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R-1595C-13 uCosminexus DocumentBroker Version 3 Standard GUI 03-69 （適用 OS：Windows Server
2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003 R2 (x64) ，Windows Server 2008，Windows
Server 2008 R2，Windows XP Professional）

■輸出時の注意
本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご
確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標類
Acrobat Distiller は，Adobe Systems Incorporated( アドビシステムズ社 ) の商標です。
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す。
ActiveX は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
DocuCentre は，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
imagio は，リコーの登録商標です。
Int ernet Explorer は，米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標で
す。
IPSiO は，リコーの登録商標です。
iR は，キヤノン株式会社の商品名称です。
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。
Konica は，コニカ株式会社の登録商標です。
Microsoft Excel，Microsoft Office，Microsoft Office Excel，Microsoft Office Word，Microsoft Word，およ
び Microsoft, PowerPoint は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または
商標です。
Visio は，米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
Windows，Windows Server，および Windows Vista は，米国およびその他の国における米国 Microsoft
Corporation の登録商標です。
その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■マイクロソフト製品の表記について
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変更内容
変更内容（3020-3-U73-40）uCosminexus DocumentBroker Version 3 Standard GUI
追加・変更内容

変更個所

クライアントの前提プログラムに Internet
Explorer 9（32 ビット版）をサポートしました。

1.3.2

Web サービスの前提 OS に Windows Server 2008
R2 をサポートしました。

1.3.3，2.4.1

配置ディスクリプタ（web.xml）に設定すること
で，文書のプロパティ画面の［基本情報領域］，お
よび［関連ファイル領域］に，「全文検索」を表示
するかどうかを指定できるようになりました。

2.5.1(2)

配置ディスクリプタ（web.xml）に設定すること
で，文書のプロパティ画面の［基本情報領域］，お
よび［関連ファイル領域］に「チェックアウト中
ユーザ」を表示するかどうかを指定できるようにな
りました。

2.5.1(2)

配置ディスクリプタ（web.xml）に設定すること
で，DocumentBroker Standard GUI へのアップ
ロードを許可，または拒否する拡張子の一覧（リス
ト）を指定できるようになりました。

2.5.1(2)

ActiveX コントロールの配布方法を選択できるよう
になりました。

2.3.1，2.5(10)，2.5.2

DocumentBroker Standard GUI 03-20 〜 03-68 か
らバージョンアップする手順を追加しました。

2.6.4

ecmRegisterDocum ent s.bat（文書登録）コマンド，
および ecmRegisterFolders.bat（フォルダ構成作
成）で，フォルダ情報の取得方法を指定できるよう
になりました。

ecmRegisterDocuments.bat ，
ecmRegisterFolders.bat

ecmDeleteDocuments.bat（文書削除）で，削除対
象文書の検索方法を指定できるようになりました。

ecmDeleteDocuments.bat

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。
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はじめに
このマニュアルは，uCosminexus DocumentBroker Standard GUI の概要，環境設定，および
運用方法について説明したものです。

■対象読者
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI を使用したシステムの環境を管理および運用す
るシステム管理者を対象としています。なお，次の内容を理解されていることを前提としてい
ます。
• 使用する OS（Operating System）に関する知識
• 使用する前提製品に関する知識
• JavaTM に関する知識
• JavaTM Servlet，JSPTM，および JavaBeansTM に関する知識

■マニュアルの構成
このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。
第1 章

DocumentBroker Standard GUI の概要
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI の特長，機能概要，およびシステム構成について
説明しています。また，uCosminexus DocumentBroker Standard GUI を利用するユーザの体系
についても説明しています。

第2 章

環境設定
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI を使用するために必要な環境設定の方法について
説明しています。

第3 章

DocumentBroker Standard GUI の運用と障害対策
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI の起動と停止，監査証跡ログ，および障害対策に
ついて説明しています。

第4 章

DocumentBroker Standard GUI のカスタマイズ
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI のカスタマイズ方法について説明しています。

第5 章

Groupmax Document Manager からの移行
Groupm ax Document Manager Version 6 に登録されているフォルダ階層，および文書情報を
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI に移行する手順を説明します。

第6 章

ユティリティコマンド
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI で利用できるユティリティコマンドについて説明
しています。

第7 章

メッセージ
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI のユティリティコマンドとデータベース容量見積
もり支援ツールで出力するメッセージについて説明しています。
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付録 A クラス一覧
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI で使用するクラス情報について説明しています。

付録 B 用語解説
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI で使用する用語について説明しています。

■関連マニュアル
関連するマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。なお，本文に記載のマ
ニュアル名称は，「uCosminexus DocumentBroker」を「DocumentBroker」と表記していま
す。
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI のマニュアル
uCosminexus DocumentBroker Version 3 Standard GUI 操作ガイド（3020-3-U74 ）
uCosminexus DocumentBroker Standard GUI の GUI の操作方法などについて知りたい場
合に参照してください。
uCosminexus DocumentBroker Version 3 Standard GUI Development Kit（3020-3-U75）
uCosminexus DocumentBroker Version 3 Standard GUI Development Kit の操作方法など
について知りたい場合に参照してください。
前提プログラムのマニュアル
Cosminexus

アプリケーション開発ガイド（3020-3-M41）

Cosminexus

アプリケーションサーバ V8 アプリケーション開発ガイド（3020-3-U25 ）

Cosminexus のアプリケーション開発の流れと，アプリケーションの開発方法について知り
たい場合に参照してください。
Cosminexus

システム運用ガイド（3020-3-M07）

Cosminexus を使用して構築したアプリケーションサーバの運用方法について知りたい場合
に参照してください。
Cosminexus

システム構築ガイド（3020-3-M06）

Cosminexus を使用して構築するアプリケーションサーバの構築方法について知りたい場合
に参照してください。
Cosminexus

アプリケーションサーバ V8 システム構築・運用ガイド（3020-3-U04 ）

Cosminexus を使用して構築したアプリケーションサーバの運用，および構築方法について
知りたい場合に参照してください。
uCosminexus DocumentBroker Version 3

オブジェクト操作ツール（3000-3-F15）

uCosminexus DocumentBroker オブジェクト操作ツールの機能，およびコマンドの文法に
ついて知りたい場合に参照してください。
uCosminexus DocumentBroker Version 3

システム導入・運用ガイド（3020-3-U71）

uCosminexus DocumentBroker を使用する環境の定義，管理および運用のしかたについて
知りたい場合に参照してください。
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uCosminexus DocumentBroker Version 3

クラスライブラリ

Java 解説（3000-3-F16）

uCosminexus DocumentBroker Development Kit または uCosminexus DocumentBroker
Runtime が提供するレンディション定義ファイルの詳細について知りたい場合，または
Java 実行環境の設定の詳細について知りたい場合に参照してください。
DocumentBroker Rendering Option Version 3（3020-3-N47）
Adobe Acrobat Distiller と連携した DocumentBroker Rendering Option の機能，環境設
定，およびコマンドの文法について知りたい場合に参照してください。
DocumentBroker Rendering Option Version 3（活文 PDFstaff 編）
（3020-3-N49）
PDFstaff Runtime および PDFstaff SDK と連携した DocumentBroker Rendering Option
の機能，環境設定，およびコマンドの文法について知りたい場合に参照してください。
DocumentBroker イメージ登録 for DocuCentre(R)（3020-3-C48）
DocumentBroker イメージ登録 for DocuCentre(R) の機能，および環境設定について知りた
い場合に参照してください。
DocumentBroker イメージ登録 for iR（3020-3-C49）
DocumentBroker イメージ登録 for iR の機能，および環境設定について知りたい場合に参
照してください。
DocumentBroker イメージ登録 for imagio and IPSiO（3020-3-C50 ）
DocumentBroker イメージ登録 for imagio and IPSiO の機能，および環境設定について知
りたい場合に参照してください。
DocumentBroker イメージ登録 for Konica（3020-3-C93）
DocumentBroker イメージ登録 for Konica の機能，および環境設定について知りたい場合
に参照してください。
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 6 システム導入・設計ガイド（Windows(R)
用）（3020-6-122）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム導入・設計ガイド（Windows(R)
用）（3020-6-272）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)
用）（3020-6-352）
HiRDB のシステムの構築方法，データベースの作成方法，およびシステムとデータベース
の設計方法について知りたい場合に参照してください。
なお，このマニュアルでは，これらのマニュアルを「HiRDB システム導入・設計ガイド」
と表記しています。
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 6 システム運用ガイド（Windows(R) 用）
（3020-6-124）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 システム運用ガイド（Windows(R) 用）
（3020-6-274）
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スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム運用ガイド（Windows(R) 用）
（3020-6-354）
HiRDB の運用方法および障害対策方法について知りたい場合に参照してください。
なお，このマニュアルでは，これらのマニュアルを「HiRDB システム運用ガイド」と表
記しています。
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 6 SQL リファレンス（Windows(R) 用）
（3020-6-127）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 SQL リファレンス（Windows(R) 用）
（3020-6-277）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 SQL リファレンス（3020-6-357）
SQL の文法について知りたい場合に参照してください。
なお，このマニュアルでは，これらのマニュアルを「HiRDB SQL リファレンス」と表記
しています。
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 6 コマンドリファレンス（Windows(R) 用）
（3020-6-125）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 7 コマンドリファレンス（Windows(R) 用）
（3020-6-275）
スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 コマンドリファレンス（Windows(R) 用）
（3020-6-355）
HiRDB のユティリティについて知りたい場合に参照してください。
なお，このマニュアルでは，これらのマニュアルを「HiRDB コマンドリファレンス」と
表記しています。
HiRDB 全文検索プラグイン HiRDB Text Search Plug-in Version 2（3020-6-140）
HiRDB 全文検索プラグイン HiRDB Text Search Plug-in Version 7（3000-6-288）
HiRDB 全文検索プラグイン HiRDB Text Search Plug-in Version 8（3020-6-375）
HiRDB Text Search Plug-in の機能および環境設定について知りたい場合に参照してくださ
い。
なお，このマニュアルでは，これらのマニュアルを「HiRDB Text Search Plug-in」と表記
しています。

■読書手順
このマニュアルは，利用目的に合わせて，章を選択してお読みいただけます。利用目的別に次
の流れに従ってお読みいただくことをお勧めします。
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■このマニュアルでの表記
このマニュアルでは，製品名称を次に示すように表記しています。
正式名称

略称

ActiveX(TM)

ActiveX

Groupmax Document Manager Version 6

Groupmax Document Manager

HiRDB/Single Server Version 6

HiRDB

HiRDB/Single Server Version 7
HiRDB/Single Server Version 8
HiRDB/Parallel Server Version 6
HiRDB/Parallel Server Version 7
HiRDB/Parallel Server Version 8
HiRDB Text Search Plug-in Version 2

HiRDB Text Search Plug-in

HiRDB Text Search Plug-in Version 7
HiRDB Text Search Plug-in Version 8
Java(TM)

Java

Sun Java(TM) Syst em Directory Server 5.2

Sun Java System Directory Server

Sun Java(TM) System Directory Server Enterprise
Edition 6.3
uCosminexus Application Server Enterprise
Version 7

uCosminexus Application Server または
Cosminexus

uCosminexus Application Server Standard Version
7
uCosminexus Application Server Enterprise
Version 8
uCosminexus Application Server Standard Version
8
uCosminexus Developer Professional Version 7
uCosminexus Developer Professional Version 8
uCosminexus DocumentBroker Developm ent Kit
Version 3

Docum ent Broker
Developm ent Kit

uCosminexus DocumentBroker Runtime Version 3

Docum ent Broker Runtime

uCosminexus DocumentBroker Server Version 3

Docum ent Broker Server また
は Docum ent Broker サーバ

uCosminexus DocumentBroker Text Search Index
Loader Version 3

Docum ent Broker Text Search Index Loader

uCosminexus Docum ent Broker Version 3 St andard
GUI

Docum ent Broker St andard GUI

uCosminexus DocumentBroker Version 3 オブジェ
クト操作ツール

オブジェクト操作ツール

DocumentBroker Rendering Option Version 3

Docum ent Broker Rendering Option
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正式名称

略称

DocumentBroker イメージ登録 for DocuCentre(R)

Docum ent Broker イメージ登録 for DocuCentre

活文 (R) PDFstaff(R) Runtim e

PDFstaff Runtime

活文 (R) PDFstaff(R) SDK

PDFstaff SDK

■このマニュアルで使用する英略語
このマニュアルで使用する主な英略語を次に示します。
英略語

説明

ACL

Access Control List

AIIM

Associat ion for Informat ion and Image Management International

API

Application Programming Interface

BOM

Byte Order Mark

CA

Certificate Authority

CGI

Com mon Gat eway Interface

CSV

Com ma Separat ed Value

DIT

Directory Information Tree

DLL

Dynamic Link Library

DMA

Document Management Alliance

DN

Distinguished Name

ECM

Enterprise Contents Management

GUI

Graphical User Interface

GUID

Globally Unique Identifier

HTTP

HyperText Transfer Protocol

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Security

ID

Ident ifier

J2EE

Java 2 Enterprise Edition

JDK

Java Development Kit

JSP

Java Server Pages

LDAP

Lightweight Directory Access Prot ocol

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

MMC

Microsoft Management Console

OIID

Object Inst ance Ident ifier

OS

Operating System

PC

Personal Computer

PDF

Portable Document Format

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

VII

はじめに

英略語

説明

SSL

Secure Socket Layer

TIFF

Tagged Image File Format

UCN

Universal Naming Convention

URI

Uniform Resource Identifier

URL

Uniform Resource Locator

UTF

UCS Transformation Format

WORM

Write Once Read Many

XML

Extensible Markup Language

■構文の説明で使用する記号
このマニュアルでは，次に示す記号を使用して構文を説明しています。
記号
〔

｜

〕

意味
この記号で囲まれている項目は省略してよいことを意味します。
（例）〔A〕
「何も指定しない」か「A を指定する」ことを示します。
横に並べられた複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示しま
す。
（例）
Ａ ｜ Ｂ ｜ Ｃ は，「Ａ，Ｂ または Ｃ」を意味します。

△

1 文字分の半角スペースを示します。

▲

タブコードを示します。

■図中で使用する記号の説明
このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。
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■ KB（キロバイト）などの単位表記について
1KB（キロバイト）
， 1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ
1,024 バイト，1,0242 バイト，1,024 3 バイト，1,0244 バイトです。
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DocumentBroker Standard
GUI の概要
この章では，DocumentBroker Standard GUI の特長，機能概
要，およびシステム構成について説明します。また，
DocumentBroker Standard GUI を利用するユーザの体系につ
いても説明します。

1.1 DocumentBroker Standard GUI とは
1.2 DocumentBroker Standard GUI の機能
1.3 DocumentBroker Standard GUI のシステム構成
1.4 DocumentBroker Standard GUI を利用するユーザの体系
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DocumentBroker Standard GUI の概要

1.1 DocumentBroker Standard GUI とは
DocumentBroker Standard GUI は，業種・業務に依存しない標準的な企業内文書管理
システムを提供する ECM パッケージ製品です。
DocumentBroker Standard GUI は，文書を審査・承認後に公開する仕組み，公開する
文書に電子署名や承認日時を付与する機能などを文書管理システムに取り込むことで，
コンプライアンスや情報セキュリティへの対応を実現します。
DocumentBroker Standard GUI を使用すると，次の図に示すような文書管理システム
が構築できます。
図 1-1 DocumentBroker Standard GUI を使用したシステムでの文書管理

説明
• DocumentBroker Standard GUI を使用したシステムでは，さまざまな形式の文
書を文書管理サーバ上の DocumentBroker で一元管理できます。
• 文書管理サーバ上の DocumentBroker には，Web ブラウザからインターネットや
イントラネットを経由してアクセスし，文書の作成，参照，更新，公開，削除な
どの操作ができます。
• DocumentBroker Standard GUI は，Web サービス上の Web サーバや，
DocumentBroker Development Kit および DocumentBroker Runtime の Java ク
ラスライブラリなどと連携して，DocumentBroker へのアクセスと Web ブラウザ
での操作を実現します。

DocumentBroker Standard GUI の特長を次に示します。
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（1） GUI の提供
DocumentBroker Standard GUI では，プログラミングレスでシステムが構築できるよ
うに，DocumentBroker の文書管理に対応した標準的な GUI を提供しています。
通常，DocumentBroker では，GUI を使用できるシステム環境を構築するために，
DocumentBroker のどの機能を GUI で操作するかを検討して，その機能を実現するユー
ザアプリケーションプログラムを Web サービスなどのサーバ上に開発する必要がありま
す。これに対し，DocumentBroker Standard GUI では，標準的な GUI を提供している
ので，ユーザアプリケーションプログラムを開発する必要がありません。
また，提供する GUI は，一覧表示項目の変更やユーザプロパティの追加などのカスタマ
イズもできます。

（2） 文書を公開する仕組み
作成した文書を審査・承認後に公開する仕組みを提供しています。審査・承認は，Web
ブラウザ上で処理できます。また，審査・承認の進ちょく状況を確認したり，審査・承
認者への依頼や申請者への結果報告（処理完了または却下）をメールで通知したりする
こともできます。

（3） 文書の改ざん防止
公開する文書に電子署名や承認日時（タイムスタンプ）を付与できます。これによって，
「だれが」，
「いつ」承認した文書であるかを証明し，文書の改ざんを防止します。また，
公開されている文書が原本であることを検証することもできます。

（4） 操作履歴の記録
フォルダや文書などに対するユーザの操作を履歴（監査証跡ログ）として記録できます。
これによって，情報漏えいなどにつながるような不正な操作が行われていないかを監視
できます。

（5） 高度なセキュリティ管理
ディレクトリサーバを使用してユーザ認証を管理できます。また，アクセス権は，文書
やフォルダごとに設定できます。参照する権限のない文書は，検索結果の一覧にも表示
されないので，関係者以外に存在を知られたくない文書も安心して管理できます。
さらに，DocumentBroker Standard GUI では，ActiveX コントロールを使用しない運
用が可能です。ActiveX コントロールを使用しないことで，より高度なセキュリティ管
理を実現します。
なお，データの送受信時のセキュリティを強化するために，DocumentBroker Standard
GUI は SSL に対応しています。SSL 対応の環境で使用する場合は，使用する Web サー
バで SSL の設定を行ってください。
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（6） 大量の文書を扱いやすく管理
次に示す機能を使って，大量の文書を扱いやすく管理できます。
• 階層管理機能
階層構造を持つフォルダに文書を格納するイメージで文書を管理できます。
• 版（バージョン）管理機能
文書を更新するときに，更新前の版（バージョン）の文書を履歴として残すことがで
きます。履歴として保存している版の文書は，文書更新後も参照できます。
• チェックアウト・チェックイン機能
文書を更新するときに，文書管理サーバから取り出した文書を，ほかのユーザによっ
て更新できないようにすることで，二重更新を防止できます。
• リファレンスファイル文書化機能
DocumentBroker Standard GUI に登録されている文書をストレージシステムである
Hitachi Content Archive Platform にアーカイブできます。

