視点(=画面上に表示されている情報だけ)では、処理成功のダイアログが表示されていない為、
まだ処理が終わっていないことになります。
処理が終わっていないにも関わらず、認証確認画面が表示されるのは正しくありません。
ただし、処理の失敗や情報の欠落等は発生しないので、運用上の問題となることはありません。

ログイン画面を表示したまま暫く放置するとログインが行なえなくなります。ログイン画面を表示したまま暫く放置するとログインが行なえなくなります。

ログイン画面を開いた後にセッションがタイムアウトになると必ずログインに失敗します。
認証処理では、ログイン画面でセッションに格納されたセキュア・トークンの整合性をチェックしています。
セッションがタイムアウトになるとセキュア・トークンが見つからないためにこの現象が発生します。

この現象を回避するには、以下のいずれかを行ってください。
・再度ログイン画面を表示してください。
・設定方法は、 「セットアップガイドセットアップガイド  」-「自動ログイン機能を利用する場合自動ログイン機能を利用する場合  」 を参照してください。

パスワード期限切れ変更画面に直接アクセスした場合、不適切なメッセージが表示されます。パスワード期限切れ変更画面に直接アクセスした場合、不適切なメッセージが表示されます。

ログインユーザが以下のURLに直接アクセスした場合、パスワード期限切れ変更画面が表示されます。

http://<HOST>:<PORT>/<CONTEXT_PATH>/user/password/expire

パスワードを入力して「変更」ボタンをクリックした場合、正常にパスワードの変更が行われます。
また、この画面にアクセスした時点でログアウト状態となります。
ただし、画面上に以下のメッセージが表示されていますが、実際には有効期限は切れていません。

「パスワードの有効期限が切れています。」
「初回ログインです。」（初回ログインの場合）

SSO（（SingleSignOn）環境での注意点があります。）環境での注意点があります。

intra-mart Accel Platform が SSO環境で運用している場合
intra-mart Accel Platform のログイン画面を経由したログインはサポートしません。

ログイン画面は表示されますが、ログイン画面からログインしたユーザにかかわらず、
SSOで指定されたユーザで自動ログインします。

なお、SSO環境では、任意のURLに対して、自動ログインを行いますので、
ログイン画面を利用する必要はありません。

画面アクセス時に画面アクセス時にInvalidClassExceptionエラーが発生する場合があります。エラーが発生する場合があります。

2012 Winter 以前の war を運用し、かつセッションフェイルオーバー等でセッションが永続化されている状態で、war を 2013
Spring 以上のバージョンに更新後画面表示を行うと、下記のエラーが発生します。

java.io.InvalidClassException: jp.co.intra_mart.system.security.certification.sso.SSOContextCachingStrategyAdapterImpl; local class incompatible: stream classdesc serialVersionUID = 539561492263087033, local class serialVersionUID = -6392005577997211593

一度セッションタイムアウトやログアウト等によりセッションを再作成することにより、回避することができます。

リクエスト情報を利用したテナント自動解決機能が有効な場合、システム管理者のログインに失敗すると、アクセスできなくなる場合があります。リクエスト情報を利用したテナント自動解決機能が有効な場合、システム管理者のログインに失敗すると、アクセスできなくなる場合があります。

以下の条件を全て満たす場合、システム管理者のログインに失敗すると HTTP500エラーが発生します。

・リクエスト情報を利用したテナント自動解決機能が有効
・テナントID必須チェックが有効
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・テナント自動解決ができないURLを利用してシステム管理者ログイン画面にアクセスした場合

この事象が発生すると、ログイン画面に戻る為のボタンが表示されなくなります。
本現象が発生した場合は、再度ログイン画面を表示してください。

また、以下の条件を全て満たす場合は、システム管理者のログインに失敗すると、正常に認証エラー画面に遷移しますが、2回目の
ログインに失敗します。
（「ログイン画面に戻る」をクリックしてログイン画面に遷移すると、リクエストURLが変更されるため、ログイン時に HTTP403エラー
が発生します）

・リクエスト情報を利用したテナント自動解決機能が有効
・ テナントID必須チェックが無効
・server-context-config.xml に設定したベースURLとデフォルトテナントに設定したベースURLが異なる
・server-context-config.xml に設定したベースURLを利用してシステム管理者ログイン画面にアクセスした場合

本現象が発生した場合は、 server-context-config.xml に設定したベースURLを利用して再度ログイン画面を表示してください。

なお、上記２つの事象は、正しいユーザコード、パスワードを入力した場合には発生しません。

統合統合Windows認証利用時には、システム管理画面で認証ダイアログが表示される場合があります。認証利用時には、システム管理画面で認証ダイアログが表示される場合があります。

imuiListTable などの Ajax 通信等により、 ブラウザがシステム管理機能以外のURL（/system/ 以外の URL）にリクエストを送信
してしまうためです。
認証ダイアログが表示された場合は、利用している端末のWindowsにログインしているユーザとパスワードを入力してください。

二重ログイン防止機能の対象外となる認証処理があります。二重ログイン防止機能の対象外となる認証処理があります。

以下の機能を利用した際の認証処理は二重ログイン防止機能の対象外になります。
そのため、ユーザがログイン中であっても正常にログインします。

・強制ログイン（ショートカットURL等）
・IM-SecureSignOn
・LDAP認証
・Webサービス
・外部ソフトウェア連携

同時に複数のブラウザから同じユーザでログインを行った場合、二重ログインチェックが正しく行われないことがあります。同時に複数のブラウザから同じユーザでログインを行った場合、二重ログインチェックが正しく行われないことがあります。

ログインセッション情報はログイン処理実行後に登録されるため、同時に複数のブラウザからログイン処理が行われた場合、
ログインセッション情報が登録される前に二重ログインチェックを通過してしまうため、チェックが正しく行われないことがあります。

統合統合Windows認証利用時にログインに失敗することがあります。認証利用時にログインに失敗することがあります。

Windowsではユーザコードの大文字・小文字を区別しない仕様であるため、統合Windows認証が返却するユーザコードは大文
字、小文字が不定になります。
intra-mart Accel Platform では、ユーザコードの大文字・小文字を区別するため、場合によってはログインできず、HTTP 500 エ
ラーになります。

認証確認対象の認証確認対象のURLには、には、Ajaxでアクセスする前提のでアクセスする前提のURLは設定できません。は設定できません。

認証確認対象のURLには、Ajaxでアクセスする前提のURLは設定しないでください。
認証確認機能は、画面遷移を伴う機能です。
Ajax のように画面遷移を伴わないリクエストでは、認証確認後に再度リクエストを送信することができないため、利用できません。
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クライアントブラウザ

共通共通

Ajax通信のデータ取得中にリロードを行うと、エラーが発生することがあります。通信のデータ取得中にリロードを行うと、エラーが発生することがあります。

Ajax通信でデータを取得する画面は、データ取得処理中にリロードを行うと、一瞬エラーメッセージが表示されることがあります。

セッションタイムアウトのエラーメッセージがポップアップ表示されることがあります
「Error.error」というメッセージが表示されることがあります

表示を待てばデータは表示されるため、問題はありません。

入力フォームと検索条件入力フォームにおいてブラウザによって表示が異なります。入力フォームと検索条件入力フォームにおいてブラウザによって表示が異なります。

入力フォーム（imui-form）、検索条件入力フォーム（imui-form-search-condition)の見出し横線が、
Chrome / Internet Explorer 9 / Safari では thタグ の脇に線が表示されます。
Internet Explorer 8 では表示されません。

メニューからツリー画面を表示した場合、クライアント側にメモリリークが発生します。メニューからツリー画面を表示した場合、クライアント側にメモリリークが発生します。

version5.0、version6.0 のテーマを設定していた場合、メニューからツリー画面の表示時に
クライアント側にメモリリークが発生する場合があります。

上記の場合、下記の回避策があります。
ブラウザを終了することでメモリ解放行なってください（サーバ側のリークではありません）。

ブラウザのポップアップブロックは解除してください。ブラウザのポップアップブロックは解除してください。

ポップアップブロックを行っている場合は正しい情報を受け渡し出来ない可能性があります。
ポップアップブロックは解除してください。

ブラウザのキャッシュにより画面動作がおかしくなる場合があります。ブラウザのキャッシュにより画面動作がおかしくなる場合があります。

画面が崩れたり、想定する動作にならなかった場合、ブラウザのキャッシュをすべて削除して再度、実行してください。

特定のテーマにおいて横スクロールが発生します。特定のテーマにおいて横スクロールが発生します。

version 6.0 のテーマ等を使用した場合、一部画面において横スクロールが発生する場合があります。

imuiRichtextbox に膨大な量のテキストを書き込むとブラウザが重くなります。に膨大な量のテキストを書き込むとブラウザが重くなります。

imuiRichtextbox のテキストエリア内に多くの文字列を書き込むとブラウザが固まる場合があります。
imuiRichtextbox はテキストを書き込むと装飾用のタグを内部で作成するため、
テキストの量に比例してブラウザのレンダリングに時間がかかります。
この現象が発生した場合、ブラウザを開き直して操作をやり直してください。

UIコンポーネント全般で国際化対応している属性に「コンポーネント全般で国際化対応している属性に「%」から始まる文字列を指定すると「未定義」と表示されます。」から始まる文字列を指定すると「未定義」と表示されます。

UIコンポーネント全般で国際化対応している属性に「%」から始まる文字列を指定すると未定義と出力されます。
例えば imuiButton のvalue属性に「%hoge」を指定した場合、表示されるボタンのラベルが「未定義」となってしまいます。

ブラウザの標準機能の戻るボタンは動作保証しません。ブラウザの標準機能の戻るボタンは動作保証しません。

ブラウザの標準機能の戻るボタンで画面遷移した場合はその先の画面の動作は保証しません。
エラー画面や予期しない動作がする可能性があります。

リサイズ可能なコンポーネントを組み合わせると外側のコンポーネントのリサイズ開始位置が制限されます。リサイズ可能なコンポーネントを組み合わせると外側のコンポーネントのリサイズ開始位置が制限されます。

内側に指定したコンポーネントのリサイズ開始位置と外側に指定したコンポーネントのリサイズ開始位置が同じ場合、外側のコン
ポーネントではリサイズができなくなります。
たとえば、imuiDialog の中に imuiGadgetBar があり imuiGadgetBar のリサイズ開始位置が右の場合は、imuiDialog を右からリ
サイズすることはできません。

2013 Spring 時点での対象のコンポーネントは以下になります。

imuiDialog
imuiPageDialog
imuiGadgetBar

同一のコンピュータで同一種類のブラウザを複数または、複数タブで利用した場合の動作は保証しません。同一のコンピュータで同一種類のブラウザを複数または、複数タブで利用した場合の動作は保証しません。

intra-mart Accel Platform はブラウザの Cookie を利用してセッション管理を行います。
このため、同一のコンピュータで同一種類のブラウザを複数または、複数タブで利用した場合の動作は保証しません。
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【システム管理者操作の場合】
テナントが複数ある環境において複数のタブを開いて操作した場合、
オペレータが意図しないテナントに対して更新を行ってしまう可能性があります。
これは、作業対象のテナントを変更した際、ブラウザの別タブではその変更に気づけない場合があるためです。

【IM-Workflowの場合】
以下の理由より、同一ユーザが複数ブラウザ・複数タブで操作することができません。
・添付ファイルの、一時アップロード先ディレクトリがユーザ単位であるため
・操作パターンによっては、ユーザデータIDが重複してしまうため

※事象が発生する操作パターン(例)は以下になります。
a) パターン１
・複数ブラウザで同じ一時保存画面を開く
・片方のブラウザで先に申請する
・片方のブラウザで後に一時保存する

b) パターン2
・別PCにて同一ユーザIDでログイン操作する

c) パターン3
・一時保存から申請後、ブラウザバックで一時保存の画面に遷移して申請する

ユーザデータIDは、お客様アプリケーションで任意に設定できる項目として用意しております。
設定の自由度を担保するため、ユーザデータIDと案件の紐付けは、１対１以外にも１対多を許容していません。
そのため、案件に対してユーザデータIDが重複しているのが、不正な操作の結果であるか、
現状のIM-Workflowでは業務的にチェックできません。
ユーザデータIDの一意性を担保したい場合は、アクション処理等でユーザプログラムでチェックしてください。

閉じるアイコン付きのタブをドラッグするとレイアウトが崩れる場合があります。閉じるアイコン付きのタブをドラッグするとレイアウトが崩れる場合があります。

UIコンポーネントのimuiTabs、imui:tabs 使用時に、閉じるアイコン付きのタブの順番を並べ替えようとするとドラッグ中にのみレイ
アウトが崩れる場合があります。

ロール登録画面のサブロール検索ダイアログのロール登録画面のサブロール検索ダイアログのListTableの表示が変わります。の表示が変わります。

「テナント管理」－「ロール」 画面のロール登録画面において、
「サブロールを検索して追加」リンクにて表示されるロール検索ダイアログ内のListTableの幅が、ダイアログのサイズに合わない場
合があります。

利用するブラウザによってレイアウトが崩れて表示される場合があります。利用するブラウザによってレイアウトが崩れて表示される場合があります。

intra-mart Accel Platform で提供されているタグ、またはそのタグを利用した画面では、
利用するブラウザによってレイアウトが崩れて表示される場合があります。

【IMBoxの場合】
Internet Explorer 8 において、メッセージ編集時に画面が崩れる場合があります。
Internet Explorer 8 で返信メッセージの編集を行う場合に、テキストエリア欄の外枠が入力した行数に合わせて広がらず、
編集終了ボタンが下の要素の裏に隠れてしまいます。

互換テーマを利用した場合、ブラウザによってレイアウトが崩れて表示される場合があります。互換テーマを利用した場合、ブラウザによってレイアウトが崩れて表示される場合があります。

intra-mart Accel Platform で提供されているタグ、またはそのタグを利用した画面では、標準テーマを基準としています。
互換テーマを利用した場合、画面幅が変わる事によりレイアウトが崩れて表示される場合があります。

imuiPageDialogででundefined、、nullをパラメータとして送信することはできません。をパラメータとして送信することはできません。

imuiPageDialogのパラメータparameterなど、jQueryのajaxでパラメータを送信する際にundefindやnullを指定して送信すると、
サーバ側で受信したときに文字列の”undefined”,”null”に変換されます。

imuiAccordionItem 配下に置いたメッセージボックス内の文字サイズが小さくなります。配下に置いたメッセージボックス内の文字サイズが小さくなります。

imuiAccordionItem 配下に置いた imui-box-success, imui-box-information, imui-box-warning, imui-box-caution 等の文字サイ
ズが小さく表示されます。

imuiAccordionItem 配下に配下に imuiDropdown を置いた場合、ドロップダウンのメニューがアコーディオンに隠れて表示されます。を置いた場合、ドロップダウンのメニューがアコーディオンに隠れて表示されます。

imuiAccordionItem 配下に配置した imuiDropdown を表示すると、ドロップダウンのメニューがアコーディオンアイテム上に表示さ
れず、
隠れて表示されてしまいます。

imuiAccordion 配下に配下に imuiRichtextbox を配置した際に表示が崩れる場合があります。を配置した際に表示が崩れる場合があります。

imuiAccordion 配下に imuiRichtextbox を配置した場合、セレクトボックスの背景色が白になりません。

height やや width などのスタイルを設定して、などのスタイルを設定して、imuiToggle のサイズを変更することはできません。のサイズを変更することはできません。
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height や width などのスタイルを設定して、imuiToggle のサイズを変更することはできません。

SAStrutsでファイルアップロードの受信プログラムを実装すると、ファイルサイズによるアップロード制限を行えない場合があります。でファイルアップロードの受信プログラムを実装すると、ファイルサイズによるアップロード制限を行えない場合があります。

ファイルサイズによるアップロード制限を行う場合、
struts-config.xml
にアップロード可能な最大ファイルサイズを指定しますが、この値を超えてファイルをアップロードできてしまう場合があります。
Integer.MAX_VALUE を超え、long から int にキャストした際に -1 より小さい値となる場合が該当します。

複数の複数の input 要素に同じ要素に同じ name 属性を指定すると属性を指定すると imuiValidate が正常に動作しません。が正常に動作しません。

複数の input 要素に同じ name 属性を指定すると imuiValidate が正常に動作しません。

【現象】
複数の input 要素に同じ name 属性を指定しても先頭の要素しかチェックがかかりません。
二つ目以降の要素がエラーになると先頭の要素に対してエラーメッセージが出たり、一瞬エラーメッセージが表示されるなど、
正常に動作していません。

【条件】
複数の input 要素に同じ name 属性を指定して、imuiValidate を利用した場合です。

【回避策】
それぞれの name 属性に異なる値を指定します。

imuiDialog の中にの中に script タグを記述すると、ロード時にタグを記述すると、ロード時に2度処理が呼ばれます。度処理が呼ばれます。

ダイアログの中の script が実行されるため、ロード時のイベントが2度実行されることになります。
以下のようなコードの場合、アラートが2回呼ばれます。

<imart type="imuiDialog">
  <script>
    $(function(){
      alert("sample");
    })
  </script>
  <span>dialog のコンテンツ</span>
</imart>

Internet Explorer 11、、Firefox ESR 24 においてにおいて input[type=”file”] のボタンにフォーカス時点線が表示されます。のボタンにフォーカス時点線が表示されます。

input[type=”file”] のボタンにフォーカスがあたった時、点線が表示されます。
input[type=”button”] 、 input[type=”submit”] 、 input[type=”reset”] 、button 、imuiButton にフォーカスが当たった時、点線は表示
されません。

Internet Explorer 、、Firefox ESR 24 でで imuiFileUpload でタブ移動でファイル追加ボタンに移動した後に、タブをでタブ移動でファイル追加ボタンに移動した後に、タブを2度押さないとフォーカスが移動しません。度押さないとフォーカスが移動しません。

input type=”file” の仕様でファイル名が表示されるテキストボックスとファイル選択ダイアログを表示する参照ボタンの2つの要素に
タブ移動するため、
1度のタブ移動ではフォーカスが移動しません。

modal オプションをオプションを true にしたダイアログの中で、さらににしたダイアログの中で、さらに modal オプションをオプションを true にしたダイアログを表示するとイベントの伝播が停止します。にしたダイアログを表示するとイベントの伝播が停止します。

modal オプションを true にしたダイアログの中で、さらに modal オプションを true にしたダイアログを表示するとイベントの伝播が
停止します。

以下のような実装を行うと、チェックボックスの click イベントが停止し、チェックボックスのチェックが外れません。
このような場合、imuiConfirm のボタンをクリックしたときのコールバック関数の中でチェックボックスの状態を変更するように実装し
てください。

