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改訂情報

変更年月日変更年月日 変更内容変更内容

2012-11-01 初版

2015-04-01 第2版 下記を追加しました。

「 ジョブを設定する 」について追記。

2015-08-01 第3版 下記を追加しました。

「 ジョブを設定する 」について追記。

2016-04-01 第4版 下記を追加しました。

「 ログを設定する 」について、ログに関する説明を追

加。

intra-mart Accel Collaboration — Collaboration共通 管理者操作ガイド   第4版 2016-04-01  

3

index.html#iac-core-admin-job-setting
index.html#iac-core-admin-job-setting
index.html#iac-core-admin-log-setting


管理者について

管理者は、ユーザが各機能を利用するためのマスタ情報を管理します。

また、ユーザが登録したデータの参照・操作が行えます。

管理者には以下の2種類があります。

管理者管理者 説明説明

Collaboration管理者 全てのマスタ情報の管理、およびデータの操作ができます。

Collaboration管理者の権限をユーザに与える場合は、与えたいユーザに

「Collaboration管理者」ロールを設定してください。

ユーザへのロール設定方法については「intra-mart Accel Platform / IM-共通マスタ

管理者操作ガイド」を参照してください。

各機能毎の管理者 各管理者が所属する会社のマスタ情報の管理、およびデータの操作ができます。

詳細は各機能の管理者操作ガイドを参照してください。

コラム

Collaboration管理者が操作できる会社は、 intra-mart Accel Platform の認可機能で許可された会社のみ操作

可能です。

コラム

intra-mart Accel Collaboration を利用するユーザに、アプリケーションライセンスを付与する必要があります。

ユーザの登録・編集画面の「ロール」タブにて、アプリケーションライセンスを付与してください。
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コラム

用語解説

「intra-mart Accel Platform」　以下、iAPと略します。

「intra-mart Accel Collaboration」　以下、iACと略します。
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基本編

ジョブを設定する

iACの共通機能として、以下のジョブが利用可能です。

個人通知設定移行

iAC 2014 Winter 以前に設定した「個人設定（全般）」の設定を「メッセージ通知設定」へと移行します。

このジョブはiAC 2014 Winter 以前から、iAC 2015 Spring 以降へアップデートする際に一度だけ実行してください。

注意

移行対象となる通知先は「ApplicationBox」と「メール」のみです。

その他の通知先については「メッセージ通知設定」の初期値が適用されます。

注意

iAC 2014 Winter 以前に「個人設定（全般）」の設定を行っていなかった場合は、「メッセージ通知設定」の初期

値が適用されます。

注意

本機能の実行前に「個人設定（全般）」の設定に対して変更を行った場合は、「ApplicationBox」と「メール」の通

知設定がすべて「通知しない」設定が適用されます。

その他の通知先の通知設定については、「メッセージ通知設定」の初期値が適用されます。

コラム
ジョブネット操作に関しては「テナント管理者 操作ガイド」-「ジョブを設定する」の「ジョブネットを設定する」項を

参照してください。

コラム
「個人設定（全般）」に関しては 「 intra-mart Accel Collaboration 共通 ユーザ操作ガイド」 - 「通知の受取設定

を行う」を参照してください。

コラム
「メッセージ通知設定」に関しては 「ユーザ操作ガイド」 - 「メッセージ通知の設定を行う」を参照してください。

intra-mart Accel Collaboration — Collaboration共通 管理者操作ガイド   第4版 2016-04-01  

6

http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/operation/tenant_administrator_guide/texts/basic_guide/basic_guide_14.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iac/public/iac_core/iac_core_user_guide/texts/basic_guide/basic_guide_1.html
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/operation/user_guide/texts/basic_guide/basic_guide_10.html