（7） 必要な文書を探し出す検索機能
大量の文書の中から必要な文書を探し出すために，次に示す検索機能が利用できます。
• 全文検索
文書中に含まれる文字列をキーワードとして検索できます。全文検索では，表記方法
が異なる文字列を同じ文字列と見なす「異表記展開検索」や，同義語も検索対象とす
る「同義語展開検索」も併用できます。
• プロパティ検索
文書のプロパティ（作成日やファイルサイズなど）を検索条件として検索できます。
• フォルダ指定検索
指定したフォルダに格納されている文書を検索できます。フォルダ指定検索では，指
定したフォルダの下位フォルダも含めて検索できます。
• 詳細検索
全文検索では，AND 条件，OR 条件，除外条件のそれぞれにキーワードを指定できま
す。プロパティ検索では，検索条件に指定するプロパティをユーザが選択できます。
また，プロパティを除外条件として指定したり，複数の同じプロパティを AND 条件
か OR 条件のどちらで検索するかを指定することもできます。
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1.2 DocumentBroker Standard GUI の機能
1.2.1 DocumentBroker Standard GUI の機能概要
DocumentBroker Standard GUI では，次の表に示す機能が使用できます。
表 1-1 DocumentBroker Standard GUI の機能一覧
機能
セキュリティ管
理

階層管理

フォルダの操作※

文書の操作

説明

ユーザ認証

ログイン時に，ユーザ ID とパスワードによってユーザ
認証が行えます。

アクセス制御

文書またはフォルダごとにアクセス権を設定して，
ユーザのアクセスを制御できます。

ActiveX コントロールの
非使用

ActiveX コントロールを使用しない運用ができます。

フォルダ階層の表示

フォルダの階層をツリー形式で表示できます。

フォルダの内容表示

フォルダに格納している文書を一覧で表示できます。

フォルダの作成

用途に応じて，次に示すフォルダを作成できます。
• 文書フォルダ
作成した文書を格納するフォルダです。
• 公開フォルダ
公開する文書を格納するフォルダです。
• ノードフォルダ
文書を格納しないフォルダです。階層の分類を整理
するために使用します。

プロパティの参照・更新

フォルダのプロパティを参照および更新できます。

アクセス権の参照・更新

フォルダのアクセス権を参照および更新できます。

フォルダの削除

下位に文書またはフォルダが格納されていないフォル
ダを削除できます。

フォルダの容量制限

フォルダの下位に登録する文書の容量を制限できます。
機能の詳細は，「1.2.2 フォルダの容量制限機能」を参
照してください。

文書の作成

文書を作成できます。なお，一つの文書には主ファイ
ルと関連ファイルの複数のファイルを登録できます。

ファイルのダウンロード

文書ファイルの実体をダウンロードして参照できます。

文書のコピー・移動

文書をコピーおよび移動できます。

プロパティの参照・更新

文書のプロパティを参照および更新できます。

アクセス権の参照・更新

文書のアクセス権を参照および更新できます。

文書のごみ箱への移動

文書をごみ箱に移動できます。ごみ箱に移動した文書
は，元の場所に戻したり，完全に削除したりできます。

文書の削除

文書をごみ箱に入れないで，直接削除できます。

公開文書の改訂

公開文書を改訂できます。
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機能

説明

公開文書の分岐

公開している文書を分岐させて，別の新しい文書とし
て公開できます。

文書種別マスタ

文書に設定するプロパティを，文書の種別ごとに，文
書種別マスタとして事前に定義できます。フォルダや
文書の作成時に文書種別マスタを選択することで，そ
れぞれのフォルダや文書に適したプロパティを設定で
きます。
機能の詳細は，「1.2.3 文書種別マスタ機能」を参照し
てください。

イメージ文書の登録

デジタル複合機でスキャンした紙の文書や受信した
FAX を，DocumentBroker Standard GUI のイメージ
文書として登録できます。
機能の詳細は，「1.2.4 イメージ文書の登録機能」を参
照してください。

文書リンク

文書と文書を関連付けて管理できます。例えば，次の
ような場合にこの機能を使用できます。
• 分岐後の文書を分岐前の文書と関連付けて管理した
い場合
• 別文書として登録しているテキストと図データを，
関連付けて管理したい場合
機能の詳細は，「1.2.5
ださい。
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文書リンク機能」を参照してく

文書番号採番

DocumentBroker Standard GUI に登録される文書に対
して，一意な番号を自動的に付与できます。文書番号
は，「文書の作成」，「文書の更新」，「チェックイン」お
よび「審査・承認文書の公開」のタイミングで採番で
きます。文書番号を採番しないこともできます。なお，
文書番号は，一つの形式につき 999,999 件まで採番で
きます。

文書のファイル形式変換

一般文書または公開文書を PDF 形式に変換できます。
機能の詳細は，「1.2.6 文書のファイル形式変換機能」
を参照してください。

文書のアーカイ
ブ

リファレンスファイル文
書化

DocumentBroker Standard GUI に登録されている文書
をストレージシステムである Hitachi Content Archive
Platform にアーカイブできます。
機能の詳細は，「1.2.7 リファレンスファイル文書化機
能」を参照してください。

版（バージョン）
管理

チェックアウト

文書を更新するために，文書ファイルの実体をダウン
ロードして，ほかのユーザによって文書を更新されな
いようにできます。

チェックイン

チェックアウトした文書を更新し，新しい版（バー
ジョン）の文書をフォルダに再登録できます。

チェックアウトの取り消
し

チェックアウトした文書のチェックアウトを取り消せ
ます。

更新履歴の参照

更新した文書の履歴を一覧で表示できます。一覧に表
示されている版（バージョン）の文書のプロパティを
表示したり，ファイルの実体をダウンロードして参照
したりすることもできます。
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機能

検索

審査・承認

説明

更新履歴の削除

文書の更新履歴を削除できます。

文書の更新履歴数の制限

一般文書の更新履歴数を設定できます。設定した更新
履歴数を超えた場合，チェックイン時に古い更新履歴
から自動的に削除されます。
機能の詳細は，「1.2.8 文書の更新履歴数の制限機能」
を参照してください。

全文検索

文書中に含まれる文字列をキーワードとして検索でき
ます。全文検索では，次に示す検索機能を併用できま
す。
• 異表記展開検索
「HITACHI」と「Hit achi」，「コンピュータ」と「コ
ンピューター」などのように，表記方法が異なる文
字列を同じ文字列と見なして全文検索ができます。
• 同義語展開検索
「PC」と「パソコン」などのように，同じ意味を示す
キーワードを関連付けた辞書を使用した全文検索が
できます。

プロパティ検索

文書のプロパティ（作成日やファイルサイズなど）を
検索条件として検索できます。

フォルダ指定検索

指定したフォルダに格納されている文書を検索できま
す。フォルダ指定検索では，指定したフォルダの下位
フォルダも含めて検索できます。

詳細検索

詳細検索として，次の検索ができます。
• 全文検索で，AND 条件，OR 条件，除外条件のそれ
ぞれにキーワードを指定できます。
• プロパティ検索で，検索条件に指定するプロパティ
をユーザが選択できます。また，プロパティを除外
条件として指定したり，複数の同じプロパティを
AND 条件か OR 条件のどちらで検索するかを指定す
ることもできます。

審査・承認の依頼

公開する文書の審査・承認を依頼できます。

審査・承認の実施

審査・承認を実施できます。審査・承認が完了すると，
文書が自動的に公開されます。

審査・承認の却下

審査・承認を却下できます。

任意の処理フローステー
タスの定義

審査・承認時の処理フローのステータスとして，
「確
認」や「チェック」などを任意に設定できます。

メールによる通知

申請者および審査・承認者に次のタイミングでメール
を送信できます。また，通知メール中の URL を選択し
て受信トレイを開けます。
• 審査・承認依頼時
審査・承認を依頼したことを通知します。
• 審査・承認完了時
審査・承認が完了したことを通知します。
• 審査・承認却下時
審査・承認を却下したことを通知します。

電子署名機能およびタイ
ムスタンプ機能

審査・承認が完了した公開文書に対して，電子署名お
よびタイムスタンプを付与できます。
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機能

カスタマイズ

運用

ユティリティ

説明

審査・承認文書の公開

審査・承認が完了した文書を公開できます。また，公
開文書を PDF 変換して公開できます。

PDF 形式での審査・承
認

審査・承認時に PDF 形式の文書ファイルを参照できま
す。

画面の文書検索領域およ
び文書詳細検索領域に表
示する項目の変更

DocumentBroker Standard GUI の画面の文書検索領域
および文書詳細検索領域に表示する項目を変更できま
す。

文書に対するユーザプロ
パティの追加

文書のプロパティにユーザプロパティを追加して，任
意の情報を登録できます。

画面の一覧領域に表示す
る項目の変更

［文書一覧］画面や［検索結果］画面などの一覧領域に
表示する項目を変更できます。

審査・承認時に送信する
メール本文の変更

審査・承認時に送信するメールの本文を変更できます。

画面の表示言語の選択

画面の表示言語に英語を選択できます。

トレース情報の取得

CGI トレース情報とエラートレース情報を取得できま
す。

監査証跡ログの取得およ
び参照

フォルダや文書などに対するユーザの操作を監査証跡
ログとして取得し，画面上で参照できます。また，操
作日時，操作内容などの検索条件を指定して，取得し
た監査証跡ログを検索できます。

ユティリティコマンド

次に示す操作をユティリティコマンドで実行できます。
• 電子署名の一括検証
• 監査証跡ログの一括出力
• 監査証跡ログの一括削除
• 監査証跡ログのフォーマット成形
• 文書の登録
• フォルダ構成の作成
• リファレンスファイル文書化
• 文書の一括チェックアウトキャンセル
• 文書の一括削除

データベース容量見積も
り支援ツール

データベース容量の見積もりを支援します。

注※
文書フォルダは 10 階層まで作成できます。公開フォルダおよびノードフォルダは 9
階層まで作成できます。

1.2.2 フォルダの容量制限機能
最上位の階層にあるフォルダに対して，使用できる容量の上限を設定できます。

（1） 運用イメージ
フォルダに対して容量の上限を設定すると，ユーザは上限の容量までしかファイルを登
録できません。また，フォルダの使用済み容量が表示されるようになります。
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フォルダの使用済み容量を参照してフォルダごとの使用状況を確認することで，ファイ
ルが登録され過ぎてデータベースの容量が圧迫されたり，特定のユーザにだけ偏って
フォルダが使用されたりすることを防げます。
例えば，フォルダ管理者が定期的にフォルダの使用済み容量を確認する運用にすれば，
データベース容量の管理にも役立ちます。
図 1-2 フォルダの容量制限機能の運用イメージ

（2） 容量制限の対象文書
最上位の階層にある文書フォルダまたはノードフォルダに，フォルダの下位に登録可能
なファイルの容量を設定して，容量を制限します。
容量制限を設定した文書フォルダまたはノードフォルダの下位に登録された一般文書お
よび一般文書の更新履歴が容量制限の対象になります。ただし，PDF 形式に変換された
文書の PDF ファイルは対象になりません。

（3） 環境設定
フォルダの容量制限機能を使用する場合，次に示す見積もりおよび環境設定が必要です。
● RD エリア容量の見積もり
詳細は，
「2.2.2(4)

フォルダの容量制限機能を使用する場合のユーザ用 RD エリアの

容量の見積もり」を参照してください。
● 環境設定
詳細は，
「2.4.2(8)

フォルダの容量制限機能を使用する場合の設定」を参照してくだ

9

1.

DocumentBroker Standard GUI の概要

さい。
● 配置ディスクリプタ（web.xml）の app.CapacityLimitationUse パラメタの設定
詳細は，
「2.5.1(2)

アプリケーションに関する情報の設定」を参照してください。

（4） 容量制限の設定方法
最上位の階層にある文書フォルダおよびノードフォルダに対して容量制限を設定します。
フォルダに対して設定する項目を次に示します。
• 容量制限の使用可否
• 登録可能な容量
GUI 画面でのフォルダ作成時，フォルダのプロパティ更新時，またはフォルダ構成作成
コマンド実行時に設定します。
GUI 画面での容量制限の設定方法については，マニュアル「DocumentBroker Version 3
Standard GUI

操作ガイド」を参照してください。

フォルダ構成作成コマンドでの容量制限の設定方法については，
「 6.2 ユティリティコ
マンドの文法」の「ecmRegisterFolders.bat （フォルダ構成作成）
」を参照してくださ
い。

1.2.3 文書種別マスタ機能
文書種別マスタ機能とは，文書の種別ごとに，文書に設定するプロパティを定義する機
能のことです。フォルダや文書の作成時に，文書種別マスタを選択することで，それぞ
れのフォルダや文書に適したプロパティを設定できます。フォルダや文書の内容に合わ
せたプロパティを設定することで，文書内容の把握が容易になります。また，検索性能
の向上，文書内容に合わせた分類ができます。
文書種別マスタ機能を使用する場合は，事前に，文書種別，および属性値マスタを定義
する必要があります。文書種別および属性値マスタを作成する場合に使用する種別用プ
ロパティ定義ファイルについては，
「 4.6 文書種別マスタの定義」を参照してください。
文書種別マスタ運用のイメージを次の図に示します。
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図 1-3 文書種別マスタ運用のイメージ

1.2.4 イメージ文書の登録機能
デジタル複合機でスキャンした紙の文書や受信した FAX を，DocumentBroker
Standard GUI のイメージ文書として登録できます。
イメージ文書登録サーバを使用した運用のイメージを次の図に示します。
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図 1-4 イメージ文書登録サーバを使用した運用のイメージ

1.2.5 文書リンク機能
文書リンク機能とは，一つの文書から関連する複数の文書にリンクを設定できる機能で
す。関連する文書間にリンクを設定することにより，リンクをたどって簡単に関連する
文書を参照できます。なお，主ファイルと関連ファイル，および関連ファイルと関連
ファイルのリンクは設定できません。
文書リンクを使用するには，配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定が必要になります。
配置ディスクリプタの設定方法の詳細は，
「 2.5.1 配置ディスクリプタ（web.xml）の設
定」を参照してください。
文書リンク運用のイメージを次の図に示します。
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図 1-5 文書リンク運用のイメージ

1.2.6 文書のファイル形式変換機能
一般文書または公開文書を PDF 形式に変換する機能のことを文書のファイル形式変換機
能といいます。

（1） ファイル形式変換の対象文書
文書のファイル形式変換機能の前提プログラムである DocumentBroker Rendering
Option をシステム管理者が実行したとき，PDF 形式に変換されます。ファイル形式変換
の対象文書を次に示します。
• 一般文書
• 審査・承認依頼時，または審査・承認完了時の公開文書

（2） 変換できる形式
PDF 形式に変換できる文書の形式を次に示します。
● Word 文書
● Excel 文書
● PowerPoint 文書
● テキスト文書
● Visio 文書

など
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（3） 前提プログラム
文書レンダリングサーバが必要です。文書レンダリングサーバとは，文書ファイルの実
体を PDF 形式に変換するサーバのことです。
文書レンダリングサーバに必要なプログラムの詳細は，
「 1.3.2(6)

文書レンダリング

サーバ」を参照してください。

（4） 前提プログラムでの設定
文書を PDF 形式に変換する場合は，次の前提プログラムでの設定が必要です。
● DocumentBroker Development Kit または DocumentBroker Runtime での設定
DocumentBroker Development Kit または DocumentBroker Runtime が提供するレ
ンディション定義ファイルに，変換対象とする文書の拡張子およびレンディションタ
イプを設定します。
レンディション定義ファイルの詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3 ク
ラスライブラリ Java

解説」を参照してください。

● DocumentBroker Rendering Option での設定
DocumentBroker Rendering Option が提供するレンディション変換プラグイン設定
ファイルの変換元レンディションタイプに，変換対象とする文書のレンディションタ
イプを設定します。DocumentBroker Rendering Option での設定の詳細は，マニュア
ル「DocumentBroker Rendering Option Version 3」または「DocumentBroker
Rendering Option Version 3（活文 PDFstaff 編）
」を参照してください。

（5） 環境設定
ファイル形式変換機能を使用する場合，配置ディスクリプタ（web.xml ）のパラメタの
設定が必要です。
一般文書を PDF 形式に変換する場合
次に示すパラメタを設定します。
• app.RenderingUse
• app.RenderingExtList
• app.RenderingType
公開文書を PDF 形式に変換する場合
次に示すパラメタを設定します。
• approve.RenderingUse
• approve.RenderingExtList
• approve.RenderingType
• approve.RenderingTiming
配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定の詳細は，「2.5.1(2)
情報の設定」を参照してください。
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1.2.7 リファレンスファイル文書化機能
DocumentBroker Standard GUI では，ストレージシステムである Hitachi Content
Archive Platform に文書をアーカイブできます。Hitachi Content Archive Platform は
データの改ざんを防止する機能を持つため，文書を長期間保存する必要がある場合など
は，アーカイブしておくことで文書を安全に保管できます。
文書をアーカイブするために，DocumentBroker Standard GUI に登録されている文書
の形式を変更することをリファレンスファイル文書化といいます。
また，リファレンスファイル文書とは，文書を「文書の実体（コンテント）
」と「文書の
格納先の情報（コンテントロケーション）
」に分けて管理する文書のことです。そのう
ち，文書の実体だけが Hitachi Content Archive Platform にアーカイブされます。

（1） 運用の流れ
文書のアーカイブはシステム管理者が実施します。文書のアーカイブの流れを次に示し
ます。
図 1-6 文書のアーカイブ（運用の流れ）

1. GUI 画面で，アーカイブする文書が登録されているフォルダを指定して，リファレン
スファイル文書化指示を実行します。
文書をリファレンスファイル文書の形式にするためのジョブが作成されます。
GUI 画面でのリファレンスファイル文書化指示の操作については，マニュアル
「DocumentBroker Version 3 Standard GUI 操作ガイド」を参照してください。
2. リファレンスファイル文書化コマンドを実行します。
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コマンドを実行すると，GUI 画面で作成したジョブに基づき，文書がリファレンス
ファイル文書の形式になります。リファレンスファイル文書化コマンドの詳細は，
「6.2 ユティリティコマンドの文法」の「ecmRFileMove.vbs（リファレンスファイ
ル文書化）
」を参照してください。

（2） 前提デバイス
前提デバイスは Hitachi Content Archive Platform です。

（3） 環境設定
文書をアーカイブするには，リファレンスファイル文書化機能を使用するための環境設
定が必要です。環境設定の詳細は，
「 2.4.2(7) リファレンスファイル文書化機能を使用
する場合の設定」を参照してください。
また，次に示す配置ディスクリプタ（web.xml ）のパラメタの設定が必要です。
● app.ReferenceFileUse
● app.ReferenceContentBasePath
● app.ReferenceContentPath
配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定の詳細は，「2.5.1(2)