<imart type="imuiDialog" modal>
  <input type="checkbox" id="checkbox" checked/>
</imart>
<script>
  $(document).ready(function() {
    $('#checkbox').on('click', function(event) {
      if (!$(this).attr('checked')) {
        // imuiConfirm は modal = true となっているダイアログです。
        imuiConfirm('confirm', 'ダイアログ', $.noop, $.noop);
      }
    });
  });
</script>

optgroup 属性に対し、属性に対し、CSS（スタイルシート）がブラウザによって指定できません。（スタイルシート）がブラウザによって指定できません。

optgroup 属性に対し、CSS（スタイルシート）が、Internet Explorer 9 , 11 、 Chromeの場合に指定できません。
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ブラウザの種類やバージョンにより、斜体太字で表示される場合と、太字で表示されます。

imuiTabItem の表示領域がの表示領域が iframe で生成した要素の場合、ドラッグが正しく動作しません。で生成した要素の場合、ドラッグが正しく動作しません。

iframe との組み合わせは2通りあります。

1. iframe の中にタブがある場合
タブを iframe の外側にドロップするとタブが固まったように見えます。また、マウスを離してもドラッグ状態のままになります。
Internet Explorer 8 ではドラッグ開始位置には戻らず、iframe から外に出たタイミングで適当な位置にソートされます。

2. タブの中に iframe がある場合
iframe 内でドロップすると、ドラッグ開始位置に戻ります。
Internet Explorer 8 ではドラッグ開始位置には戻らず、iframe から外に出たタイミングで適当な位置にソートされます。

ブラウザのフォントによっては、ブラウザのフォントによっては、imuiRichtextbox から入力した文字へデザインが反映されない場合があります。から入力した文字へデザインが反映されない場合があります。

例として、メイリオフォントの斜体スタイルは、英語 (半角のアルファベット、数字、記号) のみ対応しています。
このため、ブラウザの設定でメイリオを使用している場合、日本語等の2バイト文字は斜体スタイルを適用しても標準スタイルでの表
示になります。

Google Chrome

Google Chrome の場合、の場合、Flash 画面で正常に動作しない箇所があります。画面で正常に動作しない箇所があります。

Google Chrome でFlashの使用に関して不具合があるためです。
回避方法として次の対応が必要となります。

Chrome のプラグイン設定( about:plugins )にて Chrome 内蔵の Flash を無効にします。

次のサイトより、Adobe Flash Player ダウンロード、インストールを行います。
http://get.adobe.com/jp/flashplayer/

Internet Explorer

Internet Explorer 8 のみのみ imuiSelect でで max-width を指定するとレイアウトが崩れます。を指定するとレイアウトが崩れます。

imuiSelect に max-width を指定するとプルダウンボタンの上に文字列が表示されます。
ブラウザの仕様で Internet Explorer 8 のみ当現象が発生します。

Internet Explorer 8, 9 では、では、imuiFileUpload で複数ファイルを同時に選択出来ません。で複数ファイルを同時に選択出来ません。

Internet Explorer 8, 9 が HTML5 の type=”file” multiple に対応していないため、
imuiFileUpload で複数ファイルを同時に選択出来ません。

Internet Explorer 8, 9 では、では、placeholderを表示できません。を表示できません。

placeholderとは、inputタグの項目の未入力時に「入力してください」などのメッセージを灰色で表示するしくみです。
imui タグでは placeholder を受け取ってそのまま html に出力していますが、
Internet Explorer 8, 9 は HTML5 placeholder 属性をサポートしていないため、表示されません。

Internet Explorer の互換モードオプションはサポート対象外となります。の互換モードオプションはサポート対象外となります。

アドレスバー横にある互換モード切り替えボタンをクリックするとメニューの「zIndex」が正しく動作しません。
全般的に「互換モード」での利用はサポート対象外となります。

添付ファイルのダウンロード時にエラーが発生する場合があります。添付ファイルのダウンロード時にエラーが発生する場合があります。

Internet Explorer を利用して、ファイルダウンロードを行うURLが window.open や target=”_blank” で新しく開いたウィンドウから、
POST でリクエストを送信すると、ダウンロードファイル名が無視される場合があります。

Internet Explorer 利用時、利用時、IFrame 内に外部サイトを表示するためには、セキュリティゾーンを一致させる必要があります。内に外部サイトを表示するためには、セキュリティゾーンを一致させる必要があります。

Internet Explorer では、IFrame 内に外部ドメインのサイトを表示する場合、intra-mart Accel Platform と外部ドメインのセキュリ
ティゾーン が一致している必要があります。
セキュリティゾーンが異なる場合 Cookie が利用できなくなるため、外部ドメインの機能が制限され正しく表示されない可能性があ
ります。
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セキュリティゾーンは、「インターネット」オプションの「セキュリティ」タブで確認できます。

intra-mart Accel Platform では、以下の機能で IFrame による外部サイトの表示をサポートしています。

メニュー
外部メニュー連携
インターネットポートレット

これらの機能を利用する場合、intra-mart Accel Platform とセキュリティゾーンが一致するURLを設定するようにしてください。

SSL環境で環境でInternet Explorer 8 を利用している場合にファイルをダウンロードできません。を利用している場合にファイルをダウンロードできません。

Internet Explorer 8 を利用している場合にファイルのダウンロードを行う箇所で以下のようなalertが表示されファイルをダウンロー
ドできません。

[Window Title]
Windows Internet Explorer

[Content]
XXXXXXXX - XXXXXXX をダウンロードできません。

このインターネットのサイトを開くことができません。要求されたサイトが使用できないか、見つけることができません。後でもう一度やり直してください。

[OK]

これはIEのバグによりキャッシュコントロールヘッダーが動作しないことによるものです。

Internet Explorer 10 のみ右寄せ表示のテキストボックスにフォーカスして離すと文字が埋もれたように表示されます。のみ右寄せ表示のテキストボックスにフォーカスして離すと文字が埋もれたように表示されます。

右寄せ指定のテキストボックスにおいて、フォーカスを移動させ、何らかの文字が入力されている状態でフォーカスを離すと、
Internet Explorer 10 を使用している場合のみ、文字が右側に半分程度埋もれたように表示されます。

Internet Explorer を利用してログインした際に、を利用してログインした際に、403エラーが発生する場合があります。エラーが発生する場合があります。

Internet Explorer の設定によっては、ログインが行えない場合があります。
Internet Explorer のセキュリティ設定が、cookiesへのアクセスを許可しない設定となっている場合、ログイン時に403エラーとなり
ます。

この現象を回避するには、以下のいずれかを Internet Explorer に対して設定してください。

intra-mart Accel Platform 環境を信頼済みサイトに追加します。
インターネットゾーンでファーストパーティ、サードパーティのcookieを受け入れる設定します。

Internet Explorer 利用時にダウンロードファイル名の先頭が切られたり、文字化けする場合があります。利用時にダウンロードファイル名の先頭が切られたり、文字化けする場合があります。

Internet Explorer 利用時に、ダウンロードファイル名の先頭が切り捨てられたり、文字化けする場合があります。
本現象は以下の Internet Explorer の不具合となります。
http://support.microsoft.com/kb/897168/ja

Internet Explorer 10 以降では、以降では、imuiFileUploadでで0バイトのファイルをアップロードすることはできません。バイトのファイルをアップロードすることはできません。

Internet Explorer 10 以降では、imuiFileUploadで0バイトのファイルをアップロードすることはできません。

Internet Explorer 8 では、では、favicon.icoが表示されない場合があります。が表示されない場合があります。

Internet Exlplorer 8 では、favicon.icoが表示されない場合があります。

Internet Explorer8, 9で制限値以上のファイルアップロードでファイルサイズに無関係なメッセージが出力されます。で制限値以上のファイルアップロードでファイルサイズに無関係なメッセージが出力されます。

request-control-config.xml で、リクエストの最大値を設定した場合、imuiFileUpload コンポーネントで、制限値以上のファイルを
アップロードすると、以下のメッセージが表示されます。

「エラー SyntaxError: 文字が正しくありません。」

※制限値以内であればこの現象は発生しません。またこのエラーメッセージが表示された場合、ファイル自体はアップロードされ
ません。

このブラウザでは、Ajax でファイルをアップロードしているように見せかけるため iframe を使って擬似的にファイルをアップロードし
ています。
iframe へのレスポンスから HTTP のステータスを取得できないため、ステータスコードが 200 固定となっています。これは使用して
いるプラグインの仕様です。

However, for browsers without support for XHR file uploads - which includes Internet Explorer before IE10 - the Iframe
Transport is used and there is no way to retrieve the HTTP status code from an iframe load event.

https://github.com/blueimp/jQuery-File-Upload/wiki/Frequently-Asked-Questions#does-the-plugin-support-http-
status-codes
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ファイルアップロードタグは、レスポンスとして JSON を期待しています。
しかし、http413.jsp ではファイルアップロードタグ向けの処理を行っていないため、HTML をレスポンスとして返します。
HTML を受け取ったファイルアップロードタグは JSON へパースできないため、今回の「SyntaxError: 文字が正しくありません。」と
いうエラーを表示します。

【回避方法】
この事象を回避するには、request-control-config.xml 内の「リクエストの最大値」を変更してください。

Internet Explorer 8 以降で、セキュリティゾーンが異なるサイトのページをメニューに登録してポップアップで開くと、親画面にページが表示されます。以降で、セキュリティゾーンが異なるサイトのページをメニューに登録してポップアップで開くと、親画面にページが表示されます。

Internet Explorer 8 以降で、セキュリティゾーンが異なるサイトのページをメニューに登録してポップアップで開くと、親画面にペー
ジが表示されます。

以下の条件をすべて満たす場合に発生します。
・ intra-mart Accel Platform が信頼済みサイトに登録されている。
・ ポップアップで表示するサイトが信頼済みサイトに登録されていない。

この現象は、Internet Explorer の動作仕様により発生しています。
Internet Explorer ではセキュリティゾーンが4つ（インターネット、ローカルネット、信頼済み、制限付き）用意されていますが、
あるゾーンから別のゾーンのサイトを開くときに、form の遷移先として指定できないよう Internet Explorer 8 で仕様変更されまし
た。

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/ms534659%28v=vs.85%29.aspx

この現象を回避するには、ポップアップで表示するサイトも信頼済みサイトに登録してください。

Internet Explorer 8では、では、imuiButton の横幅が通常より大きく表示されます。の横幅が通常より大きく表示されます。

Internet Explorer 8では、imuiButton の横幅が通常より22px大きく表示されます。

Internet Explorer 8 では、では、imuiToggle の横幅が通常より大きく表示されます。の横幅が通常より大きく表示されます。

Internet Explorer 8 では、imuiToggle の横幅が通常より22px大きく表示されます。

Internet Explorer 11で、で、maxlength属性、属性、contenteditable属性を指定した要素で日本語入力ができないことがあります。属性を指定した要素で日本語入力ができないことがあります。

Internet Explorer 11で、contenteditable属性を有効にしたdiv要素やmaxlength属性を設定したinput要素に入力を行おうとした
場合、
日本語入力が行えないことがあります。
Microsoft社より、緊急公開の資料として公開されています。
http://support.microsoft.com/kb/2922126/ja （日本語）

Windows 7 のの Internet Explorer 11 にて、にて、 Office IME を使用している場合、を使用している場合、ime-mode: active 指定で半角カタカナモードになります。指定で半角カタカナモードになります。

Windows 7 の Internet Explorer 11 にて、 Office IME を使用している場合、ime-mode: active を指定しているフォーム部品で半
角カタカナモードになります。
http://support.microsoft.com/kb/2931749/ja （日本語）

Windows 7 のの Internet Explorer 11 にて、表示フォントがにて、表示フォントが MS PGothic 、、 MS Gothic になります。になります。

Windows 7 の Internet Explorer 11 にて、表示フォントが MS PGothic 、 MS Gothic になります。
Windows 8.1 の Internet Explorer 11 は、メイリオ 、 MS Gothic です。
ＭＳゴシック 、 ＭＳゴシック に比べて、MS PGothic 、 MS Gothic は、太字で縦方向に長体がかかってみえます。

なお、intra-mart Accel Platform では、スタイルシートの font-family を Arial 、 sans-self に指定しています。

imuiFileUpload を利用すると、を利用すると、Internet Explorer 10, 11でで 4GB を超えるサイズのファイルをアップロードできません。を超えるサイズのファイルをアップロードできません。

imuiFileUpload は内部で Ajax を利用してファイルをアップロードします。
Internet Explorer 10, 11で 4GB（正確には 4,294,967,296 バイト）を超えるファイルをアップロードしようとすると、
Ajax でファイルを送信するための API (FormData#append) でエラーが発生します。
このエラーはファイルを送信する前に発生するため、intra-mart Accel Platform の設定値で回避することはできません。

Internet Explorer を使用した場合、画面表示終了後もステータスバーが動作し続ける場合があります。を使用した場合、画面表示終了後もステータスバーが動作し続ける場合があります。

Internet Explorer 8を使用した場合、画面表示終了後もステータスバーが動作し続ける場合があります。

この事象は、ステータスバーが動作し続けるだけであり、動作上問題はありません。
http://support.microsoft.com/kb/833570/ja （日本語）

Internet Explorer において半角英字ボタンと日本語ボタンを横に並べると、縦位置ににおいて半角英字ボタンと日本語ボタンを横に並べると、縦位置に1px程度のずれが発生します。程度のずれが発生します。

Internet Explorer において半角英字ボタンと日本語ボタンを横に並べると、縦位置に1px程度のずれが発生します。

imuiButton 、 button タグ、 input[type=”button”] 、 input[type=”reset”] 、 input[type=”submit”] にて確認しています。
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ボタンに vertical-align:middle 、もしくは、 font-family:sans-self; を指定すると、現象回避できます。

vertical-align:middle を指定すると、ボタンの横並びにの input[type=”text”] など別の要素と縦位置がずれます。
font-family:sans-self; を指定すると、ボタンの半角英字がやや見づらくなります。
「OK」の場合、「O」と「K」の隙間がくっついて見づらくなることを確認しています。

Firefox

Firefox ESR 24 においてにおいて imuiButton にボタンのサイズより大きなアイコンを指定した場合、アイコンがはみ出ます。にボタンのサイズより大きなアイコンを指定した場合、アイコンがはみ出ます。

Firefox ESR 24 において imuiButton にボタンのサイズより大きなアイコンを指定した場合、アイコンがはみ出ます。
Chrome、Internet Explorer、Safari では、ボタンからはみ出る部分は表示されません。

Firefox ESR 24 においてにおいて imuiSelect のの optgroup タグのタグの label の値がイタリックになります。の値がイタリックになります。

Firefox ESR 24 において imuiSelect の optgroup タグの label の値がイタリックになります。

Firefox ESR 24 においてにおいて imuiDialog にに imuiRichtextbox を配置するとを配置すると imuiRichtextbox に文字が打てないことがあります。に文字が打てないことがあります。

Firefox ESR 24 において imuiDialog に imuiRichtextbox を配置すると imuiRichtextbox に文字が打てないことがあります。
読み込みに時間がかかるページの場合に打てない現象が発生します。

Firefox ESR 24 においてにおいて input[type=”range”] にフォーカス時、枠線がにフォーカス時、枠線が2重で表示されます。重で表示されます。

Firefox ESR 24 において input[type=”range”] にフォーカス時、黒実線と青点線の枠線が2重で表示されます。

Firefox ESR 24 においてにおいて ポートレットの下部に余白ができる場合があります。ポートレットの下部に余白ができる場合があります。

Firefox ESR 24 において ポートレットにリストテーブルが表示される場合、ポートレットの下部に余白ができる場合があります。

Firefox ESR 24 のみに発生する現象で、リストテーブルの高さが本来の高さより大きい値で取得される場合があるため、下部に余
白ができてしまいます。
表示上の問題であり、動作に問題はありません。

Firefox ESR 24 では、では、 imuiAutocomplete にに IME を利用した入力を行っている間は検索が行われない場合があります。を利用した入力を行っている間は検索が行われない場合があります。

imuiAutocomplete に IME を利用した入力をしている際、確定前の文字で検索が行われない場合があります。入力を確定すると
検索が行われます。

Safari

Mac OSX(10.7.0以降以降)を利用した場合に、ツリー表示のツリーが開かない場合があります。を利用した場合に、ツリー表示のツリーが開かない場合があります。

Mac OSXを利用した場合に、ツリー表示でツリーに表示されているノードや開くアイコンをクリックしても正常に動作しない場合があ
ります。
この事象は、スクロールバーの表示設定により、ノードの位置が表示とずれてしまうために発生します。

この事象を回避するには、以下の設定を行なってください。
「システム環境設定 - 一般 - スクロールバーの表示」を「常に表示」に設定してください。

Safari 7 において一部の管理画面で設定できない項目があります。において一部の管理画面で設定できない項目があります。

UI部品の imuiListTable を利用しテーブル内で編集機能がある画面において、Safari 7 を使用して編集を行うと、
入力した内容ではなく入力テキストボックスを含めたHTMLが登録されます。

intra-mart Accel Platform (追加アプリケーションなし) の場合、以下の画面が該当します。
・メニュー設定画面 - メニューアイテムの新規作成 (または編集)
引数

・ジョブ管理画面 - ジョブ作成 (または編集)
実行パラメータ

・ジョブネット管理画面 - ジョブネット作成 (または編集)
実行パラメータ

これらの画面を使用する場合、Safari 7 以外のブラウザを使用してください。
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スマートフォンスマートフォン

スマートフォンにおいて、処理時間が長い場合にエラーが出力される場合があります。スマートフォンにおいて、処理時間が長い場合にエラーが出力される場合があります。

回線の状態やサーバのリソースが要因となり、処理時間がかかった場合に以下のエラーが出力されます。

Error: NETWORK_ERR: XMLHttpRequest Exception 101

スマートフォンにおいて、ダウンロードしたファイル名が文字化けする可能性があります。スマートフォンにおいて、ダウンロードしたファイル名が文字化けする可能性があります。

スマートフォンにおいて、ファイル名に日本語を使用したファイルをダウンロードする場合、文字化けする可能性があります。

特定機種のスマートフォンにおいて、リトライ（再びリクエストが送信）処理が行われる事があります。特定機種のスマートフォンにおいて、リトライ（再びリクエストが送信）処理が行われる事があります。

特定機種のスマートフォンにおいてサーバーに処理を投げ、その処理が返ってくるまでの規定の時間を超えた場合、
リトライ（再びリクエストが送信）処理が行われる事があります。
登録処理であれば、同じ情報が登録される可能性があります。

【確認されている機種】

NTTドコモ GALAXY SⅡ LTE SC-03D

スマートフォン端末は機種やブラウザの種類によって正常に動作しない場合があります。スマートフォン端末は機種やブラウザの種類によって正常に動作しない場合があります。

弊社で動作確認が取れているスマートフォン端末はリリースノート「検証済み環境」に記載されているものが対象となります。
記載されていないスマートフォン端末や標準ブラウザ以外を利用した場合、正常に動作しない可能性があります。
詳細は、「 検証済み環境検証済み環境 」－「 スマートフォンスマートフォン 」を参照してください。

画面の縦と横を切り替えると画面レイアウトが崩れる場合があります画面の縦と横を切り替えると画面レイアウトが崩れる場合があります

スマートフォンの画面を表示中に縦と横を切り替えると、画面レイアウトが崩れる場合があります。

【例】

確認ダイアログ出した状態で縦⇔横を行うと表示位置が中央からずれる
エラーメッセージを表示すると、表示領域の表示幅が端末を縦⇔横にしたときに表示位置が中心からずれるなど