コラム

メッセージ通知におけるテンプレートの文言をカスタマイズする場合、それぞれ以下の方法にて編集を行ってくだ

さい。

・ メールのテンプレートは IM-Juggling の設定ファイルタブよりカスタマイズを行いたい機能のテンプレートを出

力して編集を行ってください。

・ApplicationBox、IM-Notice等の通知のテンプレートは、war展開後に下記に配置されるフォルダ内の該当ファイ

ルの編集を行ってください。

＜ApplicationBoxのテンプレートを変更する場合＞

<パブリックストレージパス>/im_template/jp.co.intra_mart.collaboration/＜機能id＞/apb

＜IM-Notice等のテンプレートを変更する場合＞

<パブリックストレージパス>/im_template/jp.co.intra_mart.collaboration/＜機能id＞/std

(※)機能idで入る文字は以下の通りです。

sch/evt ・・・ スケジュール機能のイベント通知

sch/rmd ・・・ スケジュール機能のリマインダ—通知

sch/sch ・・・ スケジュール機能のスケジュール通知

sch/sum ・・・ スケジュール機能のサマリー通知

tod ・・・ ToDo通知

msg ・・・ 伝言メモ通知

inf ・・・ インフォメーション通知

fil ・・・ ファイルライブラリ通知

wos ・・・ ワークスペース通知

ログを設定する

目次
intra-mart Accel Collaboration のログ設定

IAC_LOG

IAC ACL_LOG

IAC RESPONSE_LOG

IAC AUTHZ_LOG

intra-mart Accel Collaboration のログ設定

iACで出力されるログの設定内容について記述します。

モジュールモジュール iACログ

設定場所設定場所 %CONTEXT_PATH%/WEB-INF/conf/log/im_logger_iac.xml
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<included>

    <!-- IAC_LOG -->
    <appender name="IAC" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${im.log}/product/collaboration/iac.log</file>
        <append>true</append>

        <!--
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>
                ${im.log}/product/collaboration/iac-%d{yyyy-MM-dd}.log
            </fileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        -->

        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${im.log}/product/collaboration/iac%i.log</fileNamePattern>
            <minIndex>1</minIndex>
            <maxIndex>5</maxIndex>
        </rollingPolicy>

        <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
            <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
        </triggeringPolicy>

        <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
            <layout class="jp.co.intra_mart.common.platform.log.layout.OutputStackTracePatternLayout">
                <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%thread] %-5level %X{iac.log.class} %X{tenant.id} 
%X{log.id} %X{request.id} - [%X{log.message.code}] %msg%nopex%n</pattern>

                <enableOutputStackTrace>true</enableOutputStackTrace>
                <stackTraceDir>${im.log}/product/collaboration/exception/</stackTraceDir>
                <stackTraceFilename>'exception_'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss'_%logId.log'</stackTraceFilename>
            </layout>
            <immediateFlush>true</immediateFlush>
        </encoder>
    </appender>

    <!-- IAC ACL_LOG -->
    <appender name="IAC_ACL" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${im.log}/product/collaboration/iac_acl.log</file>
        <append>true</append>

        <!--
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>
                ${im.log}/product/collaboration/iac-%d{yyyy-MM-dd}.log
            </fileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        -->

        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${im.log}/product/collaboration/iac_acl%i.log</fileNamePattern>
            <minIndex>1</minIndex>
            <maxIndex>5</maxIndex>
        </rollingPolicy>

        <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
            <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
        </triggeringPolicy>
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        </triggeringPolicy>

        <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
            <layout class="jp.co.intra_mart.common.platform.log.layout.OutputStackTracePatternLayout">
                <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%thread] %-5level %X{tenant.id} %X{log.id} 
%X{request.id} - %-105msg%nopex %X{iac.log.response.signature}%n</pattern>

                <enableOutputStackTrace>true</enableOutputStackTrace>
                <stackTraceDir>${im.log}/product/collaboration/exception/</stackTraceDir>
                <stackTraceFilename>'exception_'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss'_%logId.log'</stackTraceFilename>
            </layout>
            <immediateFlush>true</immediateFlush>
        </encoder>
    </appender>