アプリケーションに関する

情報の設定」を参照してください。

（4） リファレンスファイル文書化を実行した文書の操作
リファレンスファイル文書化を実行した文書は，アーカイブされているかどうかを意識
することなく，DocumentBroker Standard GUI で参照したり，ダウンロードしたりで
きますが，次の操作ができなくなります。
• 文書の削除
• 文書の更新履歴の削除
• 文書の更新
• 公開文書の改訂
ただし，文書の削除，および文書の更新履歴の削除ができるかどうかは Hitachi Content
Archive Platform の設定に依存します。そのため，設定によっては削除できます。
また，文書を更新する場合は，文書ファイルをダウンロードしたあと，別の文書として
登録し直してください。

1.2.8 文書の更新履歴数の制限機能
文書の更新履歴数の制限機能とは，文書の更新履歴の数に上限を設定することで，文書
のチェックイン時に履歴数が上限を超えると，いちばん古い履歴を削除する機能です。
この機能を使用すると，ユーザが削除しなくても古い履歴が自動的に削除されるため，
データベースのディスク領域の容量を管理できます。

16

1. DocumentBroker Standard GUI の概要

文書の更新履歴数の制限機能を使用しない場合はすべての履歴が保存されます。

（1） 運用イメージ
文書の更新履歴数の制限を使用した運用のイメージを次の図に示します。
文書の更新履歴数の制限機能を使用し，履歴数を 3 に制限した場合，ユーザが第 4 版の
文書をチェックインしたタイミングで，いちばん古い履歴が削除されます。
図 1-7 文書の更新履歴数の制限機能運用のイメージ（履歴数を 3 に制限した場合）

（2） 更新履歴数の制限の対象文書
更新履歴数の制限の対象になるのは一般文書です。

（3） 環境設定
文書の更新履歴数の制限機能を使用する場合，次に示す配置ディスクリプタ（web.xml ）
のパラメタの設定が必要です。
● app.EcmAdminID
● app.EcmAdminPassword
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● app.DocHistoryNum
配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定の詳細は，「2.5.1(2)

アプリケーションに関する

情報の設定」を参照してください。

1.2.9 ActiveX コントロールの非使用
ActiveX コントロールを使用するかどうかを配置ディスクリプタ（web.xml）の
app.ActiveXUse パラメタで指定します。配置ディスクリプタ（web.xml）の詳細につい
ては，
「 2.5.1(2)

アプリケーションに関する情報の設定」を参照してください。

ActiveX コントロールを使用しないことで，より高度のセキュリティ管理を実現できま
す。ただし，ActiveX コントロールを使用しない場合，次の機能は利用できません。
● ドラッグ & ドロップによる文書の登録
● チェックアウト文書の保存先パスの保存
ActiveX コントロールを使用しない場合でも，電子署名機能を使用するときは，最後の
承認処理を行うマシンだけは，ActiveX コントロールを使用できる環境にしておいてく
ださい。なお，電子署名機能を使用するかどうかは，配置ディスクリプタ（web.xml ）
の approve.SignatureType パラメタで指定します。
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1.3 DocumentBroker Standard GUI のシステム
構成
この節では，DocumentBroker Standard GUI を使用する場合のシステム構成について
説明します。

1.3.1 DocumentBroker Standard GUI のシステム構成例
DocumentBroker Standard GUI の推奨するシステムの構成例を次の図に示します。

19

1.

DocumentBroker Standard GUI の概要

図 1-8 DocumentBroker Standard GUI のシステム構成例（推奨）
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なお，Web サービスについては，複数のサービスを起動し，負荷分散機による負荷分散
処理も行えます。

（1） Web サービス
DocumentBroker Standard GUI を使用した文書管理サービスを，クライアントに対し
て提供するサーバです。

（2） 文書管理サーバ
文書の管理機能を提供するサーバです。

（3） データベースサーバ
文書管理サーバによって管理される文書ファイルの実体とプロパティの格納，検索など
の処理をするサーバです。

（4） ディレクトリサーバ
ユーザ情報，組織情報，およびグループ情報を管理するサーバです。

（5） 全文検索テキストインデクス登録サーバ
文書から全文検索用のテキストデータを抽出し，データベースに対してテキストインデ
クス情報を登録するためのサーバです。

（6） 文書レンダリングサーバ
文書ファイルの実体を PDF 形式に変換するサーバです。

（7） イメージ文書登録サーバ
デジタル複合機でスキャンした紙の文書や受信した FAX を，DocumentBroker
Standard GUI のイメージ文書として登録するサーバです。

（8） クライアント
DocumentBroker Standard GUI を利用するためのクライアントです。

（9） タイムスタンプ局
電子署名を実行した日時を保証するサービスを提供する会社です。

1.3.2 DocumentBroker Standard GUI の前提プログラム
ここでは，DocumentBroker Standard GUI の前提プログラムについて説明します。

（1） Web サービス
Web サービスの前提プログラムを次に示します。
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• DocumentBroker Development Kit 03-00 ※ 1 ※ 2 以降，または DocumentBroker
Runtime 03-00 ※ 1 ※ 2 以降
• uCosminexus DocumentBroker Development Kit 03-60 以降，または uCosminexus
DocumentBroker Runtime 03-60 以降
• uCosminexus Application Server Standard 07-00 以降，uCosminexus Application
Server Enterprise 07-00 以降，または uCosminexus Developer Professional 07-00 以
降
• uCosminexus Application Server Standard 08-00 以降，uCosminexus Application
Server Enterprise 08-00 以降，または uCosminexus Developer Professional 08-00 以
降
• Web サーバ
Internet Information Services 6.0 または Hitachi Web Server
注※ 1
リファレンスファイル文書化機能を使用する場合は，DocumentBroker
Development Kit 03-11 以降，または DocumentBroker Runtime 03-11 以降をご利
用ください。
注※ 2
文字コード種別に UTF-8 を使用する場合は，DocumentBroker Development Kit
03-12 以降，または DocumentBroker Runtime 03-12 以降をご利用ください。
電子署名機能およびタイムスタンプ機能を使用するときは，次に示すプログラムも必要
になります。
• ProofboxLibrary 履歴管理サーバ 01-30

（2） 文書管理サーバ
文書管理サーバの前提プログラムを次に示します。
• DocumentBroker Server Version 3 03-00 ※ 1 ※ 2 以降
• uCosminexus DocumentBroker Server Version 3 03-60 ※ 3 以降
注※ 1
ディレクトリサービスに対して認証を行ってバインドする場合は，
DocumentBroker Server 03-10 以降をご利用ください。
注※ 2
ディレクトリサーバの前提プログラムに Sun Java System Directory Server
Enterprise Edition 6.3 以降を使用する場合は，uCosminexus DocumentBroker
Server 03-60 以降をご利用ください。
注※ 3
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ユーザ情報・グループ（組織）情報の一括変更を行う場合は，uCosminexus
DocumentBroker Server 03-67 以降をご利用ください。

（3） データベースサーバ
データベースサーバの前提プログラムは，DocumentBroker Server の前提プログラムに
従います。詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3

システム導入・運用ガイ

ド」を参照してください。

（4） ディレクトリサーバ
ディレクトリサーバの前提プログラムを次に示します。
• ディレクトリサービス
Active Directory，または Sun Java System Directory Server 5.2 以降，および Sun
Java System Directory Server Enterprise Edition 6.3 以降

（5） 全文検索テキストインデクス登録サーバ
全文検索テキストインデクス登録サーバの前提プログラムを次に示します。
• DocumentBroker Text Search Index Loader Version 2 02-20 以降※
• DocumentBroker Text Search Index Loader Version 3 03-10 以降※
• uCosminexus DocumentBroker Text Search Index Loader Version 3 03-60 以降
注※
文字コード種別に UTF-8 を使用する場合は，DocumentBroker Text Search Index
Loader 03-12 以降，または uCosminexus DocumentBroker Text Search Index
Loader 03-60 以降をご利用ください。
DocumentBroker Text Search Index Loader は，文書から全文検索用のテキストデータ
を自動抽出するときに必要になります。

（6） 文書レンダリングサーバ
文書レンダリングサーバの前提プログラムを次に示します。
• DocumentBroker Rendering Option 01-50 以降※
• DocumentBroker Rendering Option Version 3 03-00 以降※
注※
文字コード種別に UTF-8 を使用する場合は，DocumentBroker Rendering Option
03-12 以降をご利用ください。
DocumentBroker Rendering Option は，文書ファイルの実体を PDF 形式に変換すると
きに必要になります。
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（7） イメージ文書登録サーバ
イメージ文書登録サーバの前提プログラムを次に示します。ご使用のデジタル複合機に
対応したプログラムを使用してください。
• DocumentBroker イメージ登録 for DocuCentre 01-20 以降
• DocumentBroker イメージ登録 for iR 01-10 以降
• DocumentBroker イメージ登録 for imagio and IPSiO 01-10 以降
• DocumentBroker イメージ登録 for Konica 01-10 以降

（8） クライアント
クライアントの前提プログラムを次に示します。
• Internet Explorer 6（Service Pack 1/Service Pack 2/Service Pack 3）
• Internet Explorer 7（無印）
• Internet Explorer 8（無印）
• Internet Explorer 9 (32bit)（無印）
電子署名機能およびタイムスタンプ機能を使用するときは，次に示すプログラムも必要
になります。
ProofboxLibrary クライアント 01-30

1.3.3 Web サービスとクライアントの前提 OS
ここでは，Web サービスとクライアントの前提 OS について説明します。

（1） Web サービスの前提 OS
Web サービスの前提 OS を次に示します。
• Windows Server 2003（Service Pack 2）
• Windows Server 2003 R2 x86（Service Pack 2）※ 1
• Windows Server 2003 R2 x64（Service Pack 2）※ 1 ※ 2
• Windows Server 2008 x86（Service Pack 1/Service Pack 2）※ 1
• Windows Server 2008 R2（無印 /Service Pack 1）※ 1 ※ 2
• Windows XP Professional（Service Pack 2）
注※ 1
Windows Server 2003 R2 x64，または Windows Server 2008 の場合，電子署名機能
とタイムスタンプ機能は使用できません。
注※ 2
OS が 64bit の場合でも，本製品は 32bit アプリケーションとして動作します。
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（2） クライアントの前提 OS
クライアントの前提 OS を次に示します。
• Windows 2000（Service Pack 4）
• Windows XP（Service Pack 2/Service Pack 3）
• Windows Vista x86（Service Pack 2）※ 1
• Windows 7 x86（無印 /Service Pack 1）
• Windows 7 x64（無印 /Service Pack 1）※ 2
注※ 1
クライアントのブラウザの OS が Windows Vista，または Windows 7 の場合，電子
署名機能およびタイムスタンプ機能は使用できません。
注※ 2
OS が 64bit の場合でも，32bit アプリケーションとして動作します。
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1.4 DocumentBroker Standard GUI を利用する
ユーザの体系
DocumentBroker Standard GUI では，文書管理システムを利用するユーザの種別に合
わせて，ユーザの体系を定めています。それぞれのユーザには，種別に応じた権限を付
与しています。ユーザの体系を次の図に示します。
図 1-9 DocumentBroker Standard GUI を利用するユーザの体系

ユーザの種別は，LDAP 対応のディレクトリサービスの環境設定で定義します。詳細は，
「2.4.1 LDAP 対応のディレクトリサービスの設定」を参照してください。
なお，ディレクトリサービスにユーザの種別を定義しないで，DocumentBroker Server
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に設定したアクセス権だけを使用することもできます。ディレクトリサービスにユーザ
の種別を定義するかどうかは，配置ディスクリプタ（web.xml ）の app.Permission パラ
メタで変更できます。配置ディスクリプタの詳細は，
「 2.5.1 配置ディスクリプタ
（web.xml）の設定」を参照してください。
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環境設定
この章では，DocumentBroker Standard GUI を使用するため
に必要な環境設定の方法について説明します。

2.1 環境設定の手順
2.2 環境設定の準備
2.3 DocumentBroker Standard GUI のインストールとアンインストール
2.4 前提プログラムの環境設定
2.5 DocumentBroker Standard GUI の環境設定
2.6 バージョンアップする場合の環境設定の手順
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2.1 環境設定の手順
DocumentBroker Standard GUI を使用したシステムの環境設定の手順を次の図に示し
ます。
なお，DocumentBroker Standard GUI をバージョンアップする場合の環境設定の手順
については，
「 2.6 バージョンアップする場合の環境設定の手順」を参照してください。
図 2-1 DocumentBroker Standard GUI を使用したシステムの環境設定の手順

DocumetBroker Standard GUI では，画面の表示言語として英語を選択できます。英語
画面を利用する場合の環境設定の手順は，日本語画面を利用する場合と同じです。ただ
し，配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定，および WAR ファイルの作成とデプロイ
は，日本語画面用とは別に英語画面用の設定が必要となります。詳細は，
「 2.5
DocumentBroker Standard GUI の環境設定」を参照してください。

30

2.

環境設定

2.2 環境設定の準備
この節では，環境設定をする前に必要な準備について説明します。

2.2.1 メモリ所要量の見積もり
（1） DocumentBroker Standard GUI のメモリ所要量
DocumentBroker Standard GUI のメモリ所要量は，次に示す計算式で算出してくださ
い。
● メモリ所要量の計算式（単位：メガバイト）
5＋(0.3×同時ログインユーザ数)
このメモリ所要量以外に，文書の検索やファイルのダウンロードを実行するときに使用
するメモリ所要量も考慮してください。文書検索時のメモリ所要量の計算式とファイル
ダウンロード時のメモリ所要量を次に示します。
● 文書検索時のメモリ所要量の計算式（単位：キロバイト）
1×最大表示文書件数
● ファイルダウンロード時のメモリ所要量
ダウンロードするファイルと同等のメモリサイズ

！

注意事 項
メモリが不足すると，動作が不安定になり Web サービスが異常終了することがありますの
で必要量を確保してください。

（2） 文書登録コマンドのメモリ所要量
文書登録コマンドを使用する場合のメモリ所要量は，次に示す計算式で算出してくださ
い。なお，下記で計算したメモリ所要量が 512 メガバイトを超えると，異常終了する場
合があります。
5.5 （MB）＋ A ＋ B ＋ C ＋ D
表 2-1 文書登録コマンドのメモリ所要量の計算式の意味
意味
A

登録情報ファイル読み出し用メモリ所要量

計算式（単位：キロバイト）
（コマンド指定登録情報ファイルのサイズ× 2.5
※1

）＋（登録情報ファイル中のレコード数×
3.0）
B

フォルダ情報展開用メモリ所要量

（フォルダ名称の平均バイト数＋ 4.0）×登録済
みのフォルダ数※ 2
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意味

計算式（単位：キロバイト）

C

文書種別情報展開用メモリ所要量

（文書種別名称の平均バイト数＋ 30.0）×登録
済みの文書種別数

D

文書種別マスタ展開用メモリ所要量

（文書種別マスタ表示値の平均バイト数＋ 3.0）
×登録済みの文書種別マスタ数

注※ 1

2.5 倍の意味です。

注※ 2

登録済みのフォルダ数の取得方法については，「（5）登録済みのフォルダ数の取得」を参照

してください。

● 登録文書 1 件あたりのメモリ所要量（単位：キロバイト）
1 文書あたりの登録ファイルサイズの合計＋ 500

（3） フォルダ構成作成コマンドのメモリ所要量
フォルダ構成作成コマンドを使用する場合のメモリ所要量は，次に示す計算式で算出し
てください。なお，下記で計算したメモリ所要量が 512 メガバイトを超えると，異常終
了する場合があります。
5.5 （MB）＋ A ＋ B ＋ C
表 2-2 フォルダ構成作成コマンドのメモリ所要量の計算式
意味
A

登録情報ファイル読み出し用メモリ所要量

計算式（単位：キロバイト）
（コマンド指定登録情報ファイルのサイズ× 2.5
※ 1）＋（登録情報ファイル中のレコード数×

3.0）
B

フォルダ情報展開用メモリ所要量

（フォルダ名称の平均バイト数＋ 4.0）×登録済
みのフォルダ数※ 2

C

文書種別情報展開用メモリ所要量

注※ 1
※2

（文書種別名称の平均バイト数＋ 30.0）×登録
済みの文書種別数

2.5 倍の意味です。
登録済みのフォルダ数の取得方法については，「（5）登録済みのフォルダ数の取得」を参照し

てください。

● 作成フォルダ 1 件あたりのメモリ所要量（単位：キロバイト）
500

（4） 文書削除コマンドのメモリ所要量
文書削除コマンドを使用する場合のメモリ所要量は，次に示す計算式で算出してくださ
い。なお，下記で計算したメモリ所要量が 512 メガバイトを超えると，異常終了する場
合があります。
5.5 （MB）＋ A ＋ B ＋ C
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表 2-3 文書削除コマンドのメモリ所要量の計算式
意味

計算式（単位：キロバイト）

A

フォルダパスファイル読み出し用メモリ所要量

B

フォルダ情報展開用メモリ所要量

0.5 ×登録済みのフォルダ数※ 2

C

ヒットした文書の情報を保持するのに必要なメ
モリ所要量

3.2 ×ヒットした文書数

（コマンド指定フォルダパスファイルのサイズ
× 2.5 ※ 1）＋（フォルダパスファイル中のレ
コード数× 3.0）

注※ 1

2.5 倍の意味です。

注※ 2

登録済みのフォルダ数の取得方法については，「（5）登録済みのフォルダ数の取得」を参照

してください。

（5） 登録済みのフォルダ数の取得
システムに登録されているフォルダ数は，次のサンプルファイルを利用して計算できま
す。
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥sample¥FolderCount¥FolderCount.bat
このサンプルファイルを実行すると，すべてのフォルダ名が 1 行 1 フォルダの形式で次
のファイルパスに出力されます。出力された行数をカウントすることで，システム内に
登録されているフォルダ数を把握できます。
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ
}¥tools¥out¥FolderCount.txt
なお，FolderCount.bat を使用する場合は，DocumentBroker のオブジェクト操作ツー
ルが使用できる環境を，事前に準備しておいてください。

2.2.2 データベース容量の見積もり
HiRDB でデータベースシステムを構築するために必要なデータベース容量として，次の
容量を確保してください。
データベース容量 = RD エリアの容量 ＋ システムファイルの容量
RD エリアは，HiRDB が管理する表およびインデクスを格納する論理的なエリアのこと
です。DocumentBroker Standard GUI で使用する RD エリアを次の表に示します。
表 2-4 DocumentBroker Standard GUI で使用する RD エリア
分類
システム用 RD エリ
ア

RD エリアの種類
マスタディレクトリ用 RD エリア

説明
データベースシステムの情報を格納しま
す。
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RD エリアの種類

分類

説明

データディレクトリ用 RD エリア
データディクショナリ用 RD エリア
システム LOB 用 RD
エリア

データディクショナリ LOB 用 RD
エリア

レジストリ用 RD エ
リア

レジストリ用 RD エリア

HiRDB Text Search Plug-in を利用した
全文検索機能を使用する場合に，
HiRDB Text Search Plug-in のレジスト
リ情報を格納します。