Android 4.x の標準ブラウザを利用する場合、ファイル名に記号を使うとアップロードできない場合があります。の標準ブラウザを利用する場合、ファイル名に記号を使うとアップロードできない場合があります。

Android 4.x の標準ブラウザを利用する場合、以下の記号がファイル名に含まれるとファイルのアップロードに失敗します。

#$%&+,;=@[]^`{}

回避するには、ファイル名を変更してから、アップロードしてください。

スマートフォンでファイルがダウンロードできない場合があります。スマートフォンでファイルがダウンロードできない場合があります。

ファイルのファイル名や内容によって、スマートフォンでそのファイルをダウンロードできない場合があります

【例】

* 中国語（U+E815（）等） をファイル名に持つファイルを IMBox にアップロードし、Android 端末でダウンロードする場合など。

長いテキストと、見えない位置にあるインプット要素に長いテキストと、見えない位置にあるインプット要素に autofocus を指定すると画面レイアウトが崩れます。を指定すると画面レイアウトが崩れます。

長いテキストの下に autofocus を指定したインプット要素を配置します。このインプット要素はスクロールしないと見えない位置にし
ます。
この状態でページを表示すると、画面レイアウトが崩れます。 これは jQuery Mobile の不具合となります。
https://github.com/jquery/jquery-mobile/issues/5385

この問題を回避するには、インプット要素から autofocus 属性を外してください。

Android OS 2.3.6の標準ブラウザでプロフィールダイアログの「フォロー中」ボタンをタップするとボタンの文字がくずれます。の標準ブラウザでプロフィールダイアログの「フォロー中」ボタンをタップするとボタンの文字がくずれます。

Android OS 2.3.6の標準ブラウザでプロフィールダイアログの「フォロー中」ボタンをタップするとボタンの文字がくずれます。

Android 標準ブラウザではダウンロードファイル名に含まれるマルチバイト文字が化けます。標準ブラウザではダウンロードファイル名に含まれるマルチバイト文字が化けます。

Android 標準ブラウザでは、ダウンロードファイル名に含まれるマルチバイト文字が化けます。
これは、Android 標準ブラウザがマルチバイト文字の Content-Disposition に対応していないためです。

Android標準ブラウザにおいてポップアップウインドウからポップアップウインドウを開いた場合、ポップアップウインドウ内で表示された一部のエラー画面のボタンが動作しませ標準ブラウザにおいてポップアップウインドウからポップアップウインドウを開いた場合、ポップアップウインドウ内で表示された一部のエラー画面のボタンが動作しませ
ん。ん。
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親ウインドウ（ウインドウA）からポップアップウインドウ（ウインドウB）を開き、ウインドウBからさらにポップアップウインドウ（ウインドウ
C）を開いた場合に、ウインドウCでセッションタイムアウトエラーが発生し、「ログイン画面へ」をクリックするとAndroid標準ブラウザで
は以下の動作となります。
・ウインドウAにログイン画面が表示されます。
・ウインドウBが閉じられます。
・ウインドウCが表示されたままになります。

本来の動作は以下となります。
・ウインドウAにログイン画面が表示されます。
・ウインドウBが閉じられます。
・ウインドウCが閉じられます。

この制限の対象となるエラー画面は以下の通りです。
・HTTP401エラー画面
・セッションタイムアウトエラー画面

タブレットタブレット

PC用の画面を用の画面を iPad/iPhone のの Safariで表示した際、ブラウザの仕様により制限される機能があります。で表示した際、ブラウザの仕様により制限される機能があります。

iPad/iPhone の Safariで PC用の画面を表示した際、ブラウザの仕様により制限される機能があります。

例えば、以下の機能が制限されます。
・ドラッグ＆ドロップを必要とする操作は利用できません。（例：マイメニュー設定のツリー形式メンテナンス画面）
・ダブルタップを必要とする操作は利用できません。（例：IM共通のユーザ検索画面の選択確定処理）
・テキストボックスのタップ時、ソフトウェアキーボードが表示されます。
・セレクトボックスの選択時、ドラム形式のピッカーが表示されます。
・セレクトボックスの選択時、window.alert()、window.confirm()を表示するとsafariがフリーズします。
・マウスオーバーの操作は利用できません。（例：ツールチップ）
・ファイルのアップロードでファイル名が重複する場合（デフォルトはimage.jpg）、1ファイルしかアップロードされません。
・PC版の画面でボタンをタッチ操作すると、mouseover が残ったままになります。
　そのため、レイアウトも mouseover 時に付与されるクラスが残ったままになります。
・ ダウンロードしたファイルは、ブラウザ上で表示します。
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国際化

タイムゾーンに関連する制約があります。タイムゾーンに関連する制約があります。

下記の制約が守られない場合、日時情報を扱うデータに不整合が発生する可能性があります。

JavaVMと本製品のタイムゾーンは統一してください。

指定可能なタイムゾーンは下記の設定ファイルに定義されているものが対象です。
%CONTEXT_PATH%/WEB-INF/conf/time-zone-config/im-time-zone-config.xml

運用開始後にタイムゾーンの変更を行うことは推奨しません。

プログラム内でJavaVMのタイムゾーンを変更しないでください。例 TimeZone#setDefault()

タイムゾーンを扱う目的として、クライアントサイドJavaScriptのDateオブジェクトを利用しないでください。

運用開始後にテナントのデフォルトロケールを変更する事は推奨しません。運用開始後にテナントのデフォルトロケールを変更する事は推奨しません。

機能によっては他の言語分のデータ入力が任意入力となっており、
テナントのデフォルトロケールを変更した場合に、言語データが存在しないために動作しない可能性があります。

設定ファイル内の説明、コメントは国際化されません。設定ファイル内の説明、コメントは国際化されません。

画面に表示されるラベル、メッセージ等の多言語化は行われていますが、
設定ファイルなどの説明に記載されている内容もしくは、コメントは日本語のみとなります。

IM-Propagation から出力されるメッセージは英語のみです。から出力されるメッセージは英語のみです。

IM-Propagation 機能は国際化機能の対象外となります。
そのため、出力されるログなどのメッセージはすべて英語となります。

運用途中でシステムロケールを減らす事は推奨しません。運用途中でシステムロケールを減らす事は推奨しません。

運用途中でのシステムロケールを減らす事は推奨しません。
機能によって正常に動作せず、データの不整合が発生する可能性があります。
運用開始前に利用する言語を決定する事を推奨します。

ログに出力されるメッセージのロケールが混在する可能性があります。ログに出力されるメッセージのロケールが混在する可能性があります。

intra-mart Accel Platform では、一部のログメッセージはテナントで設定されているロケールで出力されます。
１つのWebアプリケーション内に複数のテナントが存在し、それぞれのテナントで設定されているロケールが異なる場合、
ログメッセージのロケールがテナント毎に変わります。

IM-共通マスタ

今日を取り扱う場合のタイムゾーン指定における動作について制約があります。今日を取り扱う場合のタイムゾーン指定における動作について制約があります。

intra-mart Accel Platform ではユーザ検索時に日付を指定しなかった場合、
基準日となるタイムゾーンはユーザ自身がもつタイムゾーン（アカウントコンテキストのタイムゾーン）となります。
そのため、ユーザのタイムゾーンを変更した場合に日付によっては前日や明日のデータが検索される場合がありますのでご注意く
ださい。

Internet Explorer で正常に表示されない画面があります。で正常に表示されない画面があります。

Internet Explorer を利用した場合、期間バーの1ヶ月表示、3ヶ月表示が正常に表示されない場合があります。

IM-共通マスタで利用したい言語データは全て登録する必要があります。共通マスタで利用したい言語データは全て登録する必要があります。

IM-共通マスタの項目には各言語データはすべて設定しておく必要があります。
日本語と英語を利用したい場合、日本語のみプロファイル情報が登録されているが、
英語には何も登録しないという設定はしないでください。

Internet Explorer 8, 9 ででIM共通マスタの画面を利用した場合、メモリリークが発生する場合があります。共通マスタの画面を利用した場合、メモリリークが発生する場合があります。

Internet Explorer 8, 9 でIM共通マスタの画面を利用した場合、メモリリークが発生する場合があります。

この事象は、Internet Explorer のドキュメント互換モードが edge モードの状態でIM-共通マスタの画面が IFRAME 内で表示され
ている場合に発生します。

メンテナンス画面であれば、この事象を回避するには以下の方法があります。

1. IM-共通マスタのメンテナンス画面をポップアップ表示で利用してください。
ポップアップ表示にするには、メニューアイテムの設定を変更します。
メニュー設定画面にて「IFRAME表示のチェックをOFF」、「ポップアップ表示のチェックをON」にして、メニューアイテムを更新し
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てください。

2. Internet Explorer 以外のブラウザ（ Google Chrome など）をご利用ください。

参考ページ
ドキュメント互換モードについて
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc288325.aspx （日本語）

IM-共通マスタの管理画面は共通マスタの管理画面はMac safariはサポート対象外です。はサポート対象外です。

IM-共通マスタの管理画面はMac safariはサポート対象外です。
例えば、2434年2月28日以降の日付を指定すると期間情報が1日ずれてしまいます。

IM共通マスタのインポート実行中に関連する他の操作またはインポートを実行してはいけません。共通マスタのインポート実行中に関連する他の操作またはインポートを実行してはいけません。

IM共通マスタのインポート実行中に関連する他の操作・インポートを実行してはいけません。

例：
・「会社・組織」のインポート実行中に「ユーザ」のインポートを行う。
・「パブリックグループ」のインポート実行中に「ユーザ」のインポートを行う。
・「会社・組織」のインポート実行中に画面から「ユーザ」の操作を行う。

変更途中でユーザの所属情報を変更しようとするためデータの不整合によりエラーとなります。
このようにインポート実行中には関連するデータの更新を行わないでください。

condition 指定指定(AppCmnSearchCondition)についてについて

API の condition 指定で構成する SQL の preparedStatement に指定されるプレースホルダの最大数を指定した場合、
SQLException が発生します。

会社の認可制御（アクセス権）に利用できるサブジェクトグループ数は最大会社の認可制御（アクセス権）に利用できるサブジェクトグループ数は最大1000件です。件です。

会社の認可制御（アクセス権）に利用できるサブジェクトグループ数は最大1000件です。

会社の認可制御に利用できるサブジェクトリゾルバは会社の認可制御に利用できるサブジェクトリゾルバはDeclaredSubjectResolverのみです。のみです。

会社には認可制御（アクセス権）が可能ですが、認可のサブジェクトを解決するために利用するサブジェクトリゾルバは、
DeclaredSubjectResolverインターフェースを実装したリゾルバのみ利用できます。

Firefox ESR 24.5 においてにおいて カレンダーポップアップの「決定」ボタンが反応しないことがあります。カレンダーポップアップの「決定」ボタンが反応しないことがあります。

カレンダーの取得処理中に「決定」ボタンをクリックしても、javascript の mouseup イベント実行されないため、click イベントが実行
されません。
カレンダーの取得処理に時間がかかる環境の場合は特に再現します。

期間表示スクロールバーは期間のスケールを短縮して表現しています。期間表示スクロールバーは期間のスケールを短縮して表現しています。

期間表示スクロールバーでシステム終了日を含む期間の時、左端に表示する日付がスクロールバーのスケールと一致しません。
期間表示スクロールバーを実際の日付のスクロールバーの長さにするとスクロールが長すぎてしまうための処置です。

Webサービス

Webサービス全般の制約があります。サービス全般の制約があります。

Webサービスエンジンとして「Axis 2 ver1.4.1」を利用することを前提とします。

Axis2 の詳細は Axis2 のWebサイト（http://axis.apache.org/axis2/java/core/index.html） を参照してください。

Web サービスのトランスポート層は HTTP を利用すること前提とします。

Web サービスの暗号化は SSL にて実現することを前提とします。

document-literal スタイルの Web サービスを公開することを前提とします。

Webサービスの負荷分散は、ロードバランサの機能で実現します。

分散構成の場合、各 Web Application Server に同じ Web サービスをデプロイする必要があります。
Web Application Server 間でデプロイされている Web サービスが異なる場合、
Web サービスの負荷分散は正しく動作しません。

Axis2 - 1.4.xの現行仕様についての内容です。の現行仕様についての内容です。

Webサービスのメッセージ要素に、継承関係を持つクラスを指定することはできません。

Web サービスのメッセージ要素に、内部クラスを指定することはできません。スタブが正しく処理できません。
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Web サービスとして公開するメソッドの返却値が void で、かつ、例外をスローしない場合、
何らかのエラーが発生しても、Web サービス・クライアント側にエラーは通知されません。

Axis2 の管理コンソール（http://hostname/imart/axis2-admin/index.jsp）は、URL rewriteing を利用したセッション ID の維持
に対応していません。

メッセージレシーバ「RPCxxxxMessageReceiver」を利用した XML から Java オブジェクトへのマッピングに関して、
「配列」として定義されている Java オブジェクトに対する SOAP メッセージの該当要素がなかった場合、
「空の配列」に変換される場合と「null」に変換される場合があります。

データバインディング方式に「ADB」を利用した Axis2 のスタブに関して、XML から
Java オブジェクトへマッピングされる際、「配列」として定義されている Java オブジェクトが以下のように変換されます。
この現行仕様により、Web サービス・プロバイダ側で「null」を送信した場合、Web サービス・クライ
アント側では「配列長が 1 の配列（最初の要素は「null」）」として解釈されたり、Web サービス・プロバイダ側で
「空の配列」を送信した場合、Web サービス・クライアント側では「null」として解釈されたりします。

Axis2-1.4.1 でAXIS2-3870 が改修されました。しかし、Axis2 のスタブを使用した場合にメモリリークが発生することが確認されま
した。
Axis2 1.4.1 client stub not freed (https://issues.apache.org/jira/browse/AXIS2-4007)
intra-mart Accel Platform では、AXIS2-4007 を改修したAxis2-1.4.1 を利用しています。
改修を行ったクラスは「org.apache.axis2.client.Stub」です。

Webサービスとして公開するメソッドの引数にJavaBeanが指定されている場合、
そのJavaBean内の「バイト配列(=byte[])」形式のプロパティは、データが正しく送受信されません。
これは、Axis2 の現行仕様による制限です。バイナリファイルを送受信する場合は、JavaBean のプロパティではなく、
Web サービスとして公開するメソッドに「バイト配列(=byte[])」形式の引数を指定してください。

Webサービスとして公開するメソッドの返却型をvoidとすることはできません。
https://issues.apache.org/jira/browse/AXIS2-4275

Webサービスに対する認証・認可についての内容です。サービスに対する認証・認可についての内容です。

Web サービスの実行後、明示的に破棄（ログアウト）されます。
したがって、intra-mart ログインセッションのスコープは Web サービスの呼び出し単位となります。

認証時に利用するパスワードは、常に intra-mart Accel Platform のアカウント情報が保持しているものを利用します。
LDAP 連携を行っている場合、LDAP 側で管理されているパスワードは利用されません。

intra-mart Accel Platform ユーザの認証・認可は、WS-Security に対応していません。

Web サービスのアンデプロイ時に、該当 Web サービスに設定されていたアクセス権限は削除されません。

Webサービス・プロバイダについての内容です。サービス・プロバイダについての内容です。

既存の Java クラス、または、JavaScript 関数を Web サービス化することを対象とします。
（ボトムアップアプローチによるWebサービス化）

スクリプト開発モデルの Web サービス化に関して、リクエストパラメータを引数とする関数は、
Web サービス化の対象外です。リクエストパラメータを引数とする関数とは、init()関数、close()関数、および、
リンクやフォームの action 属性に対応する関数を意味します。

スクリプト開発モデルの Web サービス化に関して、引数に対して値を更新する処理を行う関数は、
Webサービス化の対象外です。引数に対して値を更新する処理を行う関数とは、引数の利用用途が、
関数内部で読み取られるだけでなく、関数実行終了後の結果としても利用される関数を意味します。

スクリプト開発モデルの Web サービス化に関して、以下の API を利用している関数は、Web サービス化の対象外です。

forward()
redirect()
secureRedirect()
transmission()
Debug.browse()
HTTPResponse.sendMessageBody()
HTTPResponse.sendMessageBodyString()
Module.download.send()
Module.alert.back()
Module.alert.link()
Module.alert.reload()
Module.alert.write()
PageManager.redirect()
HTTPResponse.sendMessageBodyFile()
HTTPResponse.sendMessageBodyAsBinary()
HTTPResponse.sendMessageBodyAsText()
Transfer.toErrorPage()
Transfer.toInformationPage()
Transfer.toWarningPage()
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JavaEE フレームワークのイベントフレームワークの Web サービス化に関して、
aar ファイル内に Web サービスとして公開する Java クラスが格納されていると、Web サービスが動作しません。

Webサービス・クライアントに関する制限事項です。サービス・クライアントに関する制限事項です。

SOAPClient オブジェクトは、Axis2 の CodeGenerationEngine クラスを利用しています。
したがって、CodeGenerationEngine が対応していない Web サービスを呼び出すことはできません。

SOAPClient オブジェクトは、データバインディング方式に「ADB」を利用した Axis2 のスタブを使用しています。

SOAPClient オブジェクトの getSampleCode()関数は、XML スキーマの restriction で定義されている型などは、
サンプルデータが生成されません。サンプルデータが生成されていない型については、実行する Web サービスの仕様を確認してく
ださい。

SOAPClientオブジェクトのgetSampleCode()関数は、Webサービス・オペレーションの入力メッセージ要素の子要素が
「maxOccurs=”unbounded”」指定されている場合、正しく表示できません。

SOAPClient オブジェクトは、document-literal スタイルの Web サービスに対応しています。

SOAPClient は、非同期型コールバック形式の Web サービスに対応していません。

SOAPClient オブジェクトを WebSphere で利用するためには、「クラス・ローダーの順序」を
「最初にアプリケーション・クラス・ローダーをロードしたクラス」に設定する必要があります。

SOAPClient オブジェクト利用時に、自動生成されたJavaスタブ・クラスのコンパイルに失敗する場合は、
環境変数「AXIS2_HOME」を設定する必要があります。

SOAPClient オブジェクトは、JavaScript の予約語と同一名称の Web サービス･オペレーションを利用できません。

SOAP メッセージ要素名に先頭に一文字だけの大文字英字を指定することができません。
たとえば、SOAP メッセージの要素名が「A0001」である場合、Axis2 はアクセッサメソッドが
「getA0001」「setA0001」の JavaBeans を生成します。
この JavaBeans からプロパティ名を取得すると「a0001」が返されるため返却値オブジェクトのプロパティ名は
「a0001」となります。これは、先頭に一文字だけ存在する大文字英字がJavaBean 仕様のプロパティ名にしたがい小文字にされる
ためです。

SOAPClient APIのスタブコードは 2013 Summer(8.0.3)以前と互換性がありません。
SOAPClient APIにおいて以下の条件に当てはまる場合正常に動作しません。

2013 Spring(8.0.3)以前の環境から移行する場合
SOAPClient APIを利用する際に、スタブの作成方法をNeverモードとして利用されている場合
2013 Spring(8.0.3)以前のSOAPClientを利用して生成したスタブコードを配置している場合