    <!-- IAC RESPONSE_LOG -->
    <appender name="IAC_RESPONSE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${im.log}/product/collaboration/iac_response.log</file>
        <append>true</append>

        <!--
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>
                ${im.log}/product/collaboration/iac-%d{yyyy-MM-dd}.log
            </fileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        -->

        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${im.log}/product/collaboration/iac_response%i.log</fileNamePattern>
            <minIndex>1</minIndex>
            <maxIndex>5</maxIndex>
        </rollingPolicy>

        <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
            <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
        </triggeringPolicy>

        <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
            <layout class="jp.co.intra_mart.common.platform.log.layout.OutputStackTracePatternLayout">
                <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%thread] %-5level %X{tenant.id} %X{log.id} 
%X{request.id} - %-105msg%nopex%n</pattern>

                <enableOutputStackTrace>true</enableOutputStackTrace>
                <stackTraceDir>${im.log}/product/collaboration/exception/</stackTraceDir>
                <stackTraceFilename>'exception_'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss'_%logId.log'</stackTraceFilename>
            </layout>
            <immediateFlush>true</immediateFlush>
        </encoder>
    </appender>
    
    <!-- IAC AUTHZ_LOG -->
    <appender name="IAC_AUTHZ" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${im.log}/product/collaboration/iac_authz.log</file>
        <append>true</append>

        <!--
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>
                ${im.log}/product/collaboration/iac-%d{yyyy-MM-dd}.log
            </fileNamePattern>
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        </rollingPolicy>
        -->

        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
            <fileNamePattern>${im.log}/product/collaboration/iac_authz%i.log</fileNamePattern>
            <minIndex>1</minIndex>
            <maxIndex>5</maxIndex>
        </rollingPolicy>

        <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
            <maxFileSize>10MB</maxFileSize>
        </triggeringPolicy>

        <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
            <layout class="jp.co.intra_mart.common.platform.log.layout.OutputStackTracePatternLayout">
                 <pattern>[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}] [%thread] %-5level %X{tenant.id} %X{log.id} 
%X{request.id} - %msg%n</pattern>

                <enableOutputStackTrace>true</enableOutputStackTrace>
                <stackTraceDir>${im.log}/product/collaboration/exception/</stackTraceDir>
                <stackTraceFilename>'exception_'yyyy-MM-dd_HH-mm-ss'_%logId.log'</stackTraceFilename>
            </layout>
            <immediateFlush>true</immediateFlush>
        </encoder>
    </appender>

    <logger name="IAC_LOG" additivity="false">
        <level value="info" />
        <appender-ref ref="IAC" />
        <appender-ref ref="FILE" />
    </logger>

    <logger name="IAC_ACL_LOG" additivity="false">
        <level value="off" />
        <appender-ref ref="IAC_ACL" />
        <appender-ref ref="FILE" />
    </logger>

    <logger name="IAC_RESPONSE_LOG" additivity="false">
        <level value="off" />
        <appender-ref ref="IAC_RESPONSE" />
        <appender-ref ref="FILE" />
    </logger>
    
    <logger name="IAC_AUTHZ_LOG" additivity="false">
        <level value="off" />
        <appender-ref ref="IAC_AUTHZ" />
        <appender-ref ref="FILE" />
    </logger>

</included>

IAC_LOG

iAC全般に関するログの出力設定を行います。

標準出力設定
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ログレベル（初期値）ログレベル（初期値） INFO