レジストリ LOB 用 RD エリア
ユーザ用 RD エリア

ユーザ LOB 用 RD エ
リア

ユーザ表用 RD エリア

次の情報を格納します。
• クラス※ に対応する表
• DocumentBroker Standard GUI のメ
タ情報

ユーザインデクス用 RD エリア

次の情報を格納します。
• クラス※ に対応する表のインデクス
• DocumentBroker Standard GUI のメ
タ情報のインデクス

コンテント格納用 RD エリア

文書ファイルの実体を格納します。

SGMLTEXT データ格納用 RD エリ
ア

HiRDB Text Search Plug-in を利用した
全文検索機能を使用する場合に，コンテ
ントのテキストデータ，テキストデータ
のインデクスを格納します。

n-gram インデクス情報格納用 RD
エリア
注※
Docum ent Broker St andard GUI でフォルダや文書などのプロパティを格納する表を作成する
ためのひな形です。

このマニュアルでは，ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり方法について説明します。
ユーザ用 RD エリアの容量は，次の図に示す手順で見積もります。
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図 2-2 ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり手順

なお，ユーザ用 RD エリア以外の容量の見積もり方法は，次に示すマニュアルを参照し
てください。
表 2-5 ユーザ用 RD エリア以外の容量を見積もる場合の参照マニュアル
見積もり対象
システム用 RD エリアの容量

参照マニュアル
HiRDB

システム導入・設計ガイド

システム LOB 用 RD エリアの容量
システムファイルの容量
レジストリ用 RD エリアの容量

HiRDB Text Search Plug-in

ユーザ LOB 用 RD エリアの容量

DocumentBroker Version 3

システム導入・運用ガイド

（1） データベース容量見積もり支援ツールの実行
ユーザ用 RD エリアの容量を見積もるために必要な情報を，データベース容量見積もり
支援ツールに入力して，次に示すファイルを出力します。
• 文書クラス定義ファイル（EDMCDefDocSpace.csv）
• 文書空間情報ファイル（EDMdocinfo.txt）

！

注意事 項
• データベース容量見積もり支援ツールを使用するときは，前提プログラムとして Excel
2000 または Excel 2003 が必要になります。
• データベース容量見積もり支援ツールは Excel のマクロとして動作するため，マクロが実
行できるように Excel のマクロ設定を行ってください。

データベース容量見積もり支援ツールの操作方法を次に示します。
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1. {DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ } ¥tools¥ecmDefSupport.xls
をダブルクリックします。
データベース容量見積もり支援ツールの画面が表示されます。

2. DocumentBroker Standard GUI を構築する環境の規模を選択します。
利用環境に対する質問の設定値に，選択した規模に応じた値が設定されます。
規模を選択しないで，利用環境に対する質問の設定値に直接値を入力する場合，この
操作は必要ありません。
3. 利用環境に対する質問の設定値に値を入力します。
各設定値に入力できる値については，表 2-3 を参照してください。
2 の操作で設定された値のままで見積もる場合，この操作は必要ありません。
4. ［EDMCDefDocSpace コマンドの入力ファイルを出力する］ボタンをクリックします。
［名前を付けて保存］ダイアログが表示されます。
5. 文書クラス定義ファイルの保存先とファイル名に EDMCDefDocSpace.csv を指定し
て，
［保存］ボタンをクリックします。
再度，
［名前を付けて保存］ダイアログが表示されます。
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6. 文書空間情報ファイルの保存先とファイル名に EDMdocinfo.txt を指定して，［保存］
ボタンをクリックします。
文書クラス定義ファイルと文書空間情報ファイルが出力されます。

次のカスタマイズを行う場合，出力した「文書空間情報ファイル」の内容を書き換えて
ください。
• 文書のコンテントのログ取得モードを変更する場合
マニュアル「DocumentBroker Version 3 システム導入・運用ガイド」で文書空間情
報ファイルの記述形式「LogModeType エントリ」の説明を参照して値を設定してく
ださい。
• テーブルを定義する RD エリアを変更する場合
マニュアル「DocumentBroker Version 3 システム導入・運用ガイド」で文書空間情
報ファイルの記述形式「RDAreaName セクション」の説明を参照して値を設定して
ください。
• 文字コード種別が UTF-8 の場合
マニュアル「DocumentBroker Version 3 システム導入・運用ガイド」で文書空間情
報ファイルの記述形式「DocSpaceCharacterSet エントリ」の説明を参照して値を設
定してください。
なお，MultiDocTblName は DocumentBroker Standard GUI で使用しないため，値を
設定する必要はありません。
データベース容量見積もり支援ツールで出力する文書空間情報ファイル
（EDMdocinfo.txt）では，SgmlTblName エントリは必ず出力されます。ただし，
uCosminexus DocumentBroker Server Version 3 03-60 以降を使用する場合，
SgmlTblName エントリの指定は無視されます。
データベース容量見積もり支援ツールの利用環境に対する質問の設定値として入力でき
る値を次の表に示します。
表 2-6 利用環境に対する質問の設定値として入力できる値
利用環境に対する質問

説明

登録する文書の最大数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

1 文書あたりの平均履歴数

1 〜 1000 の値が入力できます。

1 文書あたりの平均サイズ

1 〜 100000 の値が入力できます（単位：キロバイト）。

1 文書あたりに付与するアクセス権限対
象の平均数

1 〜 64 の値が入力できます。

ルートフォルダの数

1 〜 1000 の値が入力できます。

フォルダの平均階層数

1 〜 10 の値が入力できます。
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利用環境に対する質問

説明

1 フォルダあたりに作成する平均サブ
フォルダ数

1 〜 1000 の値が入力できます。

登録する案件ルートの最大数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

案件ルートの平均ルート数

1 〜 20 の値が入力できます。

登録する案件の最大数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

1 案件に添付する文書の平均数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

信頼ポイント生成の最大実行回数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

平均利用者数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

一日一人あたりの平均文書参照数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

一日一人あたりの平均文書更新数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

文書間リンク元となる文書の割合

0 〜 100 の値が入力できます（単位：%）。

文書間リンク先とする文書の平均数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

登録する文書種別の最大数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

登録する属性値マスタの最大数

1 〜 10000000 の値が入力できます。

注
利用環境に対する質問の設定値は，すべて省略できません。必ず値を入力してください。

（2） 文書空間の定義コマンドの実行
文書クラス定義ファイル（EDMCDefDocSpace.csv ）と文書空間情報ファイル
（EDMdocinfo.txt）を入力して，文書空間の定義コマンド（EDMCDefDocSpace）を実
行します。文書空間の定義コマンドの詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3
システム導入・運用ガイド」を参照してください。
文書空間の定義コマンドを実行すると，{DocumentBroker のインストールフォルダ }
¥Server¥env に次に示すファイルが出力されます。
• 見積もり基礎情報ファイル（EDMestimate.csv）
• 定義情報ファイル（EDMdefine.txt）
• RD エリア定義情報ファイル（EDMrdarea.txt）
• インデクス情報ファイル（EDMindex.txt）

（3） ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり
見積もり基礎情報ファイル（EDMestimate.csv ）を基にして，実際に使用する RD エリ
アの容量を算出してください。RD エリアの容量の算出方法については，マニュアル
「HiRDB システム導入・設計ガイド」を参照してください。
見積もり基礎情報ファイルには，次の値が出力されます。
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（a） 各表に格納するレコードの総数
見積もり基礎情報ファイルの Record Count エントリに，表に格納するレコードの総数が
出力されます。
（b） 各表に定義する列の総数
見積もり基礎情報ファイルの Column Count エントリに，表に定義する列の総数が出力
されます。
（c） 各列のデータサイズ
見積もり基礎情報ファイルの Record Length エントリに，列（レコード）のデータサイ
ズが出力されます。
（d） インデクス
見積もり基礎情報ファイルの Column Length エントリに出力された列の定義長と，
AvColumn Length エントリに出力された列の平均文字列長を基に，インデクスのキー長
を算出してください。
なお，EDMS_META_ で始まる名称の表には，次に示す複数列インデクスが一つ定義さ
れます。
• UNIQUE 指定あり
• キー長（136 バイト）
EDMSMETAREGENVID の表には，次に示す単一列インデクスが一つ定義されます。
• UNIQUE 指定あり
• キー長（2 バイト）
EDMSMETAclassdef の表および EDMSMETAdocinfo の表には，次に示す単一列インデ
クスが一つ定義されます。
• UNIQUE 指定あり
• キー長（4 バイト）
これらを考慮してインデクスを算出してください。
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！

注意事 項
見積もり基礎情報ファイル中の「edmClass_ACL」テーブルの見積もり結果については，ほ
かのテーブルと比べて容量が大きくなります。これは，文書空間の定義コマンドが容量の最
大値を見積もっているためです。実際の運用では，ここで算出された容量は必要ありませ
ん。このため，「edmClass_ACL」テーブルの必要容量については，マニュアル
「DocumentBroker Version 3

システム導入・運用ガイド」の「アクセス制御機能を使用す

る場合のデータベース容量の見積もり」の「edmClass_ACL」のレコード数見積方法で容量
の見積もりを実施してください。
また，容量を見積もるときに利用する変数には次の値を代入してください。
• m：1 文書あたりに付与するアクセス権限対象の平均数
• n：0

（4） フォルダの容量制限機能を使用する場合のユーザ用 RD エリアの容量の見
積もり
フォルダの容量制限機能を使用する場合，容量を制限するフォルダの個数に応じてユー
ザ用 RD エリア容量を確保する必要があります。次に示す式で見積もった値を「(3)
ユーザ用 RD エリアの容量の見積もり」での見積もり結果に加えてください。
見積もり式（単位：バイト）
＝容量を制限するフォルダの個数× 748
なお，容量を制限するフォルダとは，最上位の階層にあり，
［フォルダの作成］画面また
は［フォルダのプロパティ］画面で［容量制限］を「する」に設定するフォルダのこと
です。
［フォルダの作成］画面または［フォルダのプロパティ］画面の詳細は，マニュア
ル「DocumentBroker Version 3 Standard GUI 操作ガイド」を参照してください。
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2.3 DocumentBroker Standard GUI のインス
トールとアンインストール
この節では，DocumentBroker Standard GUI のインストールとアンインストールの方
法について説明します。

2.3.1 インストール
（1） インストール手順
DocumentBroker Standard GUI は，次に示す手順でインストールします。
1. システム管理者（Administrators）の権限を持つユーザ ID でログインします。
2. DocumentBroker Standard GUI のインストーラを起動します。
3. インストーラの画面の指示に従って，DocumentBroker Standard GUI をインストール
してください。

！

注意事 項
• DocumentBroker Standard GUI は，ラビニティ ECM GUI と同じマシンにインストール
できません。すでにラビニティ ECM GUI がインストールされている場合，次のどちらか
の方法でインストールしてください。
・ラビニティ ECM GUI をアンインストールしてからインストールする
・別のマシンにインストールする
• 上書きインストールをするときは，DocumentBroker Standard GUI のファイルとライブ
ラリを使用しているプログラムをすべて停止してからインストールをしてください。
• 上書きインストールをすると，インストールフォルダ以下のすべてのファイルが上書きさ
れます。そのため，インストールフォルダ以下にデフォルトで格納されているファイルを
使用して環境設定やカスタマイズをしている場合は，上書きインストールをする前にバッ
クアップを取ってください。

（2） インストール後のフォルダとファイルの構成
インストール後のフォルダとファイルの構成を次の図に示します。
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図 2-3 インストール後のフォルダとファイルの構成（1/3）
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図 2-4 インストール後のフォルダとファイルの構成（2/3）
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図 2-5 インストール後のフォルダとファイルの構成（3/3）

（3） ワークフォルダ
DocumentBroker Standard GUI は，処理を実行するときに次に示す 2 種類のワーク
フォルダを使用します。
（a） AP ワークフォルダ
DocumentBroker Standard GUI の処理に必要な作業用のフォルダです。このフォルダ
を AP ワークフォルダといいます。
AP ワークフォルダのフォルダ名は，配置ディスクリプタ（web.xml）の
app.WorkDirPath パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値として次に示
すフォルダ名が指定されています。
● 日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi System¥DocBroker¥StdGUI¥spool¥work
● 英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi System¥DocBroker¥StdGUI¥spool¥work_en
DocumentBroker Standard GUI の処理を開始する前に，このパラメタの指定に従って
AP ワークフォルダを作成しておいてください。
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なお，配置ディスクリプタの詳細は，
「 2.5.1 配置ディスクリプタ（web.xml）の設定」
を参照してください。
（b） AP セッション固有のワークフォルダ
文書ファイルの実体をアップロードしたり，ダウンロードしたりするときに，AP ワーク
フォルダの下位に AP セッション固有のワークフォルダが作成されます。AP セッション
固有のワークフォルダは，ログインユーザごとに作成されます。
すでに AP セッション固有のワークフォルダが存在する場合，新規には作成されません。
作成された AP セッション固有のワークフォルダおよびそのフォルダのファイルは，処
理の完了時に削除されます。

2.3.2 アンインストール
DocumentBroker Standard GUI は，次に示す手順でアンインストールします。なお，
ここでは，例として，Windows 2003 の場合の手順を示します。
1. システム管理者（Administrators）の権限を持つユーザ ID でログインします。
2. Windows の［コントロール パネル］ダイアログで［アプリケーションの追加と削除］
をダブルクリックします。
［アプリケーションの追加と削除］ダイアログが表示されます。
3. 「DocumentBroker Standard GUI」をクリックします。
4. ［変更と削除］ボタンをクリックします。
アンインストールするかどうかを確認するダイアログが表示されます。
5. ［はい］ボタンをクリックします。
アンインストールが開始されます。

！

注意事 項
• DocumentBroker Standard GUI のファイルとライブラリを使用しているプログラムをす
べて停止してからアンインストールをしてください。
• アンインストールをすると，インストールフォルダ以下のすべてのフォルダとファイル
（各種ログファイルを除く）が削除されます。そのため，インストールフォルダ以下にデ
フォルトで格納されているファイルを使用して環境設定やカスタマイズをしている場合，
アンインストールをする前に，残しておきたいファイルのバックアップを取ってくださ
い。
• 各種ログファイルは，アンインストールしても削除されません。必要に応じて削除してく
ださい。

45

2.

環境設定

2.4 前提プログラムの環境設定
DocumentBroker Standard GUI を使用するために必要な前提プログラムをインストー
ルして，環境設定をしてください。前提プログラムのインストールと環境設定の詳細は，
前提プログラムのマニュアルを参照してください。
この節では，前提プログラムの環境設定で，DocumentBroker Standard GUI 固有の設
定が必要なものについて説明します。

2.4.1 LDAP 対応のディレクトリサービスの設定
LDAP 対応のディレクトリサービスの設定について説明します。設定の詳細は，使用す
る LDAP 対応のディレクトリサービスのマニュアルを参照してください。

（1） 前提となる DIT
ディレクトリサービスでは，DIT と呼ばれる階層構造で情報を管理します。ディレクト
リサービスの環境を構築する場合，まずこの DIT の構造をどうするか検討する必要があ
ります。
DocumentBroker Standard GUI では，次の図に示すような DIT を前提としています。
図 2-6 前提となる DIT

（2） エントリと DN
エントリは，DIT を構成する情報で DIT の各節に該当します。上図の場合，
「 DC=jp」
，
「DC=hitachi」，
「OU=people」
，「sAMAccountName=a12345 」などがエントリになりま
す。エントリは，左辺と右辺を等号（=）でつないでいます。左辺はプロパティ名，右辺
はプロパティ値を表します。また，エントリは，一つ以上のプロパティによって構成さ
れています。ディレクトリサービスでは，データをエントリおよびプロパティによって
管理します。
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DN は，各エントリを一意に識別するための情報名です。ファイルシステム内のファイル
パスのように扱われます。DN は，コンマ（,）で区切られたエントリの集まりです。DN
では，いちばん左の位置に最下位のエントリを指定し，いちばん右側の位置に最上位の
エントリを指定していきます。
DocumentBroker Standard GUI では，次に示す 3 種類のエントリを使用します。
• ユーザエントリ
• 組織エントリ
• グループエントリ
各エントリについて (a) 〜 (c) で説明します。
なお，(a) 〜 (c) で説明するエントリが利用できる環境をディレクトリサービスで構築す
る必要があります。プロパティには，Active Directory または Sun Java System
Directory Server が標準で持つプロパティを割り当ててください。標準で持つプロパ
ティを割り当てられない場合は，プロパティを追加し，そのプロパティを割り当ててく
ださい。プロパティの追加およびプロパティへの値の設定方法については，各ディレク
トリサービスのマニュアルを参照してください。

！

注意事 項
Sun Java System Directory Server を使用する場合，次に示すことに注意してプロパティを
割り当ててください。
• プロパティの範囲を設定する必要はありません。
• プロパティの構文の設定値である「Unicode 文字列」は「Country String」になります。

（a） ユーザエントリ
ユーザ情報を持つエントリです。
「 OU=people,DC=hitachi,DC=jp」の下位エントリにな
ります。ユーザエントリでは，次の表に示すプロパティが必要になります。
表 2-7 ユーザエントリで必要なプロパティ項目
プロパティ名※

説明

プロパティの仕様

sAMAccountName

ユーザの ID を設定します。
ユーザの ID には半角英数字を
使用してください。
ユーザエントリ内で一意な ID
を設定してください。

• プロパティの用途：ユーザ ID
• プロパティの構文：ASCII 半角文字列お
よび「-」，「.」，「@」，「_」
• プロパティの範囲：1 〜 60
• プロパティ単一または複数：単一値

unicodePwd

ユーザのパスワードを設定しま
す。

•
•
•
•

プロパティの用途：パスワード
プロパティの構文：ASCII 半角文字列
プロパティの範囲：1 〜 60
プロパティ単一または複数：単一値
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説明

プロパティ名※

プロパティの仕様

displayName

ユーザの表示名称を設定します。

•
•
•
•

プロパティの用途：表示名称
プロパティの構文：Unicode 文字列
プロパティの範囲：1 〜 255
プロパティ単一または複数：単一値

mail

ユーザのメールアドレスを設定
します。

•
•
•
•

プロパティの用途：メールアドレス
プロパティの構文：ASCII 半角文字列
プロパティの範囲：0 〜 256
プロパティ単一または複数：単一値

ou

ユーザが所属する組織の ID を
設定します。

•
•
•
•

プロパティの用途：所属組織 ID
プロパティの構文：ASCII 半角文字列
プロパティの範囲：1 〜 64
プロパティ単一または複数：複数

userType

ユーザの種別に応じたユーザ種
別 ID を設定します。
ユーザの種別とユーザ種別 ID
の対応は，表 2-8 を参照してく
ださい。
なお，DocumentBroker Server
に設定したアクセス権だけを使
用する場合，この指定は不要で
す。
この指定を省略した場合のユー
ザの扱いについては，表 2-9 を
参照してください。

•
•
•
•

プロパティの用途：ユーザ種別 ID
プロパティの構文：ASCII 半角文字列
プロパティの範囲：1 〜 64
プロパティ単一または複数：単一値

（凡例） −：ディレクトリサービスの仕様に従います。
注※
プロパティ名は初期設定値です。プロパティ名は，配置ディスクリプタ（web.xml）のコンテ
キストパラメタで変更できます。配置ディスクリプタ（web.xml）の設定方法は，「2.5.1