上記条件に当てはまる場合、2013 Spring(8.0.3)以前において作成したスタブコードと、
2013 Summer(8.0.4)以降において生成されるスタブコードに互換性がありません。
その為、再度新しい2013 Summer(8.0.4)版以降のSOAPClient APIを利用してスタブコードを生成し配置する必要があります。

TERASOLUNA Global Framework on Accel Platform

「「TERASOLUNA Global Framework on Accel Platform」がサポートする」がサポートする Web Application Server はは Resin のみです。のみです。

開発フレームワークモジュール「TERASOLUNA Global Framework on Accel Platform」がサポートする Web Application
Server は Resin のみです。

TERASOLUNA Global Framework連携でメニュー表示と認可を有効にする場合、メニュー設定と連携でメニュー表示と認可を有効にする場合、メニュー設定と @RequestMapping についての制限があります。についての制限があります。

メニュー設定の URL と @RequestMapping の value で一意に対応するように設定してください。
詳細は「TERASOLUNA Global Framework プログラミングガイドプログラミングガイド  」を参照してください。
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メニュー

メニューの表示項目は、ユーザが再ログインするまで反映されないことがあります。メニューの表示項目は、ユーザが再ログインするまで反映されないことがあります。

メニュークリック時の遷移先画面に対する実行権限が無い場合、
表示されているメニューをクリックしても403エラーでアクセスすることはできない為、
セキュリティ上で問題となることはありません。

IFRAMEを使用したページをマイメニューに登録して開くとページが表示できない場合があります。を使用したページをマイメニューに登録して開くとページが表示できない場合があります。

メニュー設定で “IFRAME 表示” をオンにしたメニューにアクセス後、ページをマイメニューに登録します。
その後、登録したマイメニューからページを表示すると、IFRAME 内の実装によっては以下の事象が発生します。

IFRAME のページ遷移が反映されず、初期表示状態となる
ページ表示時にエラーが発生し、ページが表示できない
外部メニュー連携機能で取得した外部メニューの場合、リクエスト情報不正エラーが発生し、ページが表示できない。

下記の回避策があります。

グローバルナビやサイトマップに定義されているメニューであれば、マイメニュー設定画面において
グローバルナビ・サイトマップからメニューアイテムをコピーすることで回避できます。

ランチャー上でのマイメニュー編集操作は行えません。ランチャー上でのマイメニュー編集操作は行えません。

マイメニューへの追加はできますが、移動やソート順の変更、名称変更、削除等の操作は行えません。
回避方法としてマイメニュー設定画面で操作する事ができます。

セッションを利用したページをマイメニューに登録後、マイメニューから登録したページを開けない場合があります。セッションを利用したページをマイメニューに登録後、マイメニューから登録したページを開けない場合があります。

セッションを使用して情報を保持し構成しているページの場合、ログアウト操作によってセッションの内容が
クリアされてしまうことでページを正しく表示できなくなることがあります。
該当ページの場合、マイメニューからページを開いたときにエラー表示になる可能性があります。

下記の回避策があります。

業務画面の入り口のリンクを登録する必要があります。
(グローバルナビ・サイトマップからコピーするなど)

メニュー構成の設定画面において、メニューアイテムのメニュー構成の設定画面において、メニューアイテムの 「「URL」」 にに 「「./」」 やや 「「../」」 を使用すると、そのメニューアイテムに対して認可が行われず、グローバルナビやサイトマップ等を使用すると、そのメニューアイテムに対して認可が行われず、グローバルナビやサイトマップ等
に常時表示されます。に常時表示されます。

メニュー構成の設定画面において、メニューアイテムの 「URL」 に 「./」 や 「../」 を使用すると、
そのメニューアイテムに対して認可が行われず、グローバルナビやサイトマップ等に常時表示されます。
なお、メニュー押下後の画面は、認可設定に則って権限チェックが行われます（権限がない場合は、403 Forbidden が返却されま
す）。

下記の回避策があります。

メニューアイテムの URL には 「./」 や 「../」 を含めないようにしてください。

メニューのメニューの IFRAME リダイレクタにおける画面遷移で注意があります。リダイレクタにおける画面遷移で注意があります。

通常、401エラーが発生した場合、表示されているボタンをクリックしログインを行うと、
ログイン後にアクセスしようとした画面が表示されます。
しかし、IFRAME リダイレクタで表示されたページの場合、ログインを行うとホーム画面に遷移します。

メニューアイテムのアイコンに規定サイズ外のアイコンを指定すると正しく表示されませんメニューアイテムのアイコンに規定サイズ外のアイコンを指定すると正しく表示されません

例えば、PC用グローバルナビに16x16より大きなサイズのアイコンを指定するとアイコンが見切れてしまいます。
PC用グローバルナビ・サイトマップは16x16のアイコンを想定しています。

マイメニューに登録できるメニューアイテムはサイトマップにあるメニューアイテムが対象です。マイメニューに登録できるメニューアイテムはサイトマップにあるメニューアイテムが対象です。

マイメニューはブラウザのブックマークと同様の機能となります。
ブラウザのブックマーク同様に、登録した時点のメニューを呼び出しても正常に画面表示されない場合があります。
例：ポ—トレット新規登録画面

テナント管理のメニュー設定画面にて、ノードのドラッグアンドドロップが動作しない場合があります。テナント管理のメニュー設定画面にて、ノードのドラッグアンドドロップが動作しない場合があります。

「テナント管理」-「メニュー設定」画面にて、「エクスポート」ボタンよりダイアログを表示します。
画面左側のグローバルナビ、画面右側のサイトマップ、ダイアログにエクスポートで3つのツリーが表示されます。
ダイアログは最初空のツリーが表示されていますが、その中のいずれかのノード または、残りの2つのうちのどちらかのノードにド
ラッグアンドドロップした際に、
2つのうちの実際にドロップした方とは別のノードにドロップされてしまう場合があります。
本制限は、jstree ライブラリそのものの不具合により発生している制限になります。
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ホームホームURLをを/home以外に設定すると、スマートフォンの画面上からグローバルナビへ遷移できなくなります。以外に設定すると、スマートフォンの画面上からグローバルナビへ遷移できなくなります。

テナント情報のホームURLを、初期設定の「/home」以外に変更した場合、スマートフォン版メニューのホームボタンをタッチした際
に、
ホームURLに設定したページへアクセスするため、グローバルナビへ遷移できなくなります。
（ブラウザのアドレスバーに ≪コンテキストパス≫/menu/sp を直接入力することにより、グローバルナビへ遷移することは可能で
す。）

ホームURLにはスマートフォンのメニューが表示されるパスを指定してください。
スマートフォンで特定のURLにアクセスしたときにメニューを表示するには以下のスクリプト開発モデルルーティング設定を追加し
ます。

<file-mapping path="/≪任意のパス≫" client-type="sp" page="/menu/global_nav/views/global_nav_sp">
  <authz uri="service://mobile_framework/global_nav" action="execute" />
</file-mapping>

グローバルナビの表示メニューグループ数をウィンドウの幅におさまる件数に設定してください。グローバルナビの表示メニューグループ数をウィンドウの幅におさまる件数に設定してください。

グローバルナビの表示メニューグループ数が多い場合、ユーティリティメニューに重なって表示されたり、
改行されてメインコンテンツに重なって表示されたりします。
「ユーティリティメニュー」-「個人設定」-「グローバルナビ」からグローバルナビの表示上限数を設定して、
ウィンドウの幅におさまる件数に設定してください。

ジョブ経由でインポート、または、ジョブ経由でインポート、または、APIを使用してメニューグループのソート順を更新した場合、認可リソースのソート順が同期されません。を使用してメニューグループのソート順を更新した場合、認可リソースのソート順が同期されません。

以下のいずれかの操作を行うと、認可リソースのソート順が同期されず、メニュー設定画面に表示されるメニューグループの順序と
「権限設定」リンクから開く認可設定画面に表示されるリソースの順序が異なります。
１．既存のメニューアイテムに対してソート順 (sort-number) を別の値に変更したデータを
ジョブ経由でインポートします。

２．MenuItemManager API を利用して、既存のメニューアイテムに対してソート順を変更します。

この現象が発生した場合、以下の手順で回避できます。
１．サイトマップから 「テナント管理」－「メニュー」 を開きます。
２．同期させたいメニューカテゴリのツリーで、任意のメニューグループを作成します。
３．作成したメニューグループを削除します。

HybridSSO・外部メニュー連携

外部メニュー連携機能を利用するためには、シングルサインオン認証を行うことを推奨します。外部メニュー連携機能を利用するためには、シングルサインオン認証を行うことを推奨します。

外部メニュー連携機能を利用して、メニューから認証が必要な外部サイトにアクセスするためには、あらかじめログインしている必要
があります。
各サイトの認証を管理するためには、別途 シングルサインオン製品を導入して、シングルサインオン認証を行う必要があります。

なお、 intra-mart Accel Platform と iWP / iAF v7.2 の間で
シングルサインオン連携するための機能（IM-HybridSSO）が、2014 Summer(Honoka) から利用可能になりました。
詳しくは、「セットアップガイドセットアップガイド  」 の「iAP-iWP間間SSO連携（連携（IM-HybridSSO））  」 の章を参照してください。

シングルサインオン認証を行なっていない場合、以下のような制限事項が発生します。

メニュープロバイダから取得したメニューにアクセスしても、自動ログインされません。

該当のページに権限設定がある場合、エラーページが表示されます。
エラーページからログイン画面へ遷移してログインすることも可能ですが、ブラウザの設定や環境によっては正常にログイ
ンできない場合があります。

また、メニュープロバイダが intra-mart Accel Platform の場合、
メニュープロバイダ側のログイン画面が表示された段階でメニュークライアント側のグローバルナビが表示されなくなりま
す。

メニュークライアントとメニュープロバイダに別々にログインすることになるため、同じユーザであることが保証されません。

外部メニュー連携で取得するメニュー情報は、メニュークライアントにログインしているユーザにひもづく情報です。
メニュープロバイダに別のユーザでログインしていても画面上では判断できないため、誤ったオペレーションを行う可能性
があります。

メニュークライアントからログアウトしても、メニュープロバイダ側は自動ログアウトされません。

メニュープロバイダに直接アクセスすることで、ログイン状態のままアクセスが可能です。

外部メニュー連携については、「セットアップガイドセットアップガイド  」 の「外部メニュー連携（外部メニュー連携（IM-HybridSSO））  」 の章を参照してください。

外部メニュー連携で取得する対象のユーザコードは、外部メニュー連携の取得元のユーザコードと同じである必要があります。外部メニュー連携で取得する対象のユーザコードは、外部メニュー連携の取得元のユーザコードと同じである必要があります。

外部メニュー連携機能では、取得元にログインしているユーザのユーザコードを利用して、取得先のメニュー情報を取得してます。
そのため、取得元と取得先でユーザコードが一致している必要があります。
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外部メニュー連携機能に関して、最新のメニューが表示されない場合があります。外部メニュー連携機能に関して、最新のメニューが表示されない場合があります。

1. 運用中に連携先サーバのメニューを編集した場合、最新のメニューが表示されません。
2. メニュー情報取得時にネットワークエラーなどで一時的に連携先サーバにアクセスできなかった場合、
外部メニュー情報は取得されずにメニューが表示されます。

連携先サーバにアクセス可能となった場合でもメニュー情報の再取得は行われません。

一部のメニューは表示を高速化するため情報をキャッシュしています。
そのため、上記1,2の事象が発生し、あるユーザでは外部メニュー情報が表示され、別のユーザでは表示されないという状況が発
生します。

上記の場合、下記の回避策があります。
メニュー設定画面の「キャッシュクリア」からメニューのキャッシュクリアを実行してください。
メニュー設定画面については 「テナント管理者操作ガイド」 の「メニューを設定する」の項目をご覧ください。

なお、メニュークリック時の遷移先画面に対する実行権限が無い場合、
表示されているメニューをクリックしても403エラーでアクセスすることはできないため、
セキュリティ上で問題となることはありません。

自動ログイン機能は、自動ログイン機能は、iAP-iWP間間SSO連携モジュール（連携モジュール（IM-HybridSSO）のログアウト連携に対応していません。）のログアウト連携に対応していません。

自動ログイン機能は、iAP-iWP間SSO連携モジュール（IM-HybridSSO）のログアウト連携に対応していません。

IM-HybridSSO のログアウト連携機能は、ログイン画面表示時に行われます。
そのため、ログイン画面を経由せずに認証を行う自動ログイン機能は、IM-HybridSSO の ログアウト連携に対応していません。

自動ログイン機能に関しては、「セットアップガイドセットアップガイド  」 の「自動ログイン機能を利用する場合自動ログイン機能を利用する場合  」 を参照してください。

ショートカットショートカットURLでアクセスした場合、でアクセスした場合、IM-HybridSSO によるログインは行われません。によるログインは行われません。

外部メニュー連携で取得した外部メニューへのアクセスは、IM-HybridSSO による認証情報が必要です。
IM-HybridSSO による認証情報は、 intra-mart Accel Platform のログイン画面を経由したログイン時に設定されます。

ショートカットURLでアクセスする場合、ログイン画面を経由せずに目的の画面へ遷移することが可能なパターンがあります。
（表示許可ユーザが一人、かつ、ログイン認証を不要に設定したショートカットURLでアクセスした場合が該当します）
この場合、IM-HybridSSO によるログインは行われないため、外部メニュー連携で取得した外部メニューが画面上に表示されます
が、
該当メニューをクリックしてもアクセスすることができません。

この事象は、 intra-mart Accel Platform へ再ログインすることにより、回避することが可能です。
また、既に intra-mart Accel Platform にログインしている場合は、IM-HybridSSO による認証情報が残っているため、外部メニュー
へのアクセスが可能です。

Webサーバやロードバランサを利用している場合、リクエストサーバやロードバランサを利用している場合、リクエストURLのコンテキストパスとのコンテキストパスと iWP / iAF のコンテキストパスが同じとなるように設定する必要があります。のコンテキストパスが同じとなるように設定する必要があります。

Webサーバやロードバランサを利用している場合、リクエストURLのコンテキストパスと iWP / iAF のコンテキストパスが同じとな
るように設定する必要があります。

外部メニュー連携で作成するメニュー情報のURLは、以下の2つの情報を元にして生成します。
・iWP / iAF の parameter.xml の「im.web_server.url」で指定されたURL
・iWP / iAF の コンテキストパス
そのため、Webサーバやロードバランサによってコンテキストパス部分を書き換えている場合、
外部メニューから正しくアクセスすることができません。

例えば、Apache モジュール「mod_proxy」を利用していて、かつ、iWP / iAF のコンテキストパスが「/imart」の場合、
以下の様にローカルの仮想パスの名前を「/imart」と設定する必要があります。

ProxyPass /imart http://backend.example.com/imart

IM-HybridSSO 接続中に、接続中に、iWP / iAF のパスワードの変更を行うとのパスワードの変更を行うとSSO接続が解除されます。接続が解除されます。

IM-HybridSSO 接続情報には、iWP / iAF 上のユーザのパスワード元にした不可逆情報が含まれるため、 intra-mart Accel
Platform にログインしてから、iWP / iAF の画面へ最初にアクセスするまでに、ログインユーザの iWP / iAF でのパスワードが変更
された場合、IM-HybridSSO 接続情報不正のため、SSO接続できなくなります。

複数の複数のSSO認証プロバイダが、同一の認証プロバイダが、同一のSSOサービスプロバイダと連携する構成には対応していません。サービスプロバイダと連携する構成には対応していません。

複数のSSO認証プロバイダ（ intra-mart Accel Platform ）から、同一のSSOサービスプロバイダ（ iWP / iAF ）にアクセスするよう
な設定を行った場合、 iWP / iAF のセッション情報が上書きされる場合があるため、正常な動作を保証することができません。

外部メニュー連携機能利用時に、セッションフェールオーバーが発生した場合にアクセスできなくなることがあります。外部メニュー連携機能利用時に、セッションフェールオーバーが発生した場合にアクセスできなくなることがあります。

「リクエスト情報が不正なため、指定のページは表示できません。」

これは、外部メニュー連携機能でメニュー情報に署名を付加して、署名チェックを行なっているためです。
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署名情報は、それぞれのサーバごとに保持しています。

エラーとなった場合、外部メニュー以外のページにアクセスして、メニュー情報を最新化してください。

SSO認証プロバイダが、同一の認証プロバイダが、同一の iWP / iAF 内の複数ログイングループと内の複数ログイングループとSSO連携する構成には対応していません。連携する構成には対応していません。

SSO認証プロバイダ（ intra-mart Accel Platform 内の１テナント）から、同一の iWP / iAF 内の複数ログイングループとSSO連携
するような設定を行った場合、それぞれのログイングループのメニューにアクセスすることで、 iWP / iAF のセッション情報が上書き
される場合があるため、正常な動作を保証することができません。

IM-HybridSSO を構成するサーバは、全て同一のドメイン上に構築する必要があります。を構成するサーバは、全て同一のドメイン上に構築する必要があります。

そのため、 intra-mart Accel Platform および iWP / iAF は、ブラウザが Cookie を読み書きできるように、同じホスト上の別のコン
テキストパスとして構築するか、または、サブドメインで区別されるようなホスト上に構築してください。

例） サブドメインで区別されるようなホストの場合
・ドメイン： intra-mart.jp
・SSO認証プロバイダ： iap.intra-mart.jp
・SSOサービスプロバイダ１： iwp1.intra-mart.jp
・SSOサービスプロバイダ２： iwp2.intra-mart.jp

iWP / iAF を「を「SSO認証プロバイダ」として利用したり、認証プロバイダ」として利用したり、 intra-mart Accel Platform を「を「SSOサービスプロバイダ」として利用することはできません。サービスプロバイダ」として利用することはできません。

IM-HybridSSO は、以下の様な構成には対応していません。

・ iWP / iAF にログインして、他のSSOサービスプロバイダとSSO連携を行う。
（ iWP / iAF を「SSO認証プロバイダ」として利用する）

・ intra-mart Accel Platform 同士で SSO連携を行う。
（ intra-mart Accel Platform を「SSOサービスプロバイダ」として利用する）

IM-HybridSSO は、は、intra-mart Accel Platform とと iWP / iAF で簡易的なで簡易的な シングルサインオンを実現するための機能です。シングルサインオンを実現するための機能です。

認証するIDの統合管理や、iWP / iAF 以外のSSOサービスプロバイダを利用する必要がある場合は、必要な機能に対応したシン
グルサインオン製品を利用してください。

iAP-iWP間間SSO連携モジュール（連携モジュール（IM-HybridSSO）をインストールした環境では、ログアウト後の遷移先画面を変更することはできません。）をインストールした環境では、ログアウト後の遷移先画面を変更することはできません。

intra-mart AccelPlatformでは、ログアウト時にリクエストパラメータ「im_url」を指定することで、ログアウト後の遷移先画面を変更
することが可能ですが、iAP-iWP間SSO連携モジュール（IM-HybridSSO）をインストールした環境では、この機能を利用することは
できません。
ログアウト時に遷移先URLを指定しても、ログイン画面に遷移します。