出力先（初期値）出力先（初期値） ファイル - ${im.log}/product/collaboration/iac.log

出力パターン

利用可能なパターン文字列

iACログで利用可能なパターン文字列は以下の通りです。

パターン文字列については「 パターン文字列 」を参照してください。

フォーマット文字列フォーマット文字列 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

%d ○ 出力日時

%thread ○ スレッド名

%level ○ ログレベル

%X ○ MDC

利用可能なキーは「利用可能なMDCキー」を参照してください。

%msg ○ ログメッセージ

利用可能なMDCキー

iACログで利用可能なMDCのキーは以下の通りです。

MDCについては「 MDC 」を参照してください。

MDCキーキー 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

iac.log.class ○ エラーが発生したクラス

tenant.id ○ ログ出力時のアカウントコンテキストのテナント ID

log.id ○ ログ ID

request.id ○ リクエストID

log.message.code ○ ログメッセージコード

IAC ACL_LOG

iACのアクセス権に関するログの出力設定を行います。

標準出力設定

ログレベル（初期値）ログレベル（初期値） off

出力先（初期値）出力先（初期値） ファイル - ${im.log}/product/collaboration/iac_acl.log

出力パターン

利用可能なパターン文字列

iACログで利用可能なパターン文字列は以下の通りです。
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パターン文字列については「 パターン文字列 」を参照してください。

フォーマット文字列フォーマット文字列 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

%d ○ 出力日時

%thread ○ スレッド名

%level ○ ログレベル

%X ○ MDC

利用可能なキーは「利用可能なMDCキー」を参照してください。

%msg ○ ログメッセージ

利用可能なMDCキー

iACログで利用可能なMDCのキーは以下の通りです。

MDCについては「 MDC 」を参照してください。

MDCキーキー 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

tenant.id ○ ログ出力時のアカウントコンテキストのテナント ID

log.id ○ ログ ID

request.id ○ リクエストID

iac.log.response.signature ○ シグネチャ文字列

IAC RESPONSE_LOG

iACのレスポンスに関するログの出力設定を行います。

標準出力設定

ログレベル（初期値）ログレベル（初期値） off

出力先（初期値）出力先（初期値） ファイル - ${im.log}/product/collaboration/iac_response.log

出力パターン

利用可能なパターン文字列

iACログで利用可能なパターン文字列は以下の通りです。

パターン文字列については「 パターン文字列 」を参照してください。

フォーマット文字列フォーマット文字列 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

%d ○ 出力日時

%thread ○ スレッド名

%level ○ ログレベル
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%X ○ MDC

利用可能なキーは「利用可能なMDCキー」を参照してください。

%msg ○ ログメッセージ

利用可能なMDCキー

iACログで利用可能なMDCのキーは以下の通りです。

MDCについては「 MDC 」を参照してください。

MDCキーキー 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

tenant.id ○ ログ出力時のアカウントコンテキストのテナント ID

log.id ○ ログ ID

request.id ○ リクエストID

IAC AUTHZ_LOG

iACのスケジュール認可に関するログの出力設定を行います。

標準出力設定

ログレベル（初期値）ログレベル（初期値） off

出力先（初期値）出力先（初期値） ファイル - ${im.log}/product/collaboration/iac_authz.log

出力パターン

利用可能なパターン文字列

iACログで利用可能なパターン文字列は以下の通りです。

パターン文字列については「 パターン文字列 」を参照してください。

フォーマット文字列フォーマット文字列 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

%d ○ 出力日時

%thread ○ スレッド名

%level ○ ログレベル

%X ○ MDC

利用可能なキーは「利用可能なMDCキー」を参照してください。

%msg ○ ログメッセージ

利用可能なMDCキー

iACログで利用可能なMDCのキーは以下の通りです。

MDCについては「 MDC 」を参照してください。
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http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringmdc
index.html#usercontextlogusablemdc-iac-response-log
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringmessage
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringmdc
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstring
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringdate
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringthread
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringlevel
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringmdc
index.html#usercontextlogusablemdc-iac-authz-log
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringmessage
http://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/im_core/im_log_specification/texts/appendix/index.html#patternstringmdc


MDCキーキー 設定有無（初期設定有無（初期

値）値）

説明説明

tenant.id ○ ログ出力時のアカウントコンテキストのテナント ID

log.id ○ ログ ID

request.id ○ リクエストID
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