配置

ディスクリプタ（web.xml）の設定」を参照してください。

表 2-8 ユーザの種別とユーザ種別 ID の対応
種別

説明

ユーザ種別 ID ※

システム管理者

135

Docum ent Broker Standard GUI を使用したシステ
ムを運用，管理，および保守するユーザです。

ルート管理者

15

ルートを管理するユーザです。

フォルダ管理者

7

フォルダ階層を管理するユーザです。

文書作成ユーザ

3

文書を作成するユーザです。

文書参照ユーザ

1

文書を参照するユーザです。

注※
ここで説明している以外の値をユーザ種別 ID に指定した場合，そのユーザは文書参
照ユーザとして登録されます。また，数値以外の文字列を指定した場合は，ログイ
ン時にエラーが出力されログインに失敗します。
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注意事 項
DocumentBroker S tandard GUI のシステム管理者と DocumentBroker のセキュリティ管
理者が，同じユーザになるように設定してください。
また，DocumentBroker S tandard GUI のユーザの種別を使用しないで，DocumentBroker
Server に設定したアクセス権だけを使用する場合，DocumentBroker Standard GUI との
ユーザの種別の関係は，次の表のとおりになります。

表 2-9 DocumentBroker Server に設定したアクセス権だけを使用する場合のユーザの扱
い
DocumentBroker Server でのユーザの種別

DocumentBroker Standard GUI でのユーザの扱い

セキュリティ管理者

システム管理者と同じ扱いになります。

上記以外のユーザ

フォルダ管理者と同じ扱いになります。

（b） 組織エントリ
組織情報を持つエントリです。
「 OU=unit,DC=hitachi,DC=jp」の下位エントリになりま
す。組織エントリでは，次の表に示すプロパティが必要になります。
表 2-10

組織エントリで必要なプロパティ項目

プロパティ名※

説明

プロパティの仕様

sAMAccountName

組織の ID を設定します。
組織の ID には半角英数字を
使用してください。
組織エントリ内で一意な ID
を設定してください。また，
グループエントリに設定する
グループ ID と重複させない
でください。

• プロパティの用途：組織 ID
• プロパティの構文：ASCII 半角文字列および
「-」，「.」，「@」，「_」
• プロパティの範囲：1 〜 64
• プロパティ単一または複数：単一値

description

組織の表示名称を設定しま
す。

•
•
•
•

プロパティの用途：表示名称
プロパティの構文：Unicode 文字列
プロパティの範囲：1 〜 255
プロパティ単一または複数：単一値

組織に所属するユーザのユー
ザ ID プロパティの DN を設
定します。
（例）
sAMAccount Name=a12
345,OU=people,DC=hit
achi,DC=jp

•
•
•
•

プロパティの用途：組織所属メンバー
プロパティの構文：DN
プロパティの範囲：なし
プロパティ単一または複数：複数

member

注※
プロパティ名は初期設定値です。プロパティ名は，配置ディスクリプタ（web.xml）のコンテ
キストパラメタで変更できます。配置ディスクリプタ（web.xml）の設定方法は，「2.5.1

配置

ディスクリプタ（web.xml）の設定」を参照してください。
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（c） グループエントリ
グループ情報を持つエントリです。
「 OU=group,DC=hitachi,DC=jp」の下位エントリに
なります。グループエントリでは，次の表に示すプロパティが必要になります。
表 2-11

グループエントリで必要なプロパティ項目

プロパティ名※

説明

プロパティの仕様

sAMAccountName

グループの ID を設定します。
グループの ID には半角英数
字を使用してください。
グループエントリ内で一意な
ID を設定してください。ま
た，組織エントリに設定する
組織 ID と重複させないでく
ださい。

• プロパティの用途：グループ ID
• プロパティの構文：ASCII 半角文字列およ
び「-」，「.」，「@」，「_」
• プロパティの範囲：1 〜 64
• プロパティ単一または複数：単一値

description

グループの表示名称を設定し
ます。

•
•
•
•

プロパティの用途：表示名称
プロパティの構文：Unicode 文字列
プロパティの範囲：1 〜 255
プロパティ単一または複数：単一値

グループに所属するユーザの
ユーザ ID プロパティの DN
を設定します。
（例）
sAMAccountName=a12
345,OU=people,DC=hit
achi,DC=jp

•
•
•
•

プロパティの用途：グループ所属メンバー
プロパティの構文：DN
プロパティの範囲：なし
プロパティ単一または複数：複数

member

注※
プロパティ名は初期設定値です。プロパティ名は，配置ディスクリプタ（web.xml）のコンテ
キストパラメタで変更できます。配置ディスクリプタ（web.xml）の設定方法は，「2.5.1

配置

ディスクリプタ（web.xml）の設定」を参照してください。

（3） Active Directory を利用する場合の設定
ここでは，ディレクトリサービスに Active Directory を利用する場合の設定方法につい
て説明します。
（a） 動作環境の設定
ディレクトリサービスに対して匿名でバインドする場合，次の設定を行ってください。
• Active Directory は，
「Windows 2000 以前のサーバと互換性があるアクセス許可」の
モード（互換モード）で動作させてください。
なお，Active Directory を Windows Server 2003，または Windows Server 2008 で動作
させる場合は，次の設定もしてください。
•「CN=Directory Service,CN=Windows
NT,CN=Services,CN=Configuration,RootDomain ※」のプロパティ「dSHeuristics」
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に「0000002」を設定してください。
注※

RootDomain は Active Directory のルート DN を指定してください。

• Active Directory の「ユーザとコンピュータ」で，匿名アクセス対象のノードに対し
てセキュリティ設定「ANONYMOUS LOGON」グループを追加して，必要な権限を
与えてください。
（b） クライアントからパスワードを変更するときの設定
Active Directory を利用している環境で，クライアントからユーザのパスワードを変更す
るときは，証明書サービスのインストールと証明書のエクスポートをしてください。
証明書サービスは，次に示す手順でインストールしてください。
Windows Server 2008 以外の場合
1. Windows の［コントロール パネル］ダイアログで［アプリケーションの追加と削除］
をダブルクリックします。
［アプリケーションの追加と削除］ダイアログが表示されます。
2. ［Windows コンポーネントの追加と削除］ボタンをクリックします。
［Windows コンポーネント ウィザード］が表示されます。
3. ［証明書サービス］のチェックボックスをチェックして，［次へ］ボタンをクリックし
ます。
Windows Server 2008 の場合
1. Windows の［コントロール パネル］ダイアログで［プログラムと機能］をダブルク
リックします。
［プログラムと機能］ダイアログが表示されます。
2. タスクで［Windows 機能の有効化または無効化］をクリックします。
［ユーザーアカウント制御］ダイアログが表示されます。
3. ［続行］ボタンをクリックします。
［サーバーマネージャー］画面が表示されます。
4. ［役割の概要］で［役割の追加］をクリックします。
［役割の追加ウィザード］画面が表示されます。
5. ［次へ］ボタンをクリックします。
［サーバーの役割の選択］画面が表示されます。
6. ［Active Directory 証明書サービス］チェックボックスを選択して、
［次へ］ボタンをク
リックします。
7. メニューで［AD CS］−［役割サービス］を選び、役割サービスの［証明機関］
チェックボックスを選択します。
［次へ］ボタンをクリックします。
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証明書サービスのインストールが完了したら，認証局（CA）の証明書を Active
Directory が動作しているマシンから次に示す手順でエクスポートしてください。
1. Windows の［コントロール パネル］ダイアログで［管理ツール］をダブルクリック
します。
［管理ツール］ダイアログが表示されます。
2. ［証明機関（Certificate Authority）
］をダブルクリックします。
［CA Microsoft Management Console（MMC）
］が表示されます。
3. ［CA マシン］を右クリックして，表示されるポップアップメニューから［プロパ
ティ］を選択します。
［プロパティ］ダイアログが表示されます。
4. ［全般］タブの［証明書の表示（View Certificate）
］をクリックします。
5. ［詳細］ビューを選択して，［ファイルへコピー（Copy to File）
］ボタンをクリックし
ます。
［証明書のエクスポート（Certificate Export）ウィザード］が表示されます。
以降，ウィザードの指示に従って，証明書をエクスポートしてください。
エクスポートした証明書は，uCosminexus Application Server の keytool コマンドを使
用して，Java 実行環境のキーストアファイルに登録してください。証明書を登録する方
法は，
「 2.4.3（2） 証明書の登録」を参照してください。

！

注意事 項
パスワード変更機能を使用する場合は，パスワードの変更履歴を採らないようにしてくださ
い。

（4） Sun Java System Directory Server を利用する場合の設定
ここでは，ディレクトリサービスに Sun Java System Directory Server を利用する場合
の設定方法について説明します。
（a） 動作環境の設定
動作環境の設定方法については，Sun Java System Directory Server のマニュアルを参
照してください。
（b） クライアントからパスワードを変更するときの設定
クライアントからユーザのパスワードを変更するときは，Sun Java System Directory
Server に SSL 接続ができる環境を構築する必要があります。SSL 接続ができる環境を
構築する方法については，Sun Java System Directory Server のマニュアルを参照して
ください。
SSL 接続で使用する証明書（サーバ証明書）は，uCosminexus Application Server の
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keytool コマンドを使用して，Java 実行環境のキーストアファイルに登録してください。
証明書を登録する方法については，
「 2.4.3（2） 証明書の登録」を参照してください。

！

注意事 項
パスワード変更機能を使用する場合は，パスワードの変更履歴を採らないようにしてくださ
い。

2.4.2 DocumentBroker の設定
DocumentBroker は，次の図に示す手順で環境設定をしてください。各手順での環境設
定の詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3

システム導入・運用ガイド」を

参照してください。
図 2-7 DocumentBroker の環境設定の手順

（1） 文書空間の定義
DocumentSpace 構成定義ファイル（docspace.ini）のエントリを指定して，
DocumentBroker の文書空間の構成を定義します。DocumentBroker Standard GUI を
使用するときは，次の表に示すエントリを指定してください。
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表 2-12

指定が必要なエントリ

エントリ名

指定内容

PdHost

サーバのホスト名を指定します。

PdNamePort

サーバのポート番号を指定します。

PdUser

データベースにアクセスするための DocumentBroker 用のユーザ名と
パスワードを指定します。

UserAuthentication

ユーザ認証方式を指定します。

LdapHost

ホスト名または IP アドレスを指定します。

LdapPort

LDAP のポート番号を指定します。

LdapClientLib

LDAP クライアントライブラリの種別を指定します。

LdapGroupMember

グループに所属しているユーザを記述するプロパティを指定します。

LdapUserRoot

DIT 上でユーザを検索するベースとなるノードの DN を指定します。

LdapUserClass

ユーザとして定義するクラスの名称を指定します。

LdapUserId

ユーザクラスのプロパティを指定します。

LdapGroup

グループ識別子のオブジェクトからの検索方法を指定します。
LdapGroup には Yes を指定してください。

LdapGroupFromUserAttr

ユーザのプロパティ値からのディレクトリのノード情報の検索方法を
指定します。LdapGroupFrom UserAttr には Yes を指定してください。

LdapGroupIdFromUserAttr

グループ情報が格納されているユーザのプロパティを指定します。

LdapGroupFromUserDn

グループ識別子の検索方法を指定します。LdapGroupFrom UserDn に
は No を指定してください。

LdapGroupRoot

DIT 上でグループを検索するベースとなるノードの DN を指定します。

LdapGroupClass

グループ識別子にするオブジェクトのクラスを指定します。

LdapGroupId

グループ識別子として利用するプロパティを指定します。

LdapBindUserDN

ディレクトリサービスへのバインド時に，認証を行うサーババインド
を使用する場合は，サーババインドに使用する DN を指定します。

LdapBindPassword

ディレクトリサービスへのバインド時に，認証を行うサーババインド
を使用する場合は，サーババインドに使用するパスワードを指定しま
す。

SerialId ※

文書空間の識別子を指定します。

XdkShmemSize

メタ情報管理用に確保するメモリマップトファイルのサイズを指定し
ます（単位：バイト）。DocumentBroker Standard GUI では，
6000000 を指定してください。

注※
Docum ent Space 構成定義ファイル（docspace.ini）の SerialId エントリに指定した識別子を，
System オブジェクトレジストリファイル（slocalreg.ini）の ServiceObjectID エントリとオブ
ジェクト定義ファイル（edms.ini）の dmaProp_DocSpaceId エントリにも指定してください。
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（2） アクセス制御機能を使用する場合の設定
セキュリティ定義ファイル（docaccess.ini）の SecurityAdmin エントリで
DocumentBroker のセキュリティ管理者を指定してください。

！

注意事 項
DocumentBroker のセキュリティ管理者には，DocumentBroker Standard GUI のシステム
管理者を設定してください。

（3） HiRDB の設定
● DocumentBroker Standard GUI を運用するために必要な RD エリアなどを作成しま
す。
ユーザ用 RD エリアについては，
「2.2.2 データベース容量の見積もり」で算出した
値に従って作成してください。
RD エリアを作成するには，HiRDB のデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）
を使用します。詳細は，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」を参照してくだ
さい。
● SQL 最適化オプションとして，デフォルトの SQL 最適化オプションに加え
「PICKUP_MULTIPLE_ROWS_PLUGIN」を指定します。デフォルトの SQL 最適化
オプション，および SQL 最適化オプションの各機能については，マニュアル
「HiRDB システム定義」および「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。

（4） 文書空間の構築
次に示すファイルを入力として，文書空間の構築コマンド（EDMCBuildDocSpace）を
実行し，新規に文書空間を構築します。
• 見積もり基礎情報ファイル（EDMestimate.csv）
• 定義情報ファイル（EDMdefine.txt）
• RD エリア定義情報ファイル（EDMrdarea.txt）
• インデクス情報ファイル（EDMindex.txt）
これらのファイルは，
「 2.2.2（2） 文書空間の定義コマンドの実行」で説明した文書空間
の定義コマンド（EDMCDefDocSpace）を実行すると出力されます。
文書空間の構築コマンドを実行するときは，HiRDB を起動しておいてください。
文書空間の構築コマンドを実行すると，{DocumentBroker のインストールフォルダ }
¥Server¥env に次に示すファイルが出力されます。
• データベース定義文格納ファイル（EDMtable.txt）
• クラス定義情報ファイル（文書空間識別子 .ini）
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出力されたクラス定義情報ファイル（文書空間識別子 .ini）を次に示すフォルダにコピー
してください。
● DocumentBroker Development Kit をインストールしている場合
{DocumentBroker Development Kit のインストールフォルダ }¥DevKit¥java¥etc
● DocumentBroker Runtime をインストールしている場合
{DocumentBroker Runtime のインストールフォルダ }¥Runtime¥java¥etc

（5） インデクスの定義
文書空間の構築コマンド（EDMCBuildDocSpace）を実行して作成した表にインデクス
を定義してください。インデクスを定義する表と列を次の表に示します。
表 2-13

インデクスを定義する表と列
インデクスを定義する表

インデクスを定義する列

ecmClass_FileDocDV

ecmProp_V_ecmProp_FldOiid

ecmClass_Flow

ecmProp_Req_dmaProp_OIID
ecmProp_Req_ecmProp_Id

HiRDB の定義系 SQL の CREATE INDEX でインデクスを定義します。CREATE
INDEX については，マニュアル「HiRDB

SQL リファレンス」を参照してください。

インデクスの定義例（CREATE INDEX の記述例）を次に示します。
（例）
CREATE INDEX "ecmClass_FileDocDVXX"
ON "ecmClass_FileDocDV"("ecmProp_V_ecmProp_FldOiid") IN
(INDEXAREA);
CREATE INDEX "ecmClass_FlowXX"
ON "ecmClass_Flow"("ecmProp_Req_dmaProp_OIID") IN
(INDEXAREA);
CREATE INDEX "ecmClass_FlowXX"
ON "ecmClass_Flow"("ecmProp_Req_ecmProp_Id") IN (INDEXAREA);
（凡例）
XX：同じ表に対してインデクスを定義する場合，インデクスごとに異なる文字列を
指定してください。
INDEXAREA：インデクスを格納する RD エリアの名称です。環境に合わせて格納
する RD エリアを決めてください。
インデクスの設計については，マニュアル「HiRDB

システム導入・設計ガイド」を，

インデクスのチューニングについては，マニュアル「HiRDB
参照してください。
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（6） 複合機連携による文書登録機能を使用する場合の設定
イメージ文書をどのように DocumentBroker Standard GUI の文書として登録するかは，
DocumentBroker の複合機連携製品の JOB 定義ファイルで設定する必要があります。設
定の詳細は，次のマニュアルを参照してください。
• DocumentBroker イメージ登録 for DocuCentre(R)
• DocumentBroker イメージ登録 for iR
• DocumentBroker イメージ登録 for imagio and IPSiO
• DocumentBroker イメージ登録 for Konica
JOB 定義ファイルの設定内容を次の表に示します。
表 2-14

JOB 定義ファイルの設定内容

項目

設定内容

versionable
docclassguidch

−

バージョン付き文書（複数の版を持ち，版管理
する文書）として登録されます。

ecmClass_FileDocCH の GUID

DocumentBroker Standard GUI の，一般文書
のバージョン共通情報クラスを設定します。

※ 1 の値を設定します。

propert iesch

バージョン付き文書のバージョン
共通のプロパティ情報を設定しま
す。

docclassguiddv

ecmClass_FileDocDV の GUID
※ 1 の値を設定します。

propert iesdv

説明

バージョン付き文書のバージョン
固有のプロパティ情報を設定しま
す。

property タグに，名前（esysProp_Name）お
よびすべてのユーザのアクセス権
（dbrProp_EveryonePerm ission）を設定しま
す。
DocumentBroker Standard GUI の，一般文書
バージョン共通情報クラスを設定します。
property タグに，次のプロパティ情報を設定し
ます。
• 名前（esysProp_Name）※ 2
• すべてのユーザのアクセス権
（dbrProp_EveryonePermission）
• ファイル名（ecmProp_FileName）
• 複合機で一時登録した文書

注※ 1
クラス定義情報ファイルに設定される GUID の値を設定してください。クラス定義情報ファイ
ルの詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3 システム導入・運用ガイド」を参照し
てください。
注※ 2
propertiesch タグと同じ値を設定してください。

なお，DocumentBroker Standard GUI では，複合機連携による文書登録機能を使用す
るために必要な，DocumentBroker の複合機連携製品に設定する動作環境ファイルのサ
ンプルを提供しています。次のフォルダに格納されている動作環境ファイルを編集して
使用してください。
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サンプルファイルの格納先
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }¥sample
サンプルファイル名
ecmsmpl1.xml
動作環境ファイルを次の図に示します。
図 2-8 動作環境ファイル（ecmsmpl1.xml）（1/2）
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図 2-9 動作環境ファイル（ecmsmpl1.xml）（2/2）