リクエストパラメータ「im_url」に関しては、以下を参照してください。
「設定ファイルリファレンス設定ファイルリファレンス 」 の「リクエストパラメータ名リクエストパラメータ名  」 を参照してください。
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認可

認可設定画面のポリシー設定は即時反映されます。認可設定画面のポリシー設定は即時反映されます。

認可設定画面でのポリシーの設定（許可・不許可）は、即時反映されます。

認可サブジェクトの追加認可サブジェクトの追加/更新更新/削除について注意があります。削除について注意があります。

認可サブジェクトは各機能で共通化されています。
認可サブジェクトの追加/更新/削除は各設定画面に影響する点にご注意ください。

認可設定画面

会社に対する認可設定画面

メニューグループに対する認可設定画面

ポートレットのアクセス権設定画面
※ポートレットのみ、サブジェクトの絞込みが行われています

表示→認証、ユーザ、ロール
非表示→組織、役職、パブリックグループ

TableMaintenance テーブルのアクセス権設定

イベントナビゲータ アクセス権設定

IMBoxの操作権限設定

更新/削除は、他の機能で使用されていないことをご確認ください。
特にサブジェクトの削除については注意が必要です。

サブジェクトを削除すると、関連してポリシー設定も削除されます。
このためサブジェクトを削除すると、他の機能で設定していたポリシーも消えます。

router のパスに対する認可の整合性チェックは動的なルーティングでは行いません。のパスに対する認可の整合性チェックは動的なルーティングでは行いません。

router は単体試験環境の場合、初期化時パスに対して異なる認可設定がされていないかのチェックを行います。
このチェックは動的なルーティングに対しては行いません。
動的なルーティングとは以下のようなルーティングを指します。

PathVariablesを使用するルーティング
jssp-routing の folder-mapping によるルーティング
service-routing の application-mapping によるルーティング

「「/home」の認可設定は別々のリソースとして定義されているため、権限変更時に注意が必要です。」の認可設定は別々のリソースとして定義されているため、権限変更時に注意が必要です。

現状 /home は特定のアプリケーションを表していません。
初期設定状態で /home にアクセスするとポータル(/imart/portal/desktop)を表示する設定となっています。
これはルーティングテーブルで両方のパスが同じページを指すことで実現していますが、
認可上では別々のリソースとして定義されていますので権限変更時には注意が必要です。

ポータルのリソースポータルのリソース
画面・処理
ポータル
ポータル表示
ポータル

/home のリソースのリソース
画面・処理
テナント
デフォルトホーム

上記のデフォルトの状態の例でいえば、ポータルのリソースのみ認可を禁止したとしても
デフォルトホームの認可を禁止していなければ /home にアクセスすることでポータルを見ることができてしまいます。

最新の認可設定が反映されない可能性があります。最新の認可設定が反映されない可能性があります。

分散環境でクラスタ間のネットワークに障害が発生した場合、
障害が発生したノードのキャッシュ情報がクリアされずに古い認可設定でiAPが動作する可能性があります。

この事象を回避するには以下の選択があります。

運用フェーズでは認可設定の変更を行わない（＝キャッシュクリアが発生しない運用を行なう）
障害が発生したノードを特定し、再起動等を行う。
認可設定のキャッシュを行わない
認可設定のキャッシュの生存時間を短くする
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なお、ネットワーク障害等により、あるノードがクラスタから離脱している状態で認可設定変更が実行されると、
離脱しているノードのキャッシュはクリアされません。
また、そのノードが再度クラスタに復帰した場合は、
ノードが離脱する前にキャッシュされていた認可設定でアクセス制御が行われます。

認可設定でメニューグループカテゴリの参照・管理権限を付与・剥奪してもメニュー設定画面の表示には影響しません。認可設定でメニューグループカテゴリの参照・管理権限を付与・剥奪してもメニュー設定画面の表示には影響しません。

認可設定画面を開き、リソースの種類から「メニュー設定」を選択すると、メニューグループカテゴリとメニューグループのリソース
一覧が表示されます。
初期状態では、メニューグループカテゴリ (例：「グローバルナビ (PC用)」) の参照・管理権限ともに何も設定されていない状態と
なっています。
この画面で、メニューグループカテゴリに対して参照・管理権限を設定しても、メニュー設定画面のカテゴリ選択に表示される内容
は変化しません (権限設定に関わらず、常に全てのメニューグループカテゴリが表示されます)。

これは、認可設定画面で表示されるメニューグループカテゴリは、メニューグループをまとめるだけのグループとして登録されてお
り、メニューグループカテゴリ自身を示すものではないからです。
そのため、メニューグループカテゴリに対して権限を設定しても、配下に登録されているメニューグループに設定が継承されるのみ
で、メニューグループカテゴリには各権限が設定されません。

メニューに登録されているページの認可リソースを削除した場合、画面アクセス時にシステムエラーが発生しますメニューに登録されているページの認可リソースを削除した場合、画面アクセス時にシステムエラーが発生します

メニューを削除せずに、該当メニューの認可リソースを削除した場合、
グローバルナビ等のメニューを表示する際に、認可リソースが見つからないため以下のエラーが発生します。

jp.co.intra_mart.foundation.authz.services.ResourceNotFoundException: [E.IWP.AUTHZ.DECISION.10007] リソースグループが登録されていません。 URI = service://test/test

メニューの表示される画面全てでシステムエラーとなるため、ほとんどの画面が表示できなくなります。

メニューを削除せずに、該当メニューの認可リソースの削除を行わないでください。
（運用時に利用している認可リソースの削除は行わないでください。）

もし削除してしまった場合は、以下の手順で認可リソースの再登録を行なってください。

1. 以下のルーティング設定から該当の画面URLを検索し、削除あるいはコメントアウトしてサーバを再起動します。

%CONTEXT_PATH%/WEB-INF/conf/routing-xxx-config/***.xml

2. メニュー設定画面で該当のメニューアイテムを削除します。

3. ルーティング設定を元に戻して、サーバを再起動します。

4. 認可設定画面で該当の認可リソースを登録します。

なお intra-mart Accel Platform 2013 Summerより、認可リソース削除時のバックアップ機能が追加されました。
認可リソースを削除したことで想定外の動作を引き起こしてしまった場合、
バックアップされたファイルをジョブネット経由で復元することで、認可リソースを削除前の状態に戻すことができます。

詳細については、「認可仕様書認可仕様書 」の「 リソース削除時のバックアップリソース削除時のバックアップ  」章を参照してください。

intra-mart Accel Platform で提供している認可リソースは削除しないでください。で提供している認可リソースは削除しないでください。

intra-mart Accel Platform で提供している認可リソースを削除した場合、テナント環境セットアップが正常に動作しない場合があり
ます。
例えば、プロダクトバージョンが「8.0.0」もしくは「8.0.1」で提供されていた認可リソースを削除したとします。
その状態で、「8.0.2」以降のプロダクトバージョンを選択したWARファイルでデプロイし、テナント環境セットアップを行なうと、
テナント環境セットアップが失敗します。

認可設定画面でのリソース、および、条件の絞り込みは、ログインユーザのロケールでの表示名で行われます。認可設定画面でのリソース、および、条件の絞り込みは、ログインユーザのロケールでの表示名で行われます。

認可設定画面の表示対象の検索機能にて、ログインユーザのロケールでの表示名が設定されていないリソース、および、条件は検
索機能で該当するデータとなりません。

IM-Authz（認可）の（認可）の 対象者条件は、デフォルト組織セットのみを扱います。対象者条件は、デフォルト組織セットのみを扱います。

具体的には、以下の検索が該当します。
・ユーザ検索
・会社組織検索
・役職検索
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カレンダー

カレンダー情報に関するデフォルトの認可設定は、未認証ユーザが閲覧可能な状態で設定されています。カレンダー情報に関するデフォルトの認可設定は、未認証ユーザが閲覧可能な状態で設定されています。

ログインユーザにのみカレンダー情報を公開したい場合は、未認証ユーザによるカレンダー情報の閲覧が「禁止」となるように認可
設定を行なってください。

以下に具体的な設定方法を記します。

1. 「サイトマップ」→「テナント管理」→「認可」をクリックします。

2. 左上の虫眼鏡アイコンをクリックし、リソース（縦軸）の絞込に「カレンダー」と入力し、「検索」ボタンをクリックしま
す。

3. 「権限設定を開始する」をクリックします。

4. ゲストユーザに対する、以下のリソース・アクションの権限を「禁止」に設定してください。
画面・処理 > カレンダー > カレンダータグ（Ajax用）
画面・処理 > モバイルフレームワーク > カレンダータグ（Ajax用）

5. 「権限設定を終了する」をクリックします。

以上で設定は終了です。
認可設定画面の操作方法は「 テナント管理者操作ガイドテナント管理者操作ガイド  」にも記載されています。あわせてご参照ください。
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アプリケーション

IMBox

過去に利用したユーザコードの再利用は推奨しません。過去に利用したユーザコードの再利用は推奨しません。

過去に一度利用されたユーザコードは再度利用しないことを推奨します。
ユーザコードを再利用した場合、同ユーザとして判断し過去のデータを閲覧することができます。

OpenGraph を表示する文字コードの指定がない場合、を表示する文字コードの指定がない場合、UTF-8に変換します。に変換します。

OpenGraph では、対象サイトのMETAタグに指定されている文字コードを取得し変換します。
対象サイトに文字コードの指定がない場合、UTF-8固定で対象サイトを変換します。

タグ一覧のソート順序はタグ一覧のソート順序は Apache Cassandra の内部ソートに依存します。の内部ソートに依存します。

数値のみでタグを作成した場合（1 , 2, 3...etc）、
タグ一覧のソート方法は Apache Cassandra の内部ソートを使用しており、登録順で表示されません。

下図「タグ一覧のソート」を参照

タグ一覧のソート

DirectMessage の返信時に会社に所属していないユーザにも返信されます。の返信時に会社に所属していないユーザにも返信されます。

DirectMessage の返信時に、スレッド参照可能者に会社に所属しているユーザであるかのチェック処理は行っていません。
会社に所属していないユーザにも返信されますが、返信先のユーザは確認する事ができません。

タグで利用できる文字数に上限があります。タグで利用できる文字数に上限があります。

タグはURLとして使用するため、URLで使用できる文字数を超えるとエラーとなります。
そのため文字数の上限を20文字に設定しています。

タグに関して下記の制約があります。タグに関して下記の制約があります。

タグのみのフォロー時にフォローしていないユーザより投稿が行われた場合、MyBoxに新着通知が行われません。
フォローしているタグがスレッドに付けられた場合、再描画を行わないとメッセージは表示されません。
フォローしているタグがスレッドより削除された場合、メッセージはMyBoxから削除されません。
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IMBox を利用するユーザに関する制約があります。を利用するユーザに関する制約があります。

IMBox を利用するユーザは会社に所属を行っている必要があります。
複数会社に所属且つ、主所属のない場合は、必ず所属を選択している必要があります。
また、所属を行っている会社に対する認可権限が有効となっている必要があります。

新着メッセージに関する制約があります。新着メッセージに関する制約があります。

新着メッセージが同じタイミングで2件以上投稿された場合、新着通知が2回表示される場合があります。
1度目の新着通知ですべてのメッセージを取得すると新着通知だけ表示されてしまいます。

タイムラインに表示されていないメッセージに対する制約があります。タイムラインに表示されていないメッセージに対する制約があります。

タイムラインに表示されていないメッセージに対する返信が同じスレッド内に3件以上ある場合、
新着表示が2件だけとなり、残りの新着表示は表示されているリンクをすべてクリックする必要があります。

タイムラインに表示される投稿先（会社名）はテナントロケールで表示されます。タイムラインに表示される投稿先（会社名）はテナントロケールで表示されます。

タイムラインに表示される投稿先（会社名）はテナントロケールで表示されます。
ユーザが選択したロケールでの表示ではありません。

投稿失敗時のサーバサイドの必須エラーメッセージが不適切です。投稿失敗時のサーバサイドの必須エラーメッセージが不適切です。

メッセージの投稿に失敗した際のサーバサイドから返すエラーメッセージに、不適切な文字列（変数名）が含まれます。
クライアントサイドのバリデーションを回避してサーバサイドに空文字などのメッセージを送った場合に発生します。

ユーザコード、タグに利用できる文字に制限があります。ユーザコード、タグに利用できる文字に制限があります。

ユーザコード、タグには、次の文字列は使用できません。

■ユーザコード
  `/\:*?"<>|#{}%&~`
  先頭のアンダースコア 例 : _test
  連続したピリオド 例 : te......st
  最後のピリオド 例 : test.
  先頭のピリオド 例 : .test
  先頭、最後の半角スペースは削除されます。
  先頭、最後の全角スペースは削除されます。
  「setprofile」

■タグ
  ?(/
  最後のピリオド 例 : test.
  先頭のピリオド 例 : .test
  先頭、最後の半角スペースは削除されます。
  先頭、最後の全角スペースは削除されます。

■companyCd
  先頭の連続したピリオド 例 : ..test

※文字の間にピリオドを含む文字列は使用できます。先頭および、末尾の半角・全角スペースは削除されます。

IMBoxにスマートフォンを利用して添付ファイル付きの投稿を行った場合、にスマートフォンを利用して添付ファイル付きの投稿を行った場合、Android　　OSののVersionがが3.0、、4.0、、4.1の標準ブラウザでは、戻る処理が行われません。の標準ブラウザでは、戻る処理が行われません。

IMBoxにスマートフォンを利用して添付ファイル付きの投稿を行った場合、Android　OSのVersionが3.0、4.0、4.1の標準ブラウザ
では、戻る処理が行われません。

ユーザ情報を削除した場合に、投票したアンケート情報が残ります。ユーザ情報を削除した場合に、投票したアンケート情報が残ります。

2013 Winter(8.0.6) で追加される Cassandra 上のユーザ情報を削除する機能を利用した場合、
ユーザの情報を物理削除することが可能となりましたが、削除されたユーザが過去に投票した情報のみ、残ってしまいます。

Cassandraのクライアント接続ポートのクライアント接続ポート(rpc_port)にはには9160以外を設定できません。以外を設定できません。

Cassandraのクライアント接続ポート(rpc_port)を9160以外に設定するとエラーログが大量に出力されます。
また、新規ノードの検出ができなくなるため、必ず9160を設定してください。

IM-Workflow

システムロケールの追加を行った場合に制約があります。システムロケールの追加を行った場合に制約があります。

ロケールの変更後そのまま運用を再開すると、マスタデータ・トランザクションデータともに不整合が発生します。
ロケール変更後、案件を承認しようとしても正常に処理が行われず、データが壊れる可能性があります。

ロケールを追加した場合に限り、次の対応でリカバリする事ができます（ロケールの削除は対象外です）。

マスタデータについては、追加したロケール分のデータを準備する必要があります。
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変更前に申請したトランザクションデータについては、追加前のユーザロケールに切り替えて操作を行なってくだ
さい。
ロケール追加後に申請したデータについてはどのユーザロケールでも操作は可能です。

システムロケール毎にマスタデータが必要です。システムロケール毎にマスタデータが必要です。

IM-Workflowでは、システムロケール毎にマスタデータが必要となります。
システムで3言語（日本語・英語・中国語（簡体字））が利用可能な状態に対して、
マスタデータが日本語のみとして運用する事はできません。

以下に対してロケール毎にマスタデータの登録が必要です。

・ロール情報

・IM-共通マスタ情報
　1. ユーザ
　2. 組織
　3. 会社＋役職
　4. パブリックグループ
　5. パブリックグループ＋役割

・IM-Workflowマスタ情報
　1. 案件プロパティ定義
　2. ルール定義
　3. メール定義
　4. IMBOX定義
　5. 一覧表示パターン定義
　6. フローグループ定義
　7. コンテンツ定義
　8. ルート定義
　9. フロー定義

ワークフローのマスタ設定に応じてワークフローのマスタ設定に応じて Storage 領域のサイジングが必要です。領域のサイジングが必要です。

IM-Workflowでは、 Database 、Storage にデータを保存します。

このため、データ数の増加により Storage のサーバリソースも必要とします。
※※Storage に保存されるデータはに保存されるデータは“ノード数ノード数“およびおよび”アクション数アクション数“に比例し増加します。に比例し増加します。

下記の例を参考に、Storage 領域のサイジングを行ってください。

* ノード数 ： 5個([開始]→[申請]→[承認]→[承認]→[承認]→[承認]→[終了])
* アクション数 ：  5回の場合 ⇒ 200KB
* アクション数 ： 10回の場合 ⇒ 360KB

* ノード数 ： 10個([開始]→[申請]→[承認]→[承認]→・・・・・→[承認]→[承認]→[終了])
* アクション数 ：  5回の場合 ⇒ 400KB
* アクション数 ： 10回の場合 ⇒ 730KB

※ 上記はファイルトランザクションレベル(transaction-file-level)： １の場合の例です。

ワークフローのマスタ設定に応じてサーバの設定等を調整する必要があります。ワークフローのマスタ設定に応じてサーバの設定等を調整する必要があります。

[フロー参照]画面の「画像出力」機能およびAPI「WorkflowImageManager」は、フロー図（ルート図）のノード数に比例してメモリを
消費します。
そのため、ノードを多数配置した場合に“Out of memory”が発生する場合があります。この場合、サーバの設定等を見直し、適切な
設定を行ってください。

ルート定義において設定するノード数に比例して処理時間が増加します。ルート定義において設定するノード数に比例して処理時間が増加します。

申請/承認処理において、下記のようなノードを設定する場合に、設定するノードの数に比例して処理時間が増加します。

[縦配置]
[横配置]
[動的承認]

ルート設定において設定する内容により対象者が解除されます。ルート設定において設定する内容により対象者が解除されます。

「ルート設定 - バージョン -編集」画面において、下記のような場合に対象者が解除されます。
このような場合は、ノードを接続後に、対象者を設定してください。

[承認ノード]を配置し、対象者を設定した後に、申請／承認ノードをこのノードに接続した場合に、対象者が解除されます。

[申請／承認ノード]-[承認ノード]のようなルート（接続）があった場合に、
[申請／承認ノード以外]-[承認ノード]のようにルート（接続）を変更した場合に、[承認ノード]の対象者が解除されます。

[[申請／承認ノード以外]-]-[承認ノード]のようなルート（接続）があった場合に、
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[申請／承認ノード]-[承認ノード]のようにルート（接続）を変更した場合に、[承認ノード]の対象者が解除されます。

同期ノードを含むルート定義において案件操作を行う場合の注意点があります。同期ノードを含むルート定義において案件操作を行う場合の注意点があります。

同期ノードを含むルート定義において同期外から同期内へ案件操作で移動を行った場合に、
同期内の全てのルートが同期結合ノードへ到達しても同期結合ノードで停止します。
（この場合、同期結合ノードの次のノードには進みません）。

フロー参照の表示に注意があります。フロー参照の表示に注意があります。

[フロー参照]画面において、フロー図（ルートの図）が全て表示される前に「画像出力」ボタンを押下すると、
フロー図（ルート図）が表示されません。

上記の場合、下記の回避策があります。
「最新情報」ボタンをクリックすることで、フロー図を再表示することが出来ます。

代理先ユーザに処理依頼メールが代理先ユーザに処理依頼メールが2通送信される場合があります。通送信される場合があります。

代理設定において、代理先に設定されているユーザに処理権限がある場合に、処理依頼メールが2通送信されます。

利用するメールサーバによって正常に送信されない場合があります。利用するメールサーバによって正常に送信されない場合があります。

メール定義において件名、本文を省略した場合、メールが送信されないことがあります。 この挙動はメールサーバに依存します。

ユーザプロファイルに設定されているメールアドレスをメール送信先として利用します。ユーザプロファイルに設定されているメールアドレスをメール送信先として利用します。

メール送信機能において使用されるメールアドレスは、ユーザプロファイルに設定される「メールアドレス１」のみを使用します。

分岐ルート（線）が消えて表示される場合があります。分岐ルート（線）が消えて表示される場合があります。

[分岐開始]ノードと[分岐終了]ノードの間に、ノードが１つも無くなってしまうようなルートを作成した場合に、
ルート定義で作成した通りにルート（線）が戻らない場合があります。

例）
下記のようなルート定義において、以下の手順で操作を行った場合に、ルート（線）が消えてしまう。

■手順
  1.[申請］ ： 申請
    →[動的承認1]・[動的承認2]を有効
  2.[承認1] ： 承認
    →[動的承認1]・[動的承認2]を無効
    →全ての遷移先を選択
  3.[承認2] ： 差戻し
    →[承認1]
  4.[承認1] ： 承認
    →[動的承認1]・[動的承認2]を有効
    →[動的承認1]・[動的承認2]を除いた遷移先を選択

⇒この時、下記のようなに[分岐開始]と[分岐終了]の間にノードがないルート（線）が消えます。
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申請後の案件操作申請後の案件操作-ノード編集画面で保存済ノード設定の反映が正しく動作しない場合があります。ノード編集画面で保存済ノード設定の反映が正しく動作しない場合があります。

申請ノード、または承認ノードの直後にテンプレート置換ノード（テンプレート内の先頭ノード＝承認ノード）を配置した場合、
案件申請後の案件操作-ノード編集画面で保存済ノード設定の反映が正しく動作しません。

再展開前に処理された処理履歴の処理名は標準の処理名が表示されます。再展開前に処理された処理履歴の処理名は標準の処理名が表示されます。

既に展開された横・縦配置ノードが再展開されるとノードIDが変更されるため、再展開前に処理された処理履歴の処理名は標準
の処理名が表示されます。

到達処理に再処理者自動承認が設定されたノードで自動承認が行われません。到達処理に再処理者自動承認が設定されたノードで自動承認が行われません。

既に展開され処理された横・縦配置ノードが再展開されると、ノードIDが変更されるため、到達処理に再処理者自動承認が設定さ
れたノードで自動承認が行われません。

ノード設定画面の前処理者系の処理対象プラグインの状況確認アイコンを押下するとノード設定画面の前処理者系の処理対象プラグインの状況確認アイコンを押下するとHTTP500エラーとなる場合があります。エラーとなる場合があります。

展開された縦配置ノード・横配置ノードのノード設定画面において、「前処理者のXXX」といった前処理者に依存する処理対象が設
定されている状態で、状況確認アイコンを押下した場合に、以下のエラー画面が表示されます。
「HTTP 500 : サーバー内部でエラーが発生しました。」

印影対象案件で処理期限自動処理バッチを実行した場合に自動処理に失敗します。印影対象案件で処理期限自動処理バッチを実行した場合に自動処理に失敗します。

印影機能を利用する際に、押印が必要な処理を処理期限自動処理バッチで行うと、システムユーザ(imw^system)と
いうユーザで処理を実行する結果になるため、常用印が取得できず、アクション処理がエラーとなり、自動処理に失敗します。

※システムユーザ(imw^system)は、ユーザコードに IM-共通マスタの登録できない禁止文字(^)を使用しています。

標準画面の処理の非同期の標準画面の処理の非同期のClientオブジェクトが使用できません。オブジェクトが使用できません。

標準画面の処理の非同期を使用する場合、スクリプト開発モデルのアクション処理、到達処理においてClientオブジェクトが使用で
きません。
HTTPオブジェクトの情報が必要な場合は、Javaの実装が必要となります。

コピーされたフロー定義にノード設定情報が残っているため、インポートを行うと『設定を解除しました。』というメッセージが表示されます。コピーされたフロー定義にノード設定情報が残っているため、インポートを行うと『設定を解除しました。』というメッセージが表示されます。

コピーしたフロー定義、ルート定義、コンテンツ定義の編集を行った後、
インポートを行うと『設定を解除しました。』というメッセージが表示されることがあります。

【理由】
編集によりノード設定情報が残る場合があり、これがインポートチェック条件に該当してしまうため発生します。
（編集前の情報を復活できるようにするため、ノード設定情報を残しています。）

【オペレーション】
以下の様なオペレーションを行った場合、発生する可能性があります。

1. コンテンツ定義_A、ルート定義_A、フロー定義_A、ルール定義_Aを作成します。
2. コンテンツ定義、ルート定義、フロー定義を各バージョン編集画面にて各定義のコピーを作成します。
3. ルール定義_Bを作成します。
4. コンテンツ定義_Bに設定されているルール定義_Aを削除します。
5. コンテンツ定義_Bに設定されているルール定義_Bを新規作成します。
6. フロー定義_Bにルール定義_Bを新規作成に追加します。
7. コンテンツ定義_B、ルート定義_B、フロー定義_B、ルール定義_Bのエクスポート処理を実行します。
8. エクスポートされたデータをインポートします。

【影響】
内部情報がインポートチェック条件に該当してしまうのみのため、当該ケースではインポート処理に影響はありません。

標準画面の処理の非同期に関する注意点があります。標準画面の処理の非同期に関する注意点があります。

標準画面の処理の同期／非同期設定を非同期に設定した場合で、
非同期処理中にサーバが停止した場合など、IM-Workflow の処理が正しく行われない可能性があります。

中断されたIM-Workflowの処理が存在する場合、「非同期処理ステータス」画面に「非同期処理中」の情報が表示されます。
この状態は案件をロックしている状態ですので、案件を処理（承認など）することができません。
「非同期処理ステータス」画面に「非同期処理中」の情報を削除することで案件のロックは解除されます。
サーバの再起動等を行う場合は IM-Worklfow の処理が完全に終了した状態で実施してください。

運用上、ワークフロー処理中での再起動が避けられない場合は、ワークフローパラメータ [標準画面の処理の同期／非同期設定]と
[案件終了処理、到達処理、メール送信処理、IMBox 送信処理の同期／非同期制御]の設定を同期に設定してください。

標準画面の処理の非同期のアクション処理／到達処理での標準画面の処理の非同期のアクション処理／到達処理でのHTTP系オブジェクトの参照について注意点があります。系オブジェクトの参照について注意点があります。

標準画面の処理の非同期は、IM-Worlflow の処理およびアクション処理／到達処理は別スレッドで実行されます。
ユーザコンテンツでHTTPContextやHTTSessionなどのHTTP系オブジェクトに格納した情報は、別スレッドで実行されます。
IM-Worlflow の処理およびアクション処理／到達処理で利用（参照）することはできません。
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アクション処理／到達処理はワークフローパラメータで値を引き渡す実装を行うことが推奨となります。

アプリケーションの実装がHTTP系オブジェクトを利用されていることを考慮し、
HTTP系オブジェクトをアクション処理／到達処理で参照できるような仕組みも提供されています。
ただしこの実装は非推奨となるためワーニングログが出力されます。

スマートフォンスマートフォン

PC版ユーザコンテンツを版ユーザコンテンツをiPhone、、Androidスマートフォン、及びスマートフォン、及びAndroidタブレットで表示した場合、挙動が不安定になります。タブレットで表示した場合、挙動が不安定になります。

IM-WorkflowのPC版を利用している場合、GreyBoxはiPhone、Androidスマートフォン、及びAndroidタブレットでの表示をサポート
していません。

そのため、コンテンツ定義でPC版ユーザコンテンツをスマートフォン用の画面として設定し、スマートフォンでPC版コンテンツを利用
して案件の処理を行う場合、GreyBoxで表示する画面の挙動が不安定になります。
（PC版ユーザコンテンツをスマートフォン用の画面として設定する方法の詳細は、「IM-Workflow プログラミングガイド」を参照して
ください。）

GreyBox上に表示された各処理（申請／再申請／申請（未申請）／一時保存／処理／確認）画面、またこれらの画面から遷移す
るノード設定画面において、現在弊社で確認している制限事項は以下のとおりです。

GreyBoxを初期表示する際は、ズームなしで表示することを推奨します。
ズーム状態でGreyBoxを初期表示した場合、GreyBoxの表示領域が狭くなってしまう場合があります。

入力項目をタップしたとき、GreyBoxの下レイヤーに表示されている画面の入力項目にフォーカスがあってしまう
場合があります。
画面操作によっては、GreyBoxのグレーアウト部分が一部解除され、GreyBoxの下レイヤーの操作を行えてしま
う場合があります。
画面操作によっては、GreyBoxがブラウザの表示領域からはみ出してしまい、入力項目にアクセスすることができ
なくなってしまう場合があります。
アップロードされたファイルのファイル名をタップしても、ファイルのダウンロードは実行されません。
端末によっては、ファイルの複数同時アップロードが行えません。ひとつずつアップロードすることは可能です。
根回しメールの宛先など、複数選択が可能なセレクトボックスの表示がPC版とは異なります。

お使いの端末のブラウザに依存した表示となります。
処理前などのタイミングで表示される確認ダイアログが、GreyBoxの中央付近に表示されます。そのため、確認
ダイアログにフォーカスされない場合は、ダイアログがどこに表示されているのかが把握しづらかったり、確認ダイ
アログにフォーカスされる場合は、現在位置がどこなのかを把握しづらいことがあります。
処理の実行時に例外が発生した場合、エラーダイアログがGreyBox上の上方に表示されます。ブラウザの表示
領域内にGreyBoxの上方が収まっていない場合、エラーダイアログが表示されたことに気がつかず、無応答と認
識されてしまう恐れがあります。
GreyBox内をスクロールした際に、端末によってはGreyBoxの上端にブラウザの表示領域の上端を勝手に合わ
せてしまう挙動が発生します。

この場合は、ズームを最小化（拡大なしの状態）して目的の項目にアクセスするか、スクロールを何回か繰
り返すことでアクセスを行ってください。

ノード設定画面において、「保存済み設定」の選択値を変更すると、画面が再読み込みされますが、「保存済み設
定」の選択肢は画面上に残ったままとなります。

画面の見た目上の問題であり、画面の再読み込み後に選択値の変更を行っても何もおきません。

上記で挙げた事項のうち、GreyBox画面表示が不正な状態（画面がブラウザからはみ出してしまった、など）となった場合の対処法
を示します。

ズームを最小化（拡大なしの状態）にし、画面表示を一番左上までスクロールしてください。
この操作を行うことで、GreyBoxの表示位置のずれが解消できる場合があります。
1度の操作で解消されない場合は、ズーム→縮小→スクロールを繰り返し操作してください。

また、PC版ユーザコンテンツをスマートフォン用の画面として設定する場合、ユーザコンテンツについて次の事項にご注意ください。

PC版UIコンポーネントは、スマートフォンでの動作検証は行っておりません。
PC版ユーザコンテンツでPC版UIコンポーネントを利用している場合、画面表示や操作が正しく行われない可能
性があります。

URLの直接指定は動作保証しません。の直接指定は動作保証しません。

スマートフォンのブラウザのURLとして直接指定したり表示されているURLを再読込み（リフレッシュ）したりする動作は保証しませ
ん。
ボタンがタップできなくなることや予期しない動作がする可能性があります。

spWorkflowOpenPage タグを使用する場合タグを使用する場合 data-role=”page” を指定した要素内に配置する必要があります。を指定した要素内に配置する必要があります。

<imart type=”spWorkflowOpenPage”> タグは、data-role=”page” を指定した要素内に配置してください。
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また、要素には ID 属性を指定してください。

処理画面で[戻る]ボタンを押した際に、該当要素の ID を取得・指定して画面遷移を行います。
<imart type=”spWorkflowOpenPage”> タグが data-role=”page” を指定した要素内に無い、または、該当要素に ID 属性が無い
場合、処理画面から[戻る]ボタンで画面遷移できません。

ユーザコンテンツ画面ユーザコンテンツ画面IDに制限があります。に制限があります。

IM-Workflow スマートフォンの処理画面では、Ajax を利用した画面遷移を行なっています。
そのため、IM-Workflow スマートフォン の処理画面と連携する、ユーザコンテンツ画面などでは、ページの ID 属性が重複しないよ
うに注意する必要があります。

以下に、IM-Workflow スマートフォン の処理画面で定義している ID 属性の値を示します。

apply
temporary_save
approve
reapply
unapply
confirm
node_config_single
node_config_multi
department_config
department_and_post_config
post_config
public_group_config
user_config
apply_list_search
process_list_search
confirm_actv_list_search
confirm_cpl_list_search
transfer

案件詳細画面から添付ファイルを表示すると、閉じるボタンがないため案件詳細画面に戻れません。案件詳細画面から添付ファイルを表示すると、閉じるボタンがないため案件詳細画面に戻れません。

フロー参照画面から画像出力した場合も同様で、画像出力するとフロー参照画面に戻れません。

フロー参照画面で処理日時、ノード名等が表示されるテーブルのスクロールバーが表示されません。フロー参照画面で処理日時、ノード名等が表示されるテーブルのスクロールバーが表示されません。

PC用の画面を表示させているため、スマートフォンでは正常に画面表示ができていません。

スマートフォンではノード単位にユーザコンテンツを設定することができません。スマートフォンではノード単位にユーザコンテンツを設定することができません。

スマートフォン版はコンテンツ定義においてユーザコンテンツ（画面）が複数存在しても「初期使用」のものだけが有効になります。
PC版ではフロー定義においてノード単位にユーザコンテンツの画面を設定することができます。

処理対象者を選択する項目として「役割」、「パブリックグループ＋役割」は処理対象者を選択する項目として「役割」、「パブリックグループ＋役割」はIM-共通マスタのスマートフォン版に存在しないため選択することができません。共通マスタのスマートフォン版に存在しないため選択することができません。

選択した場合は何も動作しません。

処理や引き戻しなどの際の根回しメールを送ることはできません。処理や引き戻しなどの際の根回しメールを送ることはできません。

添付ファイルは端末のブラウザが対応しているファイルタイプのみダウンロードして表示することができます。添付ファイルは端末のブラウザが対応しているファイルタイプのみダウンロードして表示することができます。

iPhoneを利用した場合、ワークフロー案件番号が電話番号と認識されます。を利用した場合、ワークフロー案件番号が電話番号と認識されます。

スマートフォンでユーザコンテンツを経由しない処理を行う場合、アクション処理にユーザパラメータを渡すことができません。スマートフォンでユーザコンテンツを経由しない処理を行う場合、アクション処理にユーザパラメータを渡すことができません。

ユーザコンテンツが存在しない場合の振る舞いの設定が「スキップする」の場合、
スマートフォンでユーザコンテンツを経由しない処理を行うとアクション処理にユーザパラメータを渡すことができません。

2013 Springではスマートフォン用ユーザコンテンツを定義することができるようになりました。
また、ユーザコンテンツが存在しない場合の振る舞いの設定値（エラーにするかスキップするか）を設けました。
ユーザコンテンツが存在しない場合の振る舞いの設定値が「スキップする」とすると、2012 Winter までの振る舞いとなります。

NTTドコモドコモ GALAXY SⅡⅡ LTE SC-03D で申請画面の添付ファイルを削除できません。で申請画面の添付ファイルを削除できません。

【事象】
NTTドコモ GALAXY SⅡ LTE SC-03D で申請画面の添付ファイルを削除できません。

【条件】
再現手順

1. Galaxy SII を利用して、ファイル添付可能なフローの申請画面を開く。
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2. 任意の画像ファイルを３つアップロードする。
3. 申請前に画像ファイルを１つ削除する。

発生事象
「引数で渡されたパラメータが不正です。」 エラーが発生して、ファイルを削除出来ません。

【回避方法】
ネットワーク遅延が発生している状況、またはサーバが遅い環境で、画面表示が完了していない場合に発生する可能性があり
ます。
申請画面の表示が完了してから添付ファイルをアップロードしてください。

確認処理後、未確認状態で同じ案件が一覧に表示されます。確認処理後、未確認状態で同じ案件が一覧に表示されます。

標準画面の処理の非同期設定を行って確認を行うと確認処理後直ぐに画面が切り替わって一覧が表示されますが、
確認処理が非同期で実行されるため、一覧表示の段階で確認処理が終了していない場合があります。

この場合、未確認状態で同じ案件が一覧に表示されます。さらに再び確認処理を行うことができるため、
結果的に２度確認処理を行うおそれがあります。

【回避方法】
確認を行った後は、非同期処理の処理状況を「処理済み」 - 「処理状況タブ」で確認処理の状況を参照して
確認処理を複数回行わないようにしてください。

画面種別が「申請」のユーザコンテンツをマイメニューに登録する際の注意点があります。画面種別が「申請」のユーザコンテンツをマイメニューに登録する際の注意点があります。

マイメニューに登録できるメニューアイテムは、原則としてサイトマップにあるメニューアイテムが対象です。
例外として画面種別が「申請」のユーザコンテンツ画面はマイメニューへの登録が可能です。
この場合、マイメニューが利用できるのは、標準の処理画面（IM-Workflowタグリブ「workflowOpenPage」を記述した画面）のみと
なります。
なお、画面種別が「申請」以外のユーザコンテンツ画面をマイメニューに登録した場合は、マイメニューからのアクセスは正常に動
作しません。

「案件終了処理・到達処理・メール送信」処理中にシステムエラーが発生した場合、メモリが解放されない場合があります。「案件終了処理・到達処理・メール送信」処理中にシステムエラーが発生した場合、メモリが解放されない場合があります。

IM-Workflowの「案件終了処理・到達処理・メール送信」処理では、処理中にコンテキスト情報をメモリに永続化し処理終了後にメ
モリを解放しています。
「案件終了処理・到達処理・メール送信」処理中にシステムエラーが発生し処理が異常終了した場合、メモリが解放されない場合
があります。
このようなシステムエラーが繰り返されるとメモリが圧迫される場合があるため、Web Application Server を再起動しメモリを解
放してください。