（7） リファレンスファイル文書化機能を使用する場合の設定
リファレンスファイル文書化機能を使用する場合の設定について説明します。
なお，リファレンスファイル文書化機能を使用しない運用から使用する運用に変更する
場合，DocumentBroker サーバでリファレンスファイル管理機能を使用するためのデー
タベース移行が必要です。移行手順については，マニュアル「 DocumentBroker Version
3 システム導入・運用ガイド」を参照してください。
（a） メタ情報の追加
ジョブ情報を登録するための表（クラス）をメタ情報に追加します。
手順を次に示します。なお，各手順の詳細については，マニュアル「DocumentBroker
Version 3

システム導入・運用ガイド」の「クラスの追加」の説明を参照してください。
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1. DocumentBroker Server のメタ情報の追加コマンド（EDMAddMeta ）を実行します。
コマンド実行時に指定する引数を次に示します。
• -f ジョブ情報を登録するための定義情報ファイル
ジョブ情報を登録するための定義情報ファイルのサンプルは，次のフォルダに格納
されています。
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ
}¥sample¥meta¥EcmGuiAddDef_Job.txt
• -g
• -o データベース定義文格納ファイル
メタ情報の追加コマンドを実行すると出力されるデータベース定義文を格納するた
めのファイルのパスを指定します。
コマンドを実行すると，データベース定義文が出力されます。
メタ情報の追加コマンドの詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3 システ
ム導入・運用ガイド」を参照してください。
2. データベース定義文のエリア定義などを追加，修正します。
3. データベース定義文を実行します。
HiRDB のデータベース定義ユティリティでデータベース定義文を実行します。
4. DocumentBroker Server のクラス定義情報ファイル作成コマンド（EDMCrtSimMeta ）
を実行し，クラス定義情報ファイルを作成します。
コマンドを実行すると，クラス定義情報ファイル（文書空間識別子 ini）が作成され
ます。
クラス定義情報ファイル作成コマンドの詳細は，マニュアル「DocumentBroker
Version 3 システム導入・運用ガイド」を参照してください。
5. クラス定義情報ファイル（文書空間識別子 ini）を次に示すフォルダにコピーします。
• DocumentBroker Development Kit をインストールしている場合
{DocumentBroker Development Kit のインストールフォルダ }¥DevKit¥java¥etc
• DocumentBroker Runtime をインストールしている場合
{DocumentBroker Runtime のインストールフォルダ }¥Runtime¥java¥etc
（b） インデクスの定義
ジョブ情報を登録するための表にインデクスを定義します。インデクスを定義する表と
列を次の表に示します。
表 2-15

インデクスを定義する表と列（リファレンスファイル文書化機能を使用する場
合）
インデクスを定義する表

ecmClass_JobInfo

インデクスを定義する列
ecmProp_JobId

HiRDB の定義系 SQL の CREATE INDEX でインデクスを定義します。CREATE
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SQL リファレンス」を参照してください。

インデクスの定義例（CREATE INDEX の記述例）を次に示します。
（例）
CREATE INDEX "ecmClass_JobInfoXX" ON
"ecmClass_JobInfo"("ecmProp_JobId") IN (INDEXAREA);
（凡例）
XX：同じ表に対してインデクスを定義する場合，インデクスごとに異なる文字列を
指定してください。
INDEXAREA：インデクスを格納する RD エリアの名称です。環境に合わせて格納
する RD エリアを決めてください。

（8） フォルダの容量制限機能を使用する場合の設定
フォルダの容量制限機能を使用する場合の設定について説明します。
（a） メタ情報の追加
フォルダの登録可能な容量および使用済み容量の情報を管理するための表（クラス）を
メタ情報に追加します。
手順を次に示します。なお，各手順の詳細については，マニュアル「DocumentBroker
Version 3

システム導入・運用ガイド」の「クラスの追加」の説明を参照してください。

1. DocumentBroker Server のメタ情報の追加コマンド（EDMAddMeta ）を実行します。
コマンド実行時に指定する引数を次に示します。
• -f フォルダの登録可能な容量および使用済み容量の情報を管理するための定義情報

ファイル
フォルダの登録可能な容量，および使用済み容量の情報を管理するための定義情報
ファイルのサンプルは，次のフォルダに格納されています。
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ
}¥sample¥meta¥EcmGuiAddDef_Capacity.txt
• -g
• -o データベース定義文格納ファイル
メタ情報の追加コマンドを実行すると出力されるデータベース定義文を格納するた
めのファイルのパスを指定します。
コマンドを実行すると，データベース定義文が出力されます。
メタ情報の追加コマンドの詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3 システ
ム導入・運用ガイド」を参照してください。
2. データベース定義文のエリア定義などを追加，修正します。
3. データベース定義文を実行します。
HiRDB のデータベース定義ユティリティでデータベース定義文を実行します。
4. DocumentBroker Server のクラス定義情報ファイル作成コマンド（EDMCrtSimMeta ）
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を実行し，クラス定義情報ファイルを作成します。
コマンドを実行すると，クラス定義情報ファイル（文書空間識別子 ini）が作成され
ます。
クラス定義情報ファイル作成コマンドの詳細は，マニュアル「DocumentBroker
Version 3 システム導入・運用ガイド」を参照してください。
5. クラス定義情報ファイル（文書空間識別子 ini）を次に示すフォルダにコピーします。
• DocumentBroker Development Kit をインストールしている場合
{DocumentBroker Development Kit のインストールフォルダ }¥DevKit¥java¥etc
• DocumentBroker Runtime をインストールしている場合
{DocumentBroker Runtime のインストールフォルダ }¥Runtime¥java¥etc
（b） インデクスの定義
フォルダの登録可能な容量および使用済み容量の情報を管理するための表にインデクス
を定義します。インデクスを定義する表と列を次の表に示します。
表 2-16

インデクスを定義する表と列（フォルダの容量制限機能を使用する場合）
インデクスを定義する表

ecmClass_FolderCapacity

インデクスを定義する列
esysProp_Name

HiRDB の定義系 SQL の CREATE INDEX でインデクスを定義します。CREATE
INDEX については，マニュアル「HiRDB

SQL リファレンス」を参照してください。

インデクスの定義例（CREATE INDEX の記述例）を次に示します。
（例）
CREATE INDEX "ecmClass_FolderCapacityXX" ON
"ecmClass_FolderCapacity"("esysProp_Name") IN (INDEXAREA);
（凡例）
XX：同じ表に対してインデクスを定義する場合，インデクスごとに異なる文字列を
指定してください。
INDEXAREA：インデクスを格納する RD エリアの名称です。環境に合わせて格納
する RD エリアを決めてください。

2.4.3 uCosminexus Application Server の設定
（1） uCosminexus Application Server の環境設定
DocumentBroker Standard GUI は，uCosminexus Application Server の J2EE モード
での動作を前提としています。このため，uCosminexus Application Server は，J2EE
モードで動作するように環境を構築してください。
なお，Windows Server 2008 を使用している場合，uCosminexus Application Server は
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管理者特権で実行してください。
uCosminexus Application Server の環境構築の詳細は，マニュアル「Cosminexus シ
ステム構築ガイド」を参照してください。
また，DocumentBroker Standard GUI は DocumentBroker Development Kit または
DocumentBroker Runtime の Java 実行環境を使用するため，Cosminexus での Java 実
行環境の設定が必要です。設定の詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3
ラスライブラリ

Java

ク

解説」の「インストール後の基本的な環境設定」の説明を参照

してください。

（2） 証明書の登録
ディレクトリサービスを使用している環境で，クライアントからパスワードを変更する
には，証明書を登録しておく必要があります。
（a） Active Directory を使用している場合
Active Directory が動作しているマシンからエクスポートした認証局（CA）の証明書を
Java 実行環境のキーストアファイルに登録してください。認証局（CA）の証明書は，
uCosminexus Application Server の keytool コマンドで登録できます。
コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行してください。
{uCosminexus Application Serverのインストールフォルダ} ¥jdk¥bin¥keytool.exe
-import -trustcacerts -file 認証局の証明書のパス※ 1 -alias ECM -keystore キーストア
ファイルのパス※2

注※ 1
認証局の証明書のパスには，エクスポートした認証局（CA）の証明書ファイルのフ
ルパスを指定してください。
注※ 2
キーストアファイルのパスには，{uCosminexus Application Server のインストール
フォルダ } ¥jdk¥jre¥lib¥security¥cacerts を指定してください。
（b） Sun Java System Directory Server を使用している場合
SSL 接続で使用する証明書を Java 実行環境のキーストアファイルに登録してください。
SSL 接続で使用する証明書は，uCosminexus Application Server の keytool コマンドで
登録できます。
コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行してください。
{uCosminexus Application Serverのインストールフォルダ} ¥jdk¥bin¥keytool.exe
-import -trustcacerts -file SSL接続で使用する証明書のパス -alias ECM -keystore キー
ストアファイルのパス※
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注※
キーストアファイルのパスには，{uCosminexus Application Server のインストール
フォルダ } ¥jdk¥jre¥lib¥security¥cacerts を指定してください。

（3） セキュリティマネージャポリシーの設定
DocumentBroker Standard GUI がシステムプロパティおよびローカルファイルを更新
および削除できるように，Cosminexus の server.policy ファイルの内容を書き換えてく
ださい。server.policy ファイルの書き換え例を次に示します。この例では，下線部分を
書き換えています。
（例）
：
//
// Grant permissions to JSP/Servlet
// grant codeBase "file:${ejbserver.http.root}/web/
${ejbserver.serverName}/-" {
permission java.lang.RuntimePermission "loadLibrary.*";
permission java.lang.RuntimePermission "queuePrintJob";
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThread";
permission java.lang.RuntimePermission "modifyThreadGroup";
permission java.net.SocketPermission "*", "connect";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read,
write";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read";};
：
下線部分を次のように書き換えます。
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>","read, write,
delete";
permission java.util.PropertyPermission "*", "read, write";

（4） 電子署名機能およびタイムスタンプ機能を使用する場合の設定
電子署名機能およびタイムスタンプ機能を使用する場合，Cosminexus Component
Container の usrconf.cfg ファイルに次のパスを追加します。
add.class.path={ProofboxLibrary 履歴管理サーバのインストールフォルダ }¥java¥HSL_server.jar
add.library.path={ProofboxLibrary 履歴管理サーバのインストールフォルダ }¥lib

2.4.4 DocumentBroker のオブジェクト操作ツールの設定
DocumentBroker Standard GUI では，ユティリティコマンドを実行するときに
DocumentBroker のオブジェクト操作ツールを使用します。このため，オブジェクト操
作ツールが使用できる環境を構築してください。
オブジェクト操作ツールの環境設定の詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3
オブジェクト操作ツール」を参照してください。
また，オブジェクト操作ツールの実行ユーザを DocumentBroker サーバのセキュリティ
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管理者として登録してください。

2.4.5 Web ブラウザの設定
Web ブラウザで必要な設定を次に示します。
• Web ブラウザは，Cookie を常に受け付ける設定にしてください。
• ActiveX コントロールを使用する場合，次の ActiveX コントロールのインストールを
要求される場合があります。すべてインストールしてください。
• dbuaxdd が含まれる名称（ドラッグ & ドロップコントロール）
• dbuaxfd が含まれる名称（文書ファイルパスの取得コントロール）
• dbuaxfil が含まれる名称（ファイル転送コントロール）※
• DocumentBroker 署名データ生成コンポーネント※
• EcmCtrl が含まれる名称（ファイルサイズ取得コントロール）
注※
ActiveX コントロールを使用しない場合でも，電子署名機能を使用するときは，最
後の承認処理を行うマシンは ActiveX コントロールを受け付ける設定にし，
DocumentBroker 署名データ生成コンポーネントおよび，dbuaxfil が含まれる名称
の ActiveX コントロール（ファイル転送コントロール）をインストールしてくださ
い。
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2.5 DocumentBroker Standard GUI の環境設定
この節では，DocumentBroker Standard GUI の環境を設定する方法について説明しま
す。
なお，英語画面を利用する場合は，日本語画面用とは別に英語画面用の設定をしてくだ
さい。

2.5.1 配置ディスクリプタ（web.xml）の設定
DocumentBroker Standard GUI の環境は，次のフォルダに格納されている配置ディス
クリプタ（web.xml ）のコンテキストパラメタで設定します。
● 日本語画面の場合
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥webapps¥ecm¥WEB-INF
● 英語画面の場合
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥webapps¥ecm_en¥WEB-INF

！

注意事 項
• 上書きインストールをすると，{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォル
ダ }¥etc フォルダ以下の設定ファイルも上書きされます。そのため，設定ファイルは et c
フォルダ以下からコピーしたものを使用し，配置ディスクリプタのコンテキストパラメタ
にもコピー先の設定ファイルを指定することを推奨します。
• コンテキストパラメタのパラメタ名は必ず指定してください。パラメタ名の指定を省略し
た場合の動作は保証しません。
• マニュアルに記載されていないパラメタが配置ディスクリプタ中に記述されています。そ
のパラメタの指定値は変更しないでください。

（1） 画面の表示言語に関する情報の設定
DocumentBroker Standard GUI の画面を日本語で表示するか，英語で表示するかを設
定します。設定するコンテキストパラメタを次の表に示します。

66

2.

表 2-17
項
番
1

環境設定

画面の表示言語に関する情報の設定項目

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更可否

web-app/
display-name

日本語画面
の場合
sContents
英語画面の
場合
sContents
_en

uCosminexus Application
Server に Web アプリケー
ションをデプロイする際の
アプリケーション名称を指
定します。
uCosminexus Application
Server に複数の Web アプリ
ケーションをデプロイする
場合，このパラメタの設定
が一意になるようにしてく
ださい。

任意

可

（凡例）
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更可能です。

（2） アプリケーションに関する情報の設定
アプリケーションに関する情報を設定するコンテキストパラメタを次の表に示します。
表 2-18
項番

アプリケーションに関する情報の設定項目

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

1

app.DocspaceId

673d2be0-d
1fd-11d0-ab
59-08002be
29e1d

DocumentBroker の文書空間識別
子を指定します。
指定を省略した場合は，
673d2be0-d1fd-11d0-ab59-08002
be29e1d が仮定されます。

任意

可

2

app.ServletMapp
ing

/Service

サーブレットのマッピングパス名
を指定します。
このパラメタには，/Service を必
ず指定してください。
この指定は省略できません。

任意

不可

3

app.AuthRetryC
ount

3

ログインのリトライ回数を，0 〜
20 の値で指定します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，3 が仮定
されます。
なお，0 を指定した場合は，リト
ライ回数をチェックしません。

任意

可

67

2.

環境設定

項番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

4

app.FetchCount
Max

200

文書の検索結果の取得件数を，0
〜 10000 の値で指定します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，200 が仮
定されます。
0 を指定した場合は，検索結果を
全件取得します。
フォルダ下の文書を画面の一覧領
域に表示する場合は，この指定が
適用されません。

任意

可

5

app.ListCount

20

画面の一覧領域に，1 ページ当た
り何件まで文書を表示するかを，
20 〜 1000 の値で指定します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，20 が仮定
されます。

任意

可

6

app.ActiveXUse

true

ActiveX コントロールを使用する
かどうかを，次に示す値で指定し
ます。
• true：ActiveX コントロールを
使用します。
• false：Act iveX コントロールを
使用しません。

任意

可

ただし，false を指定した場合で
も，電子署名機能を使用するとき
は，署名を行うマシンだけは
ActiveX コントロールを使用する
必要があります。
なお，電子署名機能を使用するか
どうかは，配置ディスクリプタ
（web.xm l）の
approve.SignatureType パラメタ
で指定します。
approve.SignatureType パラメタ
の値に 0 以外を指定した場合は，
署名を行うマシンで ActiveX コン
トロールを使用する設定にしてく
ださい。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，true が仮
定されます。
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7

パラメタ

app.SubDocMax

初期設定値

64
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説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

一つの文書に登録可能な関連ファ
イル数を，1 〜 64 の値で指定しま
す。
指定を省略した場合，
2147483647 までの正の整数以外
の値を指定した場合は，64 が仮定
されます。
なお，このパラメタの値を小さく
する場合は，次に示す条件式を満
たすようにパラメタの値を変更し
てください。
• app.SubDocMax パラメタの値
≧現在，登録している関連ファ
イル数

任意

可

この条件式を満たさない場合，文
書の更新やコピー処理でエラーに
なります。
8

app.SubDocAdd

5

ActiveX を使用しない場合に，同
時に追加できる関連ファイル数
を，1 〜 64 の値で指定します。た
だし，ここで指定した値と既存の
ファイル数の合計が
app.SubDocMax で指定した値を
超えてしまうときは，差分のファ
イル数が追加できるファイル数に
なります。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，5 が仮定
されます。
なお，ActiveX を使用する場合，
この指定は無視されます。

任意

可

9

app.CookieSize

1024

文書をチェックアウトして文書
ファイルをダウンロードするとき
に，ダウンロード先のパスを保存
する Cookie の使用領域を，512
〜 4096 の値で指定します（単位：
バイト）。
保存できる Cookie のサイズに上
限があるため，初期設定値の 1024
を使用することを推奨します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，1024 が仮
定されます。

任意

可
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項番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

10

app.DocListDefa
ultSortColumn

esysProp_M
odifyTime

［文書一覧］画面の表示時にどの
表示項目でソートするかを，ソー
トする項目の列名で指定します。
指定できるプロパティについて
は，「4.4(3) 記述できるキー」の
表 4-9 を参照してください。
ソートできない列名を指定した場
合，または指定を省略した場合
は，esysProp_ModifyTime が仮定
されます。不正な値を指定した場
合は，［文書一覧］画面の表示時
にエラーになります。

任意

可

11

app.DocListDefa
ultSortMode

DESC

［文書一覧］画面の表示時に文書
の表示を昇順にするか降順にする
かを指定します。次の値を指定し
ます。
• ASC：昇順
• DESC：降順

任意

可

指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，DESC が
仮定されます。
12

app.DocListDow
nloadAnchor

esysProp_N
ame

文書一覧画面で，ファイルをダウ
ンロードするアンカーを設定する
カラムを指定します。リスト表示
プロパティファイルに設定された
属性名で指定してください。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，各文書一
覧画面の 2 カラム目の項目（各リ
スト表示プロパティファイルの
prop.name.1 の項目）にアンカー
が設定されます。

任意

可

13

app.LdapObjDis
pMax

200

LDAP オブジェクト検索処理で，
リストに表示するオブジェクトの
最大件数を，20 〜 1000 の値で指
定します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，200 が仮
定されます。

任意

可
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14

パラメタ

app.ObjEveryone
Perm

初期設定値

None

環境設定

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

アクセス権の設定方式が「個別に
設定」の文書フォルダの下位に文
書フォルダを作成，または一般文
書を登録するとき，「全てのユー
ザ」のアクセス権を引き継ぐかど
うかを指定します。次の値を指定
します。
• Inherit：引き継ぎます。
• None：引き継がないで「なし」
を設定します。