標準処理画面の担当組織が初期表示されない場合があります。標準処理画面の担当組織が初期表示されない場合があります。

ユーティリティメニューのカレント組織（一般ユーザ画面右上の所属組織）を変更した場合、標準処理画面の担当組織に初期表示
する仕様が追加されました。
上記の仕様において、標準処理画面の担当組織が初期表示されない場合があります。
・ユーティリティメニューのカレント組織と一致する組織が担当組織に存在しない場合は初期表示されません。
　ユーティリティメニューのカレント組織はデフォルト組織セットのみ、IM-Workflowのフロー定義の標準組織にはデフォルト組織
セット以外を
　設定することが可能なためです。
・ユーティリティメニューのカレント組織で選択した組織の名称と異なった名称の組織を担当組織に初期表示する場合があります。
　ユーティリティメニューのカレント組織はシステム日時点の名称となり、IM-Workflowは申請基準日の名称となります。
　組織を期間化している場合はシステム日時点の名称と申請基準日時点の名称が異なる可能性があるためです。

差戻し後引戻しにより復元されるノードでは、振替された処理対処者は振替前に戻ります。差戻し後引戻しにより復元されるノードでは、振替された処理対処者は振替前に戻ります。

差戻し後引戻しにより復元されるノードの処理対処者について注意点があります。

分岐内に複数のルートが存在する場合、あるルート上に存在するノードから分岐外への差戻しを実行後、差戻し後引戻しを行うと、
他ルート上にあるノードの復元処理が実行されます。
復元される処理待ちノードの処理対処者が振替されていた場合、処理対象者の復元は下記の挙動となります。

・復元される前の処理が「（振替先のユーザによる）保留」の場合、復元されたノードの処理対処者は保留したユーザのみとなりま
す。
　保留解除後も保留したユーザのみのままとなります。
・復元される前の処理が「引戻し」「差戻し後引戻し」以外の場合、復元されたノードの処理対処者は振替前の状態となります。

iPad(Mobile Safari)、および、、および、AndroidスマートフォンでスマートフォンでPC版標準画面（版標準画面（GreyBox）を利用した場合、添付ファイルのダウンロードが出来ません。）を利用した場合、添付ファイルのダウンロードが出来ません。

iPad(Mobile Safari)、および、AndroidスマートフォンでPC版標準画面（GreyBox）を利用した場合、添付ファイルのダウンロードが
出来ません。

IM-Workflow は複数ブラウザ・複数タブでの操作、および、ブラウザバックはサポートしていません。は複数ブラウザ・複数タブでの操作、および、ブラウザバックはサポートしていません。

intra-mart Accel Platform の制限にある通り、IM-Workflowも、複数ブラウザ・複数タブでの操作、
および、ブラウザバックはサポートしていません。
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以下の理由から、同一ユーザが複数ブラウザ・複数タブで操作することができません。

・添付ファイルの、一時アップロード先ディレクトリがユーザ単位であるため。
・操作パターンによっては、ユーザデータIDが重複してしまうため。

※事象が発生する操作パターン(例)は以下になります。
a) パターン１
・複数ブラウザで同じ一時保存画面を開く。
・片方のブラウザで先に申請する。
・片方のブラウザで後に一時保存する。

b) パターン2
・別PCにて同一ユーザIDでログイン操作する。

c) パターン3
・一時保存から申請後、ブラウザバックで一時保存の画面に遷移して申請する。

ユーザデータIDは、お客様アプリケーションで任意に設定できる項目として用意しております。
設定の自由度を担保するため、ユーザデータIDと案件の紐付けは、１対１以外にも１対多を許容していません。
そのため、案件に対してユーザデータIDが重複しているのが、不正な操作の結果であるか、
現状のIM-Workflowでは業務的にチェックできません。

ユーザデータIDの一意性を担保したい場合は、アクション処理等でユーザプログラムでチェックしてください。

案件番号採番処理（案件番号採番処理（DBシーケンス版シーケンス版)はは SQLServer 2008 では利用できません。では利用できません。

SQLServer 2008 ではDBシーケンス機能が存在しません。
このため、intramart Accel Platform 2013 Winter から提供されている、 案件番号採番処理（DBシーケンス版)は利用できません。

iPad で根回しメール宛先欄が「で根回しメール宛先欄が「0項目」と表示されます。項目」と表示されます。

iPad - MobileSafari にて、PC版の処理画面を表示した場合、根回しメール宛先欄が「0項目」と表示されます。
当該の事象は、Safari の仕様のため発生します。
ただし、メール宛先欄が「0項目」となっていても、根回しメールの宛先設定、及び送信は正常に動作することを確認しています。
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ポータル

インターネットポートレットで埋め込み先のサイトがインターネットポートレットで埋め込み先のサイトがX-Frame-Optionsを返す場合、インターネットポートレットは表示されません。を返す場合、インターネットポートレットは表示されません。

インターネットポートレットで埋め込み先のサイトがX-Frame-Optionsを返す場合、iFrameを利用しているインターネットポートレット
では表示されません。

ポートレットの幅調整が正常に動かない場合があります。ポートレットの幅調整が正常に動かない場合があります。

個人設定で変更が可能な「テーマ」を version5.0 , version6.0 とした場合、
3列配置の場合2列目と3列目の幅変更を行おうとすると、3列目の横幅が潰れます。

上記の場合、下記の回避策があります。
ポータルのタブをクリックして画面再表示を行います。

長いコンテキストパスを利用して環境構築し、テナント環境セットアップを行うとセットアップに失敗します。長いコンテキストパスを利用して環境構築し、テナント環境セットアップを行うとセットアップに失敗します。

コンテキストパスを31byte以上の文字列として環境構築し、テナント環境セットアップを実行した場合、ポータルモジュールのセット
アップに失敗します。
コンテキストパスは、30byte以下の文字列として環境構築をしてください。

リンク集の編集画面にて余分にスクロールバーが表示されます。リンク集の編集画面にて余分にスクロールバーが表示されます。

【事象】
リンク集の編集画面にて余分にスクロールバーが表示されます。
表示のみの現象であり操作は問題なくできます。

【条件】
ブラウザ：Windows8 + Internet Explorer10
解像度：1024 * 768

ViewCreator ・TableMaintenance

クエリ編集画面でカラムの型を変更すると正しく動作しない場合があります。クエリ編集画面でカラムの型を変更すると正しく動作しない場合があります。

ViewCreatorのクエリ編集画面において、カラムの型はカラムを追加したときに自動的に設定されます。
カラムの型は変更することも可能ですが、データの取得時に予期しないエラーが発生する可能性があります。
変更した場合の動作についてはサポート対象外です。

「「Viewの作成」で生成されるの作成」で生成されるSQL文がそのまま実行できない場合があります。文がそのまま実行できない場合があります。

クエリ編集画面のカラム一覧で「ソート」の項目が１つ以上設定されると、
「Viewの作成」で生成されるSQL文にORDER BY句が含まれます。
データベース製品やそのバージョンによっては、CREATE VIEWの中でORDER BYを使用できない場合があります。
適宜、SQL文を編集して実行してください。

Internet Explorer 9 を使用している場合、レコード編集画面のヘッダ行がずれることがあります。を使用している場合、レコード編集画面のヘッダ行がずれることがあります。

TableMaintenance機能のレコード編集画面でヘッダ行に空白のマスが挿入され列がずれて表示される場合があります。
この事象は　Internet Explorer 9 を使用している環境でのみ発生します。

Internet Explorer 8 を利用している場合、クエリ編集画面のを利用している場合、クエリ編集画面のSQL表示で２バイト文字が文字化けします。表示で２バイト文字が文字化けします。

Internet Explorer 8 を利用している場合、クエリ編集画面のSQL表示で２バイト文字が文字化けします。
※表示上の問題であり、機能の動作に影響はありません。

TableMaintenance およびおよび ViewCreator ででCLOB型フィールドへの入出力は型フィールドへの入出力は UTF-8 のみ対応します。のみ対応します。

CLOB型のフィールドに対して以下の機能でデータの入出力を行う場合、
入力データおよび、出力されるデータの文字コードは UTF-8 で固定となります。

・TableMaintenance のレコード編集画面におけるCLOB型フィールドへのテキストデータのダウンロードおよびアップロード
・TableMaintenance のテーブル・エクスポート機能
・TableMaintenance のテーブル・インポート機能
・ViewCreator のリスト集計におけるCSV出力機能

UTF-8 以外のテキストデータを入力データとして使用された場合は、文字化けが発生します。

ViewCreatorの表示設定で画像アイコンを選択した場合、スマートフォンでは表示されないことがあります。の表示設定で画像アイコンを選択した場合、スマートフォンでは表示されないことがあります。

リスト（サマリ）集計の表示設定で、データの代わりにアイコン画像を表示する設定を選択した場合、
スマートフォンでは画像が表示されないことがあります。

ViewCreator・・TableMaintenance で扱うことのできるテーブル名、ビュー名、フィールド名等に関する制限があります。で扱うことのできるテーブル名、ビュー名、フィールド名等に関する制限があります。
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各データベース製品の仕様にともない、テーブル名、ビュー名、フィールド名等に
以下で示す文字以外の文字が使用されている場合は、TableMaintenanceで正しく扱うことが出来ません。
また、SQLの予約語が使用されている場合もサポート対象外となります。

■OracleまたはDB2の場合
・半角大文字の英字
・半角数字
・アンダースコア

■PostgreSQLまたはSQLServerの場合
・半角小文字の英字
・半角数字
・アンダースコア
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イベントナビゲータ

Internet Explorer 8 においてイベントナビゲータのイベントフロー編集でサロゲートペアの文字を大量に使用すると、警告ダイアログが表示される場合があります。においてイベントナビゲータのイベントフロー編集でサロゲートペアの文字を大量に使用すると、警告ダイアログが表示される場合があります。

Internet Explorer 8 においてイベントナビゲータのイベントフロー編集でサロゲートペアの文字を大量に使用すると、警告ダイアロ
グが表示される場合があります。
これは、Internet Explorer 8 までの標準設定では、CSJSの実行において 5,000,000 ステートメント 処理される毎に警告画面が表
示される仕様です。
警告ダイアログで、「いいえ」をクリックすると、処理は継続され、最終的には処理は正常に完了します。
警告ダイアログを表示させないようにするためには、以下のURLを参照し設定を変更してください。

http://support.microsoft.com/kb/175500/ja#LetMeFixItMyselfAlways

Internet Explorer 6,7 においてナビゲート結果のリンクから別タブに対して遷移した場合、アドレスバーのにおいてナビゲート結果のリンクから別タブに対して遷移した場合、アドレスバーのURL表示が正しくありません。表示が正しくありません。

Internet Explorer 6,7 においてナビゲート結果のリンクから別タブに対して遷移した場合、アドレスバーのURL表示が正しくありま
せん。
Internet Explorer 6,7(Google Chrome Frame) においてナビゲート結果のリンクから別タブに対して遷移した場合、アドレスバー
のURL表示が実際の遷移先と異なります。
ただし、動作上の問題はありません。
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郵便番号検索

日本国内の郵便番号および住所を検索する機能です。日本国内の郵便番号および住所を検索する機能です。

日本国内の郵便番号および住所を検索する機能です。日本国外の郵便番号・住所を検索することはできません。

データインポート処理は日本郵便株式会社が提供している郵便番号データのデータインポート処理は日本郵便株式会社が提供している郵便番号データのCSV形式のみに対応しています。形式のみに対応しています。

データインポート処理は日本郵便株式会社が提供している郵便番号データのCSV形式のみに対応しています。それ以外の形式の
データはインポートできません
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標準テーマカスタマイズ

標準テーマカスタマイズが生成するテーマモジュールは、標準テーマカスタマイズが依存するテーマのバージョンに準じます。

標準テーマカスタマイズが生成するテーマモジュールは、標準テーマカスタマイズが依存するテーマのバージョンに準じます。

例えば、
・標準テーマカスタマイズ 8.0.0 は im_theme_dropdown_blue, im_theme_dropdown_simple の 8.0.5 に依存しています。
　出力するテーマモジュールは、8.0.5 のテーマモジュールになります。
・標準テーマカスタマイズ 8.0.1 は 8.0.6 のテーマモジュールに依存しているため、出力するテーマモジュールは 8.0.6 になります。

IM-ContentsSearch for Accel Platform

試用版ライセンスによる最大コンテンツ数の制限があります。

試用版ライセンスの状態で登録可能なコンテンツの数は 2 万コンテンツ分までです。
また、コンテンツが作成される単位はコンテンツ情報を登録するアプリケーション毎の仕様により異なります。
IM-ContentsSearch for Accel Platform のライセンスを登録して頂くことで、無制限に登録可能となります。

テキスト抽出に関する制約があります。

□ 対応ファイルフォーマット
標準で提供するテキスト抽出クラスを利用してテキストの抽出が可能なファイルフォーマットは下記の通りです。

[テキストを抽出することができるファイルフォーマット一覧]

1. プレーンテキスト text/plain (txt)
2. HTML text/html (htm, html)
3. XML text/xml (xml)
4. PDF application/pdf (pdf)
5. Microsoft Office Word
・application/msword (doc)
・application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document (docx)

6. Microsoft Office PowerPoint
・application/vnd.ms-powerpoint (ppt)
・application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx)

7. Microsoft Office Excel
・application/vnd.ms-excel (xls)
・application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx)

8. Microsoft Visio application/ vnd.ms-visio.viewer (vsd)
9. ZIP アーカイブ application/zip (zip)

□ テキストを抽出する際の制限事項
以下に、それぞれのファイルフォーマットごとの、テキストを抽出する際の制限事項を述べます。

1. プレーンテキスト
API では、プレーンテキストファイル内のテキストの文字コードを統計的手法により、自動的に判別します。
しかし、短いテキストしか含まれていないファイルや、複数の文字コードが混在しているファイル等については、
文字コードを正しく判別できないことがあります。この場合、ファイルから抽出されたテキストは、
文字化けしたものになり、正しく検索することができません。

2. HTML
API では、HTML 内の以下の部分から、テキストを抽出します。
・HEAD 要素内の、TITLE 要素に含まれるテキスト
・BODY 要素に含まれるテキスト
またＡＰＩでは、HTML の文字コードを、まず META タグで指定された content-type を探すことによって判別しようと試み、
それに失敗すると、プレーンテキストと同じく、統計的手法により判別を試みます。
文字コードを正しく判別できなかった場合、ファイルから抽出されたテキストは、文字化けしたものになります。

3. XML
API では、XML 内の全てのテキストノードを抽出します。

4. PDF
APIでは、設定ファイル(<CONTENTS_PATH>/WEB-INF/conf/solr-extractor-config.xml)による指定に応じて、
以下のいずれかを用いてPDFからテキストを抽出します。

1. PDFBox (http://pdfbox.apache.org/)
2. Xpdf (http://www.foolabs.com/xpdf/) 付属のコマンド”pdftotext”
3. フリーウェア”xdoc2txt” (http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/xdoc2txt.html)

pdftotext や xdoc2txt を使用することでテキスト抽出に対応したPDFの種類が増加します。
pdftotext または xdoc2txtを用いる場合、 intra-mart AccelPlatform が動作しているすべてのマシン上に、
Xpdfまたはxdoc2txt.exeがインストールされ、各コマンドが正常に動作する環境が整っている必要があります。
また、xdoc2txt.exeは Microsoft Windows マシン上でしか動作しません。
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なお、いずれを用いる場合であっても、パスワードつきで暗号化されたPDFファイル
（PDFビューワで開く際に、パスワードを要求されるPDFファイル）からテキストを抽出することはできません。

5. Microsoft Office Word
APIでは、設定ファイルの指定に応じて、以下のいずれかを用いて、Wordファイルからテキストを抽出します。

1. Apache POI (http://poi.apache.org/)
2. xdoc2txt

どちらを使用してもOffice 2003 までのWordファイル(拡張子doc)およびOffice 2007 のWordファイル(拡張子docx)からテキス
トを抽出することができます。
ただし、xdoc2txt を用いる場合、xdoc2txt.exe がインストールされ、正常に動作する環境が整っている必要があります。
また、xdoc2txt.exe は Microsoft Windows でしか動作しません。
なお、いずれを用いる場合であっても、パスワードで保護されたWordファイルからテキストを抽出することはできません。

6. Microsoft Office PowerPoint
API では、設定ファイルの指定に応じて、以下のいずれかを用いて、PowerPoint ファイルからテキストを抽出します。

1. Apache POI (http://poi.apache.org/)
2. xdoc2txt

どちらを使用しても Office 2003 までの PowerPoint ファイル(拡張子 ppt)および Office 2007 の PowerPoint ファイル(拡張子
pptx)からテキストを抽出することができます。
ただし、xdoc2txtを用いる場合、xdoc2txt.exeがインストールされ、正常に動作する環境が整っている必要があります。
また、xdoc2txt.exe は、Microsoft Windows でしか動作しません。
なお、いずれを用いる場合であっても、パスワードで保護されたPowerPointファイルからテキストを抽出することはできません。

7. Microsoft Office Excel
APIでは、設定ファイルの指定に応じて、以下のいずれかを用いて、Excelファイルからテキストを抽出します。

1. Apache POI
2. xdoc2txt

いずれによっても、Office 2003 までの Excel ファイル(拡張子 xls)および Office 2007 の Excel ファイル(拡張子 xlsx)からテキ
ストを抽出することができます。
ただし、xdoc2txt を用いる場合、xdoc2txt.exe がインストールされ、正常に動作する環境が整っている必要があります。
また、xdoc2txt.exeは Microsoft Windows マシン上でしか動作しません。
なお、いずれを用いる場合であっても、パスワードで保護されたExcelファイルからテキストを抽出することはできません。

8. Zip アーカイブ
ZIP アーカイブ内に含まれる各ファイルからテキストを抽出すると同時に、各ファイルの名前自体も抽出したテキストに加えます。
ZIP アーカイブ内のファイルの名前は、Windows-31J（いわゆる Shift_JIS）によりエンコードされ、ZIP に記録されているものと
みなされます。
日本語 Windows で作成された ZIP ファイルでは、この仮定はほぼ正しいものです。
もし ZIP アーカイブ内のファイル名が、Windows-31J でエンコードされていない場合、抽出されたテキストに、文字化けが発生
します。
ただし、文字化けが発生するのは、ファイル名部分のみであり、ファイルの内容から抽出されたテキストについては影響がありま
せん。

ZIPファイルに、暗号化されたファイルが含まれている場合、ＡＰＩでは、そのファイルの名前のみを、テキストとして抽出します。
なお、暗号化されているかどうかを判別できるのは、ZIP 2.0 互換のアーカイブフォーマットのみです。
Windows が作成する ZIP フォルダは、一般にこのフォーマットと互換性を持っています。
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アップデート関連

アップデート（2013 Winter から 2014 Spring）

共通共通(全般全般)

アップデートガイドの内容はアップデートガイドの内容は Resin のみで検証しています。のみで検証しています。

アップデートガイドの内容は Resin のみで検証しています。

その他のアプリケーションサーバでは検証は行っていません。

version 7.2関連
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互換

互換モジュールの利用についてマスタが同期されている必要があります。互換モジュールの利用についてマスタが同期されている必要があります。

互換モジュールを利用する場合は、version 7.2 においてIM-共通マスタとアプリケーションマスタが
同期されている状態からマイグレーションを行う必要があります。
詳細は移行ガイドを参照してください。

新旧のマスタで許可されている文字に差異があります。新旧のマスタで許可されている文字に差異があります。

アプリケーション共通マスタから移行したデータにIM-共通マスタで（ユーザコード等で）
許可されていない文字を利用している場合、取り扱うことが出来ません。

ドキュメントワークフロードキュメントワークフロー(BPW)の制限事項はの制限事項は intra-mart Web Platform 7.2 の制限事項に準拠します。の制限事項に準拠します。

ドキュメントワークフロー(BPW)の制限事項は intra-mart Web Platform 7.2 の制限事項に準拠します。

プロセス定義名、タスク名に「プロセス定義名、タスク名に「,（半角カンマ）」および「（半角カンマ）」および「#（半角シャープ）」は使用できません。（半角シャープ）」は使用できません。

プロセス定義名、タスク名に「,（半角カンマ）」および「#（半角シャープ）」が含まれていると代理設定画面でエラーが発生します。

iWP / iAF で作成された画面がで作成された画面が Internet Explorer のの 標準モードに対応していない場合、画面が動作しない場合があります。標準モードに対応していない場合、画面が動作しない場合があります。

Internet Explorer には、以下のような仕様が存在します。

a. Internet Explorer は、最上位のページが標準モードで表示される場合、そのページに含まれるすべての IFrame が 標準モード
で表示される。
（参照： http://blogs.msdn.com/b/ie_jp/archive/2011/11/01/10231935.aspx （日本語））

b. Internet Explorer では、最新の標準のサポートや Internet Explorer 以外のブラウザーとの一貫性を確保するために、一部の
HTML 機能と DOM 機能の動作が変更されている。
（参照： http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ie/dn467850(v=vs.85).aspx （日本語））

c. document.getElementById() で検索されるのは ID属性だけである。（古いバージョンの Internet Explorer では、name属性も
検索されていた）
（参照： http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ie/ms536437(v=vs.85).aspx （Engilsh））

intra-mart Accel Platform は、Internet Explorer が 標準モードで動作することが前提となっております。

加えて、 iWP / iAF の画面を外部メニュー連携を利用したり、intra-mart Accel Platform 上に移植して動作させる際、iWP / iAF の
画面は、通常 IFrame 内に表示して運用することが想定されます。
これらの影響から、 iWP / iAF で作成された画面が Internet Explorer の 標準モードに対応していない場合、画面が動作しない場
合があります。

動作しない画面の具体例
(1) createElement で山かっこ (< >) を使って要素を作成している。

document.createElement("<div id='foo'/>") といったように 山かっこ (< >) を使って要素を作成している。

(2) getElementById() で要素を取得する際、要素のname属性で検索している。

<input type="hidden" name="foo" id="bar" value="baz"/> といった要素を、document.getElementById("foo") で取得している。

この事象を回避するには、FireFox を利用するか、Internet Explorer の 標準モードでも動作するように画面を修正してください。

BackwardSync（version 7.2へのマスタ同期）

ユーザコードはユーザコードは50バイト以内である必要があります。バイト以内である必要があります。

intra-mart Accel Platform のテーブル「imm_user」と「b_m_account_b：のユーザコードのカラムサイズは100byteです。
それに対し version 7.2 のアカウントは 50byte です。
このため 50byte を超える場合、ユーザアカウントの intra-mart Accel Platform -> version 7.2 移行が失敗します。

intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework Ver.7.2側でのマスタ情報の操作をしないでください。側でのマスタ情報の操作をしないでください。

intra-mart WebPlatform / intra-mart AppFramework Ver.7.2側で操作した場合、intra-mart Accel Platformから同期を行ってい
るデータと齟齬ができ、正常に同期させることができません。
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移行

共通共通(全般全般)

移行ガイドの内容の検証は移行ガイドの内容の検証はResinのみで検証しています。のみで検証しています。

移行ガイドの内容は、Resinのみで検証しています。

その他のアプリケーションサーバでは検証は行っていません。

共通共通(SQL Server)

SQL Serverの場合、文字列型はすべての場合、文字列型はすべて NVARCHAR になります。になります。

文字列型は全て NVARCHAR になります。
intra-mart WebPlatform の文字コードをUTF-8以外で構築している場合、文字列型は VARCHAR でCREATE されていま
す。
その場合、事前に UTF-8で環境を再構築する必要があります。
関連情報 ユーザコードの末尾に「ユーザコードの末尾に「9」を利用しているユーザだけパフォーマンスが悪い」を利用しているユーザだけパフォーマンスが悪い

共通共通(モジュール構成モジュール構成)

intra-mart WebPlatform からから intra-mart Accel Platform へのバージョンアップを行ったテナントに対しては、テナント環境セットアップ時に移行モジュールが必要となりまへのバージョンアップを行ったテナントに対しては、テナント環境セットアップ時に移行モジュールが必要となりま
す。す。

intra-mart WebPlatform から intra-mart Accel Platform へのバージョンアップを行った環境に対してwarファイルを再デプロイす
る場合は、
intra-mart WebPlatform から intra-mart Accel Platform へのバージョンアップを行ったテナントに対しては、テナント環境セット
アップ時に移行モジュールが必要となります。
例えば、 intra-mart WebPlatform からバージョンアップを実施したテナントに対し、 intra-mart Accel Platform のアップグレードや、
IM-Juggling を利用した機能の追加等を行った場合、移行を行ったテナントに対するテナント環境セットアップには必ず移行モ
ジュールが必要となります。
その為、intra-mart WebPlatform から移行モジュールを利用して intra-mart Accel Platform へのバージョンアップを行ったテナン
トと、
intra-mart Accel Platform から新規に追加されたテナントが混在している環境では、移行ツールを組み込んだテナント環境セット
アップと、
移行ツールを外したテナント環境セットアップをそれぞれ実施して頂く必要があります。

共通共通(日付日付)

システムの開始日／終了日による各種データ中の期間の修正を行いません。システムの開始日／終了日による各種データ中の期間の修正を行いません。

基盤で持っているシステムの最小日/最大日のデフォルト値が以下の様に変更されますが、移行ツールでは日付の修正は行いませ
ん。

intra-mart WebPlatform ※固定値

最小日＝”1582-10-15”
最大日＝”9999-12-30”

intra-mart Accel Platform ※設定ファイル

最小日＝”1900-01-01”
最大日＝”2999-12-31”

上記にともない、移行後、画面からデータを更新する際に、入力チェックでアラートが出る場合があります。

アラートが出た場合は、適切な範囲で再設定してください。
影響箇所は、各種データ中の「有効開始日」「有効終了日」などです。

変更せずとも動作可能ですが、更新が必要な場合は、intra-mart Accel Platformの範囲に収まるように設定してください。
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特にマスタのインポートなどで、日付の見直しを行ってください。

FormatCreator / IM-VisualDesigner

FormatCreator/IM-VisualDesignerのデータは移行できません。のデータは移行できません。

FormatCreator/IM-VisualDesigner は非サポートとなり、データは移行できません。

連携したワークフロー(ドキュメントワークフロー /IM-Workflow)は、全て完了させてください。

移行後、詳細画面が表示できなくなるため、処理できなくなります。
※コンテンツ画面が存在しないため、エラーが発生します。

フローの参照は可能です。

必要に応じて、コンテンツ画面を作り直し、新しいワークフローを作成してください。

どうしても移行を行う必要がある場合は、コンサルティングサービスにご相談ください。

IM-ContentsSearch

IM-ContentsSearchの情報は移行されません。の情報は移行されません。

データは移行されません。
インデックスは互換性がないため、すべて再作成する必要があります。

設定ファイルもすべて再設定が必要です。
作成したクローラは、IM-ContentsSearch 用互換モジュール をインストールすることで、互換バッチとして使用可能になります。

ただし、ファセットを利用している場合など、一部仕様の変更があり、作りによっては意図した動作にならない可能性がありま
す。

IM-ContentsSearchのテンプレートは修正が必要です。のテンプレートは修正が必要です。

作成したテンプレートは、 intra-mart Accel Platform のプログラミングガイド に従い修正が必要です。

IM-Workflow

IM-Workflowのコンテンツ画面はのコンテンツ画面はUI対応が必要です。対応が必要です。

コンテンツ画面は intra-mart Accel Platform のUI対応を行う必要があります。

統合ワークフローはサポートしていません。統合ワークフローはサポートしていません。

統合ワークフローは非サポートになります。

IM-共通マスタ共通マスタ

IM-共通マスタの法人の関連データは移行されません共通マスタの法人の関連データは移行されません

法人と、その関連データ（法人セットとの紐付け、法人分類所属、取引先との紐付け）は移行されません。

intra-mart Accel Platform 上で再度設定を行ってください。

法人セット、取引先は移行されます。

IM-共通マスタの通貨、通貨レートのデータは移行されません。共通マスタの通貨、通貨レートのデータは移行されません。

通貨、通貨レートのデータは移行されません。
intra-mart Accel Platform 上で再度設定を行ってください。
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TableMaintenance

TableMaintenanceの設定データは移行されません。の設定データは移行されません。

intra-mart Accel Platform では、テーブルへの個別のアクセス権は認可機能に委譲します。
テーブルやフィールドの論理名については「テーブル・キャプション設定」機能を使用して手動で設定し直す必要があります。

ViewCreator

ViewCreatorで移行されないデータが存在します。で移行されないデータが存在します。

以下のデータ項目は移行されません。移行処理完了後、手動で設定し直す必要があります。
1. 権限情報
2. リスト集計の日付フォーマット及び数値フォーマット
3. クロス集計の数値フォーマット
4. クエリ及びデータ参照の更新日
5. ポートレット

ポータル の移行モジュール によりポートレット設定は移行されていますが、動作しません。

ViewCreatorの権限情報について変更があります。の権限情報について変更があります。

権限情報に関して、以下の変更があります。
役職はアクセス権として設定不可になりました。
データ参照のアクセス権が未設定の場合、intra-mart WebPlatformでは任意のユーザが参照できましたが、intra-mart Accel
Platformでは権限なしとして参照できなくなります。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(Webサービスアクセス権サービスアクセス権)

Webサービスアクセス権は移行されません。サービスアクセス権は移行されません。

intra-mart Accel Platform の認可設定に従って、サービス/オペレーションに対し、アクセス権を設定してください。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(アカウントアカウント)

アカウント属性の情報が一部削除されます。アカウント属性の情報が一部削除されます。

アカウント属性情報から、属性値が「null」または「空文字列」のデータが削除されます。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(カレンダーカレンダー)

一部移行されないカレンダーデータが存在します。一部移行されないカレンダーデータが存在します。

以下のデータは移行されません。
「公休日」
「名称/休日/非休日」のうち、プラグインがセットされたもの

上記の対応として、移行完了後、「カレンダーメンテナンス」画面より、移行したカレンダーに対し、以下の対応を行う必要がありま
す。

必要な国の日付情報セットを含めてください。
標準では、日本/アメリカ/中国 の3ヶ国分を提供します。

独自に「公休日」を設定していた場合は、 再登録してください。
プラグインで計算していたものは、日付指定でカレンダー情報を登録してください。
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移行した日付情報のソートキーは自動的に採番されます。移行した日付情報のソートキーは自動的に採番されます。

intra-mart Accel Platform より設定できるようになった「ソートキー」は、 intra-mart WebPlatform の日付情報検索時のソート内容
に従って番号付けされます。

カレンダーデータのデータ名は移行されません。カレンダーデータのデータ名は移行されません。

「データ名」は intra-mart Accel Platform では無くなるため、移行されません。

日付情報の表示色による画面表示の仕様が異なります。日付情報の表示色による画面表示の仕様が異なります。

「表示色」による画面表示に、以下の仕様変更があるため、カレンダー表示を確認の上、適宜再設定してください。

intra-mart WebPlatform …背景色に設定されます
互換APIを使用した場合、こちらの表示になります。

intra-mart Accel Platform …文字色に設定されます

カレンダー関連の設定方法は、「テナント管理者操作ガイドテナント管理者操作ガイド  」-「カレンダーをメンテナンスするカレンダーをメンテナンスする  」を参照してください。

移行前にカレンダー移行前にカレンダーIDの変更が必要な場合があります。の変更が必要な場合があります。

カレンダーIDが、intra-mart Accel Platform で標準インストールされるカレンダーのカレンダーIDまたは日付情報セットIDと同じに
なってしまう場合、変更する必要があります。

intra-mart WebPlatform 側で、エクスポート/インポートなどを使い、カレンダーIDを変更してください。

intra-mart Accel Platform 標準カレンダーで使用されるカレンダーID、日付情報セットID は以下の通りです。

カレンダーカレンダー カレンダーカレンダーID 日付情報セット日付情報セットID
日本 JPN_CAL JPN_DAY-SET
アメリカ USA_CAL USA_DAY-SET
中国 PRC_CAL PRC_DAY-SET

移行後に日付情報データのメンテナンスが必要です。移行後に日付情報データのメンテナンスが必要です。

「日」を指定する場合の入力可能なパターンが変更されたため、日付情報データのメンテナンスが必要になります。

「日」＋「曜日」のような組合せを行っていた場合は、該当の日付を直接指定するなどの対応が必要になります。

intra-mart WebPlatform で入力できたパターン
「日/曜日/第何週/第何曜日/曜日」 を自由に組み合わせ可能。
上記項目すべて設定なしで「毎日」を設定可能。
全組み合わせ32パターン

intra-mart Accel Platform で入力できるパターン
毎日
日
曜日(毎週)
第何曜日
第何週(第何週の何曜日)

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(ショートカットショートカットURL)

ショートカットショートカットURLは移行されません。は移行されません。

ショートカットURLのデータは移行されません。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(バッチバッチ)

バッチは移行されません。バッチは移行されません。

標準バッチは、同様のジョブネットが用意されていますので、手動で再設定してください。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(パスワード履歴パスワード履歴)
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パスワード履歴は移行されません。パスワード履歴は移行されません。

パスワード履歴のデータは移行されません。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(メニューメニュー)

メニューのエクスポートファイルを必ず配置する必要があります。メニューのエクスポートファイルを必ず配置する必要があります。

メニューのエクスポートファイルは必須です。また、最低でも1件のメニューが必要となります。
もし移行するメニューが無い場合も、1件だけメニューを残してください。

メニューの移行で生成される認可のリソースメニューの移行で生成される認可のリソースIDは、メニューは、メニューIDが設定されます。が設定されます。

認可リソースIDにはメニューIDが設定されるため、他の機能(例えばWebサービス)の認可リソース設定と、同じ値にならないように
してください。

移行を行うメニューの中に同一移行を行うメニューの中に同一URLのメニューが存在する場合は正しく移行を行えません。のメニューが存在する場合は正しく移行を行えません。

同一URLのメニューは、同一のルーティング設定(URI)になるため、正しく移行を行えません。
異なるURLを設定し、移行後、メニュー設定/ルーティング設定/認可設定をメンテナンスしてください。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(ロールロール)

intra-mart Accel Platform のロールと同じロールのロールと同じロールIDを持つロールが移行元に存在する場合、内容が上書きされます。を持つロールが移行元に存在する場合、内容が上書きされます。

intra-mart Accel Platform でインストールされる標準のロールと同じロールIDのロールが移行元環境に存在する場合、ロールが
移行元の内容で上書きされます。

移行前と移行後のロールを比較し、メンテナンスしてください。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(情報更新管理情報更新管理)

情報更新管理は移行されません。情報更新管理は移行されません。

情報更新管理のデータは移行されません。

アクセスセキュリティアクセスセキュリティ(グループ管理権限ユーザメニューグループ管理権限ユーザメニュー)

グループ管理権限ユーザメニューは移行されません。グループ管理権限ユーザメニューは移行されません。

intra-mart Accel Platform の認可設定に従って、該当ユーザに対して管理権限を設定してください。

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

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 API に関しては、互換対応表を参照してください。に関しては、互換対応表を参照してください。

アプリケーション共通マスタ API に関しては、互換対応表を参照してください。

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 の互換機能のついては、互換ガイドを参照してください。の互換機能のついては、互換ガイドを参照してください。

互換機能については互換ガイドを参照してください。
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ドキュメントワークフロー（ドキュメントワークフロー（BPW））

ドキュメントワークフローのコンテンツ画面に対してテーマ設定が必要です。ドキュメントワークフローのコンテンツ画面に対してテーマ設定が必要です。

各画面はIFRAME を利用して表示されるため、コンテンツ画面に対してtheme-no-theme-path-config 設定が必要になります。

ドキュメントワークフローはスマートフォンで利用できません。ドキュメントワークフローはスマートフォンで利用できません。

スマートフォンは非サポートになります。

ドキュメントワークフローのロールは再設定されます。ドキュメントワークフローのロールは再設定されます。

ロール「bpwsuper」は、「BPW管理者」として再設定されます。
名称が更新されます。
サブロール設定は維持されます。

ポータルポータル

ポータルのアクセス権設定は移行されません。ポータルのアクセス権設定は移行されません。

intra-mart Accel Platform の認可設定に従って、ポータル/ポートレット/ポートレット編集モード に対し、アクセス権を設定してくださ
い。
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保証規程

保証内容及び対象

この保証規程（以下、「本書」という。）並びに貴社が当社と締結した一切の契約が定める要件
（システム要件を含むがそれに限らない。）
及び制限事項の範囲内にて貴社が本製品を利用することを条件として、当社は貴社に対し、
本製品に同封され、又は当社ホームページ（ http://www.intra-mart.jp/document/library/?product=iap ）に
掲載されているマニュアルの最新版のとおり本製品が動作することを保証します。

なお、当該保証は、貴社における内部的使用を目的とする限りにおいて適用されるものです。
また、当該保証は、当社の一方的な裁量により、無償で交換若しくは修補、又はかかる本製品の対価として
イントラマートが貴社から受領した金額の返金のいずれかの方法によるものとします。

上記の対応は、正規の当社製品を購入され、適法かつ誤りなくユーザー登録を完了されたお客様のみに
当社が行うもので、当社はその他の対応又は保証、特に本製品をインストールしたハードウェア、
接続製品、及びそれらに保存されたソフトウェア、データ等の保証（但し、これらに限られない。）は一切行いません。

保証の適用除外

下記の場合は動作保証が適用されません。

貴社が、本書又は貴社が当社と締結した一切の契約に定める要件（システム要件を含むがそれに限らない。）
その他の制限事項の定める範囲内にて本製品を利用しなかった場合

火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害等の外部的事情による誤動作の場合

合理的な使用方法に反するご利用に起因する場合

貴社あるいは第三者が改変・変更等及びそれらの作業を行ったことに起因する場合

本製品以外のソフトウェア、ハードウェア等との互換性の問題から生じる場合

免責

本製品に関する当社の損害賠償責任は、理由のいかんを問わず、
本製品の「ソフトウェア使用許諾契約書」に定める責任の限定の範囲内といたします。

その他の契約との関係

本製品の保証に関して、貴社が当社と締結した一切の契約と本書の間に齟齬がある場合には、
本書の記載が優先するものとします。
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著作権および特記事項

intra-mart は株式会社 NTT データ イントラマートの登録商標です。

Oracle と Javaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。

本製品を使用する場合は、本製品に含まれる各ソフトウェアのライセンスについても同意したものとします。

以上

Copyright © 2014 NTT DATA INTRAMART CORPORATION
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