任意

可

任意

可

任意

可

ただし，コピー先の文書フォルダ
のアクセス権設定方式が「個別に
設定」の場合に，文書をコピーし
たときは，None を指定しても，
「全てのユーザ」のアクセス権は，
コピー元の文書の「全てのユー
ザ」のアクセス権と同じになりま
す。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，None が
仮定されます。
15

app.SearchExpa

KAE

全文検索で異表記展開検索を使用
するかどうかを，次に示す値で指
定します。
• K：かたかな異表記
• A：アルファベット異表記
• E：全角半角異表記

nse ※

これらの値は，「KA」や「KAE」
のように，組み合わせて指定する
こともできます。
指定を省略した場合は，異表記展
開検索を行いません。
16

app.SearchDictio
nary

−

全文検索で同義語展開検索をする
ときに使用する同義語辞書名称を
指定します。
指定を省略した場合は，同義語展
開検索を行いません。
同義語辞書の作成と登録の方法
は，マニュアル「HiRDB Text
Search Plug-in」を参照してくだ
さい。
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項番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

17

app.WorkDirPat
h

日本語画面
の場合
c:¥Program
Files¥Hitac
hi
System¥Do
cBroker¥St
dGUI¥spool
¥work
英語画面の
場合
c:¥Program
Files¥Hitac
hi
System¥Do
cBroker¥St
dGUI¥spool
¥work_en

DocumentBroker Standard GUI
で使用する AP ワークフォルダの
フォルダ名をフルパスで指定しま
す。
この指定は省略できません。
AP ワークフォルダは，システム
管理者が事前に作成しておいてく
ださい。
AP ワークフォルダの下位に作成
されるフォルダとファイルは，処
理の完了時に削除されます。

必須

可

18

app.InfoUrl

/index.html

初期画面に表示するお知らせ画面
の URL を指定します。
指定を省略した場合は，/
index.html が仮定されます。

任意

可

19

app.PasswordMo
de

false

パスワード変更機能を使用するか
どうかを，次に示す値で指定しま
す。
• true：パスワード変更機能を使
用します。
• false：パスワード変更機能を使
用しません。

任意

可

指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
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項番

20

パラメタ

app.ACLObjNum

初期設定値

10

環境設定

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

アクセス権に設定できるユーザ，
グループ，および組織の最大件数
を，0 〜 64（DocumentBroker
サーバで指定できるアクセス制御
エレメント数の範囲内）の値で指
定します。
指定を省略した場合，
2147483647 までの正の整数以外
の値を指定した場合は，10 が仮定
されます。
例えば，このパラメタに 20 を指
定した場合，アクセス権に設定で
きるユーザ，グループ，および組
織の合計数が最大 20 件になりま
す。
0 を指定した場合，個々のユーザ，
グループ，および組織に対してア
クセス権を与えられません。この
とき，アクセス権を与えられるの
は，「所有者」または「全ての
ユーザ」だけになります。
なお，このパラメタの値を小さく
する場合は，次に示す条件式を満
たすようにパラメタの値を変更し
てください。
• app.ACLObjNum パラメタの値
≧現在，アクセス権に設定して
いるユーザ，グループ，および
組織の合計数

任意

可

任意

可

この条件式を満たさない場合，ア
クセス権の更新処理がエラーにな
ります。
21

app.DocTextUse

false

文書の作成時に全文検索テキスト
ファイルを指定できるようにする
かどうかを，次に示す値で指定し
ます。
• true：文書の作成時に全文検索
テキストファイルを指定できる
ようにします。
• false：文書の作成時に全文検索
テキストファイルを指定できな
いようにします。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
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項番

22

パラメタ

app.NodeFolder
Use

初期設定値

false

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

ノードフォルダの作成を許可する
かどうかを，次に示す値で指定し
ます。
• true：ノードフォルダの作成を
許可します。
• false：ノードフォルダの作成を
許可しません。

任意

可

指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
なお，このパラメタの指定値を
true から false に変更しても，作
成済みのノードフォルダは今まで
どおり使用できます。
23

app.EcmAdm inI
D

−

DocumentBroker のセキュリティ
管理者のユーザ ID を指定します。
公開文書の審査・承認の最終承認
を行う場合，または文書の更新履
歴数を制限する場合にこのパラメ
タの指定が必要になります。
approve.Use に true を指定した場
合，または，
app.DocHistoryNum に 1 以上の
値を指定した場合は，必ず指定し
てください。

必須

可

24

app.EcmAdm inP
assword

−

DocumentBroker のセキュリティ
管理者のパスワードを指定しま
す。公開文書の審査・承認の最終
承認を行う場合，または文書の更
新履歴数を制限する場合にこのパ
ラメタの指定が必要になります。
approve.Use に true を指定した場
合，または，
app.DocHistoryNum に 1 以上の
値を指定した場合は，必ず指定し
てください。

必須

可

25

app.UseScanner
Cooperation

複合機連携による文書登録機能を
使用するかどうかを，次に示す値
で指定します。
• true：複合機連携による文書登
録機能を使用します。
• false：複合機連携による文書登
録機能を使用しません。

任意

可

false

指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
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26

パラメタ

app.UseDocRelat
ionship

初期設定値

false

環境設定

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

文書リンク機能を使用するかどう
かを，次に示す値で指定します。
• true：文書リンク機能を使用し
ます。
• false：文書リンク機能を使用し
ません。

任意

可

指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
27

app.DocRelations
hipUpperbound

10

文書リンク機能で，一つの文書に
対して設定できる最大リンク数
を，1 〜 2147483647 の値で指定
します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，10 が仮定
されます。

任意

可

28

app.RenderingUs
e

false

一般文書のファイル形式変換機能
を使用するかどうかを，次に示す
値で指定します。
• true：ファイル形式変換機能を
使用します。
• false：ファイル形式変換機能を
使用しません。

任意

可

指定を省略した場合は，false が仮
定されます。
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項番

29

パラメタ

app.RenderingEx
tList

初期設定値

doc,
xls,
ppt,
txt

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

一般文書のファイル形式変換機能
を使用する場合の，変換対象の拡
張子を指定します。
複数の拡張子を指定するときは，
拡張子をコンマ（,）で区切って指
定します。
指定を省略した場合は，
doc,xls,ppt,txt が仮定されます。
例えば，Office 2007 の文書のファ
イル形式を変換する場合は，使用
するアプリケーションプログラム
に応じて，次の拡張子を追加しま
す。
• Word 2007：docm ,docx
• Excel 2007：xlsb,xlsm,xlsx
• PowerPoint 2007：pptm,pptx

任意

可

任意

可

また，Visio 文書のファイル形式
を変換する場合は，vsd を追加し
ます。
変換対象の文書に応じて，
DocumentBroker Rendering
Option のバージョンを確認し，設
定を変更してください。
DocumentBroker Rendering
Option の設定については，マニュ
アル「DocumentBroker
Rendering Option Version 3」ま
たは「DocumentBroker
Rendering Option Version 3（活
文 PDFstaff 編）」を参照してくだ
さい。
30

76

app.RenderingTy
pe

application/
pdf

一般文書のファイル形式変換機能
を使用する場合の，変換先のファ
イル形式の MIME タイプを指定
します。
このパラメタには，application/
pdf を必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
application/pdf が仮定されます。

2.

項番

31

パラメタ

app.UseBranchD
oc

初期設定値

false

環境設定

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

公開文書の分岐機能を使用するか
どうかを，次に示す値で指定しま
す。
• true：公開文書の分岐機能を使
用します。
• false：公開文書の分岐機能を使
用しません。

任意

可

任意

可

任意

可

任意

可

指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
32

app.UseBranchD
ocRelation

false

公開文書の分岐機能を使用する場
合に，分岐先の文書から分岐元の
文書に文書リンクするかどうか
を，次に示す値で指定します。
• true：分岐元の文書に文書リン
クします。
• false：分岐元の文書に文書リン
クしません。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。

33

app.Perm ission

true

ディレクトリサーバに定義した
ユーザの種別を使用するかどうか
を，次に示す値で指定します。
• true：ディレクトリサーバに定
義したユーザの種別を使用しま
す。
• false：ディレクトリサーバに定
義したユーザの種別を使用しま
せん。DocumentBroker Server
に設定したアクセス権だけを使
用します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，true が仮
定されます。

34

app.ReferenceFil
eUse

NO

リファレンスファイル文書化機能
を使用するかどうかを，次に示す
値で指定します。
• NO：リファレンスファイル文
書化機能を使用しません。
• WORM：リファレンスファイ
ル文書化機能を使用します。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，NO が仮
定されます。
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項番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

35

app.ReferenceCo
ntentBasePath

−

リファレンスファイル文書のコン
テント格納先ベースパスを，フル
パスまたは UNC 形式で指定しま
す。
なお，指定先のフォルダはあらか
じめ作成しておく必要がありま
す。
リファレンスファイル文書化機能
を使用する場合は，必ず指定して
ください。
格納先ベースパスに指定できる形
式は，DocumentBroker Server を
使用しているマシンの OS に依存
します。指定できる形式について
は，マニュアル
「DocumentBroker Version 3 シ
ステム導入・運用ガイド」を参照
してください。

任意

可

36

app.ReferenceCo
ntentPath

ECM

リファレンスファイル文書のコン
テント格納先を，
app.ReferenceContentBasePath
からの相対パスで指定します。
リファレンスファイル文書化機能
を使用する場合は，必ず指定して
ください。

任意

可

37

app.DocHistoryN
um

0

文書の更新履歴数の保存件数を 0
〜 2147483647 の値で指定しま
す。
0 を指定した場合，指定を省略し
た場合，または不正な値を指定し
た場合は，保存件数の制限はなし
と仮定されます。
1 以上の値を指定した場合，
app.Ecm AdminID および
app.Ecm AdminPassword は必ず
指定する必要があります。

任意

可
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項番

38

パラメタ

app.CapacityLim
itationUse

初期設定値

false

環境設定

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

フォルダの容量制限機能を使用す
るかどうかを，次に示す値で指定
します。この指定は，運用を開始
したあとに変更しないでくださ
い。
• true：フォルダの容量制限機能
を使用します。
• false：フォルダの容量制限機能
を使用しません。

任意

不可

false を指定した場合，［フォルダ
の作成］画面および［フォルダの
プロパティ］画面には次の項目が
表示されません。
• ［容量制限］
• ［登録可能な容量］
• ［使用済み容量］（［フォルダの
プロパティ］画面だけ）
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
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項番

39

パラメタ

app.DocUrlMain
Window

初期設定値

open

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

DocumentBroker Standard GUI
のメイン画面を表示した状態で，
文書の URL から文書ファイルを
参照した場合，新しく開いた
DocumentBroker Standard GUI
のメイン画面を自動的に閉じるか
どうかを次の値で指定します。
• open：文書の URL から文書
ファイルを参照した場合に，新
しく Docum ent Broker
Standard GUI のメイン画面を
表示します。
• close：文書の URL から文書
ファイルを参照した場合に，新
しく開いた Docum ent Broker
Standard GUI のメイン画面を
自動的に閉じます。

任意

可

文書の URL を選択したときに別
ブラウザのウィンドウが起動する
設定にしていた場合，メールや
HTML 中に配置された複数の文書
の URL を続けて選択すると，
DocumentBroker Standard GUI
のメイン画面が複数開いた状態に
なります。close を指定すること
で，DocumentBroker Standard
GUI のメイン画面を自動的に閉じ
ることができます。ただし，
DocumentBroker Standard GUI
のメイン画面を自動的に閉じた場
合，自動でのログアウト処理は行
われません。そのため，セッショ
ンのタイムアウトまで，ログイン
ユーザ数が，一時的に増加するこ
とになります。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，open が仮
定されます。

80

2.

項番

40

パラメタ

app.FrontPath

初期設定値

−

環境設定

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

負荷分散機による負荷分散処理を
使用する際に指定します。
このパラメタを指定すると，文書
の URL・審査・承認依頼メール中
の URL における，プロトコル，
ホスト名，ポート番号の指定を，
負荷分散機に合わせることができ
ます。
指定例を次に示します。
（例 1）
使用プロトコル：HTTP
負荷分散機のホスト名：
docsrv.xxx.co.jp
ポート番号：8080
結果
http://docsrv.xxx.co.jp:8080

任意

可

（例 2）
使用プロトコル：HTTPS
負荷分散機のホスト名：
docsrv.xxx.co.jp
ポート番号：SSL 通信でのデ
フォルトの場合
結果
https://docsrv.xxx.co.jp
ただし，指定した値のフォーマッ
トが妥当かどうかはチェックされ
ません。
指定を省略した場合，HTTP のリ
クエストから使用プロトコル，ホ
スト名，ポート番号を取得しま
す。
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項番

41

82

パラメタ

app.UploadSize

初期設定値

0

説明

登録可能な文書ファイルの最大サ
イズを指定します。
文書ファイルのファイルサイズ
が，ここで指定した値を超えてい
ないかチェックを行います。
指定できる範囲は 0 〜
2147483647（バイト）です。
0 を指定した場合，文書ファイル
の最大サイズのチェックを行いま
せん。なお，最大サイズのチェッ
クは主ファイルと関連ファイルの
合計ではなく，ファイルごとに行
います。
ファイルサイズが大きい場合，文
書の操作にかなりの時間が必要と
なり，メモリ所要量が増大するた
め，システムに負荷が掛かりま
す。
さらに，物理メモリを増強して
も，プロセスに割り当てられるメ
モリ所要量には限界があります。
このため，文書ファイルの最大サ
イズは 20MB まで（稼働環境にお
いて物理的にメモリを確保できる
ことが前提）を推奨します。
指定を省略した場合，0 が仮定さ
れます。
すでに登録済みの文書を登録する
場合（例えば文書のコピー操作で
［文書ファイル］項目の初期入力
値を変更せずに文書を作成した場
合），文書ファイルのファイルサ
イズはチェックされません。
なお，次の場合に 0 以外を指定し
たときは，ファイルサイズチェッ
クはクライアントでは行われませ
ん。Web サーバにファイルが転送
されてから Web サーバでファイ
ルサイズチェックが行われます。
• 配置ディスクリプタ
（Web.xml）の app.ActiveXUse
パラメタに false を設定してい
る場合
• 配置ディスクリプタ
（Web.xml）の app.ActiveXUse
パラメタに true を設定してい
る場合で，
activex.FsCabFileName に
NOUSE を指定しているとき

環境構
築時の
設定

変更可
否

任意

可
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項番

パラメタ

初期設定値

環境設定

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

42

app.SearchWord
LengthMin

0

文書検索領域の「キーワード」，
文書詳細検索領域の「全てのキー
ワードを含む条件」，「いずれかの
キーワードを含む条件」の指定
で，入力しないといけない各キー
ワードのバイト数を指定します。
各キーワードの最低バイト数を制
限することで，検索の性能を向上
できます。
指定できる範囲は，0 〜 255（バ
イト）です。検索時に，ここで指
定した値以上であるかをチェック
します。0 を指定した場合は，バ
イト数のチェックをしません。
指定を省略した場合，0 が仮定さ
れます。

任意

可

43

app.SearchWord
LengthNotMax

0

文書詳細検索領域の「キーワード
を含まない条件」の指定で，入力
できる各キーワードのバイト数を
指定します。
各キーワードの最高バイト数を制
限することで，検索の性能を向上
できます。
指定できる範囲は，0 〜 255（バ
イト）です。検索時に，ここで指
定した値以下であるかをチェック
します。0 を指定した場合は，バ
イト数のチェックをしません。
指定を省略した場合，0 が仮定さ
れます。

任意

可
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項番

44

パラメタ

app.VisibleIndex
Stat us

初期設定値

false

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

文書のプロパティ画面の［基本情
報領域］，および［関連ファイル
領域］に，「全文検索」を表示す
るかどうかを指定します。
• true：表示します。
• false：表示しません。

任意

可

任意

可

指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
true を指定した場合は , 文書のプ
ロパティ画面の「全文検索」欄に
次の内容※ 2 が表示されます。
• 文書ファイル未登録
• インデクス未作成
• インデクス作成済
• インデクス不一致
• インデクス作成不可
なお，履歴画面および案件文書に
関する文書のプロパティ画面で
は，「全文検索」プロパティを表
示しません。
45

app.VisibleCheck
OutUser

false

文書のプロパティ画面の［基本情
報領域］，および［関連ファイル
領域］に「チェックアウト中ユー
ザ」を表示するかどうかを指定し
ます。
• true：表示します。
• false：表示しません。
指定を省略した場合，または不正
な値を指定した場合は，false が仮
定されます。
true を指定した場合は，チェック
アウトユーザ名が表示されます
が，チェックアウト中以外の文書
の場合は，チェックアウト中ユー
ザ欄には何も表示されません。
なお，文書履歴一覧画面および公
開文書に関する文書のプロパティ
画面では，「チェックアウト中
ユーザ」プロパティを表示しませ
ん。
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46

パラメタ

app.UploadableE
xtListMode

初期設定値

NOUSE

説明

パラメタ値
「app.UploadableExtList」に指定
した拡張子のファイルについて，
DocumentBroker Standard GUI
へのアップロードを許可するかを
指定します。
• NOUSE：登録可能なファイル
形式の制限機能を使用しませ
ん。
• PERMIT：指定した拡張子の
アップロードを許可します。
• REFUSE：指定した拡張子の
アップロードを拒否します。

環境構
築時の
設定
任意

環境設定

変更可
否

可
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項番

47

パラメタ

初期設定値

app.UploadableE
xtList

""
( 空の指定を
意味する )

説明

DocumentBroker Standard GUI
へのアップロードを許可，または
拒否する拡張子の一覧 ( リスト )
を ","（コンマ）区切りで指定しま
す。
指定した拡張子の一覧 ( リスト )
を，登録許可リストとして扱う
か，登録拒否リストとして扱うか
はパラメタ値
「app.UploadableExtListMode」
の設定に従います。
拡張子の大小文字は区別しませ
ん。また，同じ拡張子の複数回指
定は許可します。
指定できる値は 1,000 バイトまで
です。指定できる値を超えた場合
は，1,001 バイト目が ","（コン
マ）の場合は 1,000 バイト目まで
の指定を有効とします。1,001 バ
イト目が ","（コンマ）以外の場合
は，1,000 バイト目からさかの
ぼって，最初に出現した ","（コン
マ）の 1 バイト前までの値の指定
を有効とします。
","（コンマ）だけを指定した場
合，および ""（空白）を指定した
場合は拡張子なしを意味します。
• 指定例 1：doc,xls,ppt,txt
（doc，xls，ppt，txt を指定）
• 指定例 2：,doc,xls,ppt
（拡張子なし，doc，xls，ppt を
指定）
運用中に設定を変更した場合は，
操作に影響※ 3 するおそれがあり
ます。登録できる拡張子を見直し
てください。なお，システムに登
録済みのファイルの拡張子が，新
たに登録拒否リストに指定された
場合でも文書の参照は可能です。

（凡例）
−：未定義
必須：環境構築時に設定が必須です。
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更できます。
不可：設定した値を変更できません。
注※ 1
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HiRDB Text Search Plug-in Version 7 以降を使用し，かたかな異表記展開検索を実
行する場合は，HiRDB Text Search Plug-in Version 7 以降の部分展開検索モードの
設定を検討することを推奨します。
部分展開検索モードの詳細については，マニュアル「HiRDB 全文検索プラグイン
HiRDB Text Search Plug-in Version 7」
，または「HiRDB 全文検索プラグイン
HiRDB Text Search Plug-in Version 8」を参照してください。
注※ 2
app.VisibleIndexStatus パラメタに「true」を指定した場合，文書のプロパティ画
面の「全文検索」欄に次の内容が表示されます。
項番

画面上の表示内容

意味

1

文書ファイル未登
録

文書ファイルが登録されていない。

2

インデクス未作成

• 文書ファイルは登録されているが，全文検索インデクスは作成されてい
ない。
• 最新バージョンの文書に対して全文検索インデクスが作成されていな
い。
なお，どのようなキーワードを指定した検索の場合でも，インデクス未作
成状態の文書はヒットしません。

3

インデクス作成済

文書ファイルが登録されていて，対応する全文検索インデクスも作成され
ている。

4

インデクス不一致

最新バージョンに全文検索インデクスは作成されているが，チェックイン
前の文書を元に作成されている（チェックアウト中に全文検索インデクス
が作成された場合）。
インデクス不一致状態の文書は，チェックイン前の文書を基に作成した全
文検索インデクスに基づいてヒットします。

5

インデクス作成不
可

全文検索テキストの作成時にエラーが発生し，全文検索インデクスが作成
できなかった。

注※ 3
app.UploadableExtList パラメタに指定した値を変更した場合，次の操作に影響す
る場合があります。
項番

操作

影響内容

1

文書新規作成

登録拒否リストに指定した拡張子のファイルは登録できなくなります。

2

チェックイン

チェックアウトしたファイルの拡張子が登録拒否リストに指定された場
合，チェックインできなくなります。

3

文書のコピー

コピー元文書のファイルの拡張子が登録拒否リストに指定されている場
合，コピーできなくなります。

4

空文書にファイル
を登録

登録拒否リストに指定した拡張子のファイルは登録できなくなります。

5

公開文書の改訂

チェックアウトしたファイルの拡張子が登録拒否リストに指定された場
合，チェックインできなくなります。
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項番
6

操作

影響内容

公開文書の分岐

分岐した案件をチェックアウトしたあとで，チェックアウトしたファイル
の拡張子が登録拒否リストに指定された場合，チェックインできなくなり
ます。

（3） ディレクトリサーバに関する情報の設定
ディレクトリサーバに関する情報を設定するコンテキストパラメタを次の表に示します。
表 2-19
項
番

ディレクトリサーバに関する情報の設定項目

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更可否

1

ldap.HostName

localhost

ディレクトリサーバのホスト
名称を指定します。
指定を省略した場合は，
localhost が仮定されます。

必須

可

2

ldap.Port

389

ディレクトリサーバのポート
番号を指定します。
指定を省略した場合，または
不正な値を指定した場合は，
389 が仮定されます。

必須

可

3

ldap.SearchUser
Base

OU=people
,
DC=hitach
i,
DC=jp

ユーザ情報検索のベースとな
る DN を指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

4

ldap.SearchOrgB
ase

OU=unit,
DC=hitach
i,
DC=jp

組織情報検索のベースとなる
DN を指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

5

ldap.SearchGrou
pBase

OU=group,
DC=hitach
i,
DC=jp

グループ情報検索のベースと
なる DN を指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

6

ldap.UserId

sAMAccou
ntName

ユーザ ID として使用する
ユーザエントリのプロパティ
名を指定します。使用する
ディレクトリサーバの種類に
よって指定する値が異なりま
す。次に示すどちらかの値を
指定してください。
• Active Directory の場合：
sAMAccount Nam e
• Sun Java System Directory
Server の場合：uid

必須

可

この指定は省略できません。
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項
番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更可否

7

ldap.DisplayUser
Name

displayNa
me

ユーザの表示名称として使用
するユーザエントリのプロパ
ティ名を指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

8

ldap.OrgId

sAMAccou
ntName

組織 ID として使用する組織
エントリのプロパティ名を指
定します。使用するディレク
トリサーバの種類によって指
定する値が異なります。次に
示すどちらかの値を指定して
ください。
• Active Directory の場合：
sAMAccountNam e
• Sun Java System Directory
Server の場合：cn

必須

可

この指定は省略できません。
9

ldap.DisplayOrg
Name

description

組織の表示名称として使用す
る組織エントリのプロパティ
名を指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

1
0

ldap.GroupId

sAMAccou
ntName

グループ ID として使用する
グループエントリのプロパ
ティ名を指定します。使用す
るディレクトリサーバの種類
によって指定する値が異なり
ます。次に示すどちらかの値
を指定してください。
• Active Directory の場合：
sAMAccountNam e
• Sun Java System Directory
Server の場合：cn

必須

可

この指定は省略できません。
1
1

ldap.DisplayGrou
pName

description

グループの表示名称として使
用するグループエントリのプ
ロパティ名を指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

1
2

ldap.MailAddress

mail

ユーザのメールアドレスとし
て使用するユーザエントリの
プロパティ名を指定します。
審査・承認時のメールによる
通知機能を使用する場合，こ
の指定は省略できません。

任意

可

89

2.

項
番

環境設定

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更可否

1
3

ldap.Privilege

userType

ユーザのユーザ種別 ID とし
て使用するユーザエントリの
プロパティ名を指定します。
この指定は省略できません。
DocumentBroker Server に設
定したアクセス権だけを使用
する場合，この指定は省略で
きます。

必須

可

1
4

ldap.BelongOu

ou

ユーザの所属組織 ID として
使用するユーザエントリのプ
ロパティ名を指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

1
5

ldap.Password

unicodePw
d

ユーザのパスワードとして使
用するユーザエントリのプロ
パティ名を指定します。使用
するディレクトリサーバの種
類によって指定する値が異な
ります。次に示すどちらかの
値を指定してください。
• Active Directory の場合：
unicodePwd
• Sun Java System Directory
Server の場合：
userPassword

必須

可

この指定は省略できません。
1
6

ldap.AdminDn

1
7

ldap.AdminPassw
ord

1
8

ldap.SSLPort

90

CN=Admi
nistrator,
CN=Users,
DC=hitach
i,
DC=local

ディレクトリサーバのアドミ
ニストレーター権限を持つ
ユーザの DN を指定します。
パスワード変更機能を使用す
る場合，および
ldap.Anonym ousAccess に
false を指定した場合，この指
定は省略できません。

任意

可

−

ディレクトリサーバのアドミ
ニストレーター権限を持つ
ユーザのパスワードを指定し
ます。
パスワード変更機能を使用す
る場合，および
ldap.Anonym ousAccess に
false を指定した場合，この指
定は省略できません。

任意

可

ディレクトリサーバの SSL
ポート番号を指定します。パ
スワード変更処理をする場合
に使用します。
指定を省略した場合は，636
が仮定されます。

任意

可

636

2.

項
番

パラメタ

初期設定値

環境設定

説明

環境構築時
の設定

変更可否

組織およびグループの所属メ
ンバーとして使用するプロパ
ティ名を指定します。使用す
るディレクトリサーバの種類
によって指定する値が異なり
ます。次に示すどちらかの値
を指定してください。
• Active Directory の場合：
member
• Sun Java System Directory
Server の場合：
uniqueMember

必須

可

1
9

ldap.Member

member

2
0

ldap.objectClass

objectClas
s

ディレクトリサーバのオブ
ジェクトクラスのプロパティ
名を指定します。
このパラメタには，
objectClass を必ず指定してく
ださい。
この指定は省略できません。

任意

不可

2
1

ldap.UserObjClas
s

user

ディレクトリサーバのユーザ
情報を示すオブジェクトのク
ラスタイプを指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

2
2

ldap.OrgObjClass

group

ディレクトリサーバの組織情
報を示すオブジェクトのクラ
スタイプを指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

2
3

ldap.GroupObjCl
ass

group

ディレクトリサーバのグルー
プ情報を示すオブジェクトの
クラスタイプを指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

2
4

ldap.CacertsPath

Java 実行環境でのキーストア
ファイルのパスを指定します。
パスワード変更機能を使用す
る場合，この指定は省略でき
ません。

任意

可

2
5

ldap.ldap

ディレクトリサーバに接続す
るときの URI 先頭部分を指定
します。
このパラメタには，ldap:// を
必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
ldap:// が仮定されます。

任意

不可

この指定は省略できません。

−

ldap://

91

2.

項
番

環境設定

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更可否

2
6

ldap.ldaps

ldaps://

ディレクトリサーバに SSL 接
続するときの URI 先頭部分を
指定します。
このパラメタには，ldaps://
を必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
ldaps:// が仮定されます。

任意

不可

2
7

ldap.UnicodePass
wordMode

true

パスワードの文字列を
Unicode に変換して設定する
かどうかを，次に示す値で指
定します。
• true：パスワードの文字列
を Unicode に変換して設定
します。Active Directory
を使用する場合は true を指
定してください。
• false：パスワードの文字列
を Unicode に変換しない
で，入力値のまま設定しま
す。Sun Java System
Directory Server を使用す
る場合は false を指定して
ください。

任意

可

任意

可

指定を省略した場合，または
不正な値を指定した場合は，
true が仮定されます。
2
8

ldap.Anonymous
Access

true

ディレクトリサービスに対し
て認証方式を指定します。
• true：ディレクトリサービ
スに対して匿名でバインド
します。
• false：ディレクトリサービ
スに対して認証を行ってバ
インドします。
指定を省略した場合，または
不正な値を指定した場合は，
true が仮定されます。
false を指定した場合は，ディ
レクトリサービスに対して認
証に使用する DN 名とパス
ワードをそれぞれ，
ldap.AdminDn，
ldap.AdminPassword に指定
してください。

（凡例）
−：未定義
必須：環境構築時に設定が必須です。
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
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可：ユーザが任意に変更できます。
不可：設定した値を変更できません。

（4） 審査・承認に関する情報の設定
審査・承認に関する情報を設定するコンテキストパラメタを次の表に示します。
なお，項番 2 以降は，審査・承認時に送信するメールに関する情報を設定するコンテキ
ストパラメタです。
表 2-20
項番

1

審査・承認に関する情報の設定項目

パラメタ

approve.Use

初期設定値

true

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

審査・承認機能および公開フォルダ
を使用するかどうかを，次に示す値
で指定します。
• true：審査・承認機能および公開
フォルダを使用します。
• false：審査・承認機能および公開
フォルダを使用しません。

任意

可

任意

可

指定を省略した場合，または不正な
値を指定した場合は，t rue が仮定さ
れます。
false を指定した場合，審査・承認機
能に関するほかのパラメタを指定し
ても，その指定は無視されます。ま
た，公開フォルダを使用できませ
ん。
2

smt p.Host

localhost

SMTP サーバのホスト名称を指定し
ます。
指定を省略した場合は，localhost が
仮定されます。

93

2.

環境設定

項番

3

パラメタ

sm tp.Mode

初期設定値

false

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

審査・承認時のメールによる通知機
能を使用するかどうかを，次に示す
値で指定します。
• true：メールによる通知機能を使
用します。
• false：メールによる通知機能を使
用しません。

任意

可

指定を省略した場合，または不正な
値を指定した場合は，false が仮定さ
れます。
false を指定した場合（false が仮定
される場合も含む），審査・承認時
のメールによる通知機能に関するほ
かのパラメタを指定しても，その指
定は無視されます。
審査・承認時のメールによる通知機
能を使用する設定とした場合でも，
メール通知を行うユーザのメールア
ドレスが設定されていないときはエ
ラーとせず，メール通知を行いませ
ん。
4

sm tp.SysMa
ilAddress

−

審査・承認時のメール送信者のメー
ルアドレスを指定します。
メールによる通知機能を使用する場
合，この指定は省略できません。

任意

可

5

sm tp.SysUs
er

−

審査・承認時のメール送信者の名称
を指定します。
メールによる通知機能を使用する場
合，この指定は省略できません。

任意

可

6

approve.Ma
ilTit leReque
st

審査・承認依頼

審査・承認依頼時，および最終承認
でない審査・承認実行時に送信する
メールの主題を指定します。
指定を省略した場合は，「審査・承
認依頼」が仮定されます。

任意

可

7

approve.Ma
ilTit leComp
lete

審査・承認完了

最終承認の審査・承認完了時に送信
するメールの主題を指定します。
指定を省略した場合は，「審査・承
認完了」が仮定されます。

任意

可

8

approve.Ma
ilTit leNG

審査・承認却下

審査・承認却下時に送信するメール
の主題を指定します。
指定を省略した場合は，「審査・承
認却下」が仮定されます。

任意

可
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パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

9

approve.Ma
ilRequest Pa
th

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hit achi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
mail¥MailReque
st.txt
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hit achi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
mail_en¥MailRe
quest.txt

審査・承認依頼時，および最終承認
でない審査・承認実行時に送信する
メールの本文用テキストファイルの
ファイル名をフルパスで指定しま
す。
メールによる通知機能を使用する場
合，この指定は省略できません。

任意

可

10

approve.Ma
ilCom pleteP
ath

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hit achi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
mail¥MailCompl
ete.txt
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hit achi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
mail_en¥MailCo
mplete.txt

最終承認の審査・承認完了時に送信
するメールの本文用テキストファイ
ルのファイル名をフルパスで指定し
ます。
メールによる通知機能を使用する場
合，この指定は省略できません。

任意

可

11

approve.Ma
ilNGPath

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hit achi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
mail¥MailNG.txt
英語画面の場合
c:¥Program Files
¥Hit achi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
mail_en¥MailN
G.txt

審査・承認却下時に送信するメール
の本文用テキストファイルのファイ
ル名をフルパスで指定します。
メールによる通知機能を使用する場
合，この指定は省略できません。

任意

可
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項番

12

パラメタ

approve.Wo
rkItemChec
kMode

初期設定値

All

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

審査・承認時の案件確認で，既読
チェックのチェック対象を指定しま
す。
指定できる値を次に示します。
• All：主ファイルおよび関連ファイ
ルのすべてをチェック対象としま
す。
• Main：主ファイルのみチェック
対象とします。
• None：既読チェック機能は使用
しません。

任意

可

指定を省略した場合，または不正な
値を指定した場合は，All が仮定さ
れます。

（凡例）
−：未定義
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更できます。

（5） 電子署名機能とタイムスタンプ機能に関する情報の設定
電子署名機能とタイムスタンプ機能に関する情報を設定するコンテキストパラメタを次
の表に示します。
表 2-21
項番

1

電子署名機能とタイムスタンプ機能に関する情報の設定項目

パラメタ

approve.Signatur
eType

初期設定値

0

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

電子署名またはタイムスタンプを使
用するかどうかを，次に示す値で指
定します。
• 0：電子署名およびタイムスタン
プを使用しません。
• 1：ヒステリシス署名を使用しま
す。
• 4：標準的な署名を使用します。
• 5：タイムスタンプを使用します。

任意

可

指定を省略した場合，または不正な
値を指定した場合は，0 が仮定され
ます。
なお，Web サービスの OS が
Windows Server 2003 R2 x64，また
は Windows Server 2008 の場合，0
を指定してください。
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パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

2

approve.TrustPoi
ntCreat eUser

−

信頼ポイントを作成できるユーザ
ID を指定します。
ヒステリシス署名を使用する場合，
この指定は省略できません。

任意

可

3

approve.SigSvUs
erId

−

ProofboxLibrary 履歴管理サーバの
OS のユーザ ID を指定します。
ヒステリシス署名を使用する場合，
この指定は省略できません。

任意

可

4

approve.SigSvUs
erPassword

−

ProofboxLibrary 履歴管理サーバの
OS のパスワードを指定します。
ヒステリシス署名を使用する場合，
この指定は省略できません。

任意

可

5

approve.Signatur
eClass

jp.co.hitachi
_system.sCo
ntents.Flow.
DecmFlowS
ignaturePB
L

ProofboxLibrary 履歴管理サーバへ
の署名データの登録，および署名
データの検証をするためのクラス
パッケージ名称を指定します。
このパラメタには，
jp.co.hitachi_system.sContents.Flo
w.DecmFlowSignaturePBL を必ず
指定してください。
ヒステリシス署名を使用する場合，
この指定は省略できません。

任意

不可

6

approve.SignCab
Name

ecmpsign.ca
b

電子署名 ActiveX コントロールの
ファイル名を指定します。
このパラメタには，ecmpsign.cab を
必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
ecmpsign.cab が仮定されます。

任意

不可

7

approve.SignCab
Ver

1.0.0.1

電子署名 ActiveX コントロールの
バージョン番号を指定します。
このパラメタには，1.0.0.1 を必ず指
定してください。
指定を省略した場合は，1.0.0.1 が仮
定されます。

任意

不可

8

approve.SignCla
ssId

D801640B-4
CC6-4944-8
906-41F1C
D4B8171

電子署名 ActiveX コントロールのク
ラス ID を指定します。
このパラメタには，
D801640B-4CC6-4944-8906-41F1C
D4B8171 を必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
D801640B-4CC6-4944-8906-41F1C
D4B8171 が仮定されます。

任意

不可

（凡例）
−：未定義
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更できます。
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不可：設定した値を変更できません。

（6） CGI トレース情報とエラートレース情報に関する情報の設定
CGI トレース情報とエラートレース情報に関する情報を設定するコンテキストパラメタ
を次の表に示します。
表 2-22
項
番

CGI トレース情報とエラートレース情報に関する情報の設定項目

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更可否

1

log.TraceDir

日本語画面
の場合
c:¥Progra
m
Files¥Hita
chi
System¥D
ocBroker¥
StdGUI¥s
pool¥trace
英語画面の
場合
c:¥Progra
m
Files¥Hita
chi
System¥D
ocBroker¥
StdGUI¥s
pool¥trace
_en

CGI トレースファイルを出力
するフォルダをフルパスで指
定します。
CGI トレース情報を出力する
場合，この指定は省略できま
せん。
なお，指定するフォルダは，
システム管理者が事前に作成
しておいてください。

必須

可

2

log.TraceMode

true

CGI トレース情報を出力する
かどうかを，次に示す値で指
定します。
• true：CGI トレース情報を
出力します。
• false：CGI トレース情報を
出力しません。

任意

可

指定を省略した場合，または
不正な値を指定した場合は，
true が仮定されます。
false を指定した場合，CGI
トレース情報に関するほかの
パラメタを指定しても，その
指定は無視されます。
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項
番

パラメタ

初期設定値

説明

環境設定

環境構築時
の設定

変更可否

CGI トレースファイルのファ
イルサイズの上限を，
1048576 〜 2147483647 の値
で指定します（単位：バイ
ト）。
指定を省略した場合，または
不正な値を指定した場合は，
1048576 が仮定されます。
ファイルサイズの上限を超え
た場合の動作については，
「3.3.1 CGI トレース情報」
を参照してください。

任意

可

3

log.TraceSize

1048576

4

log.TraceNum

5

CGI トレースファイルのバッ
クアップファイルの作成数の
上限を，1 〜 20 の値で指定し
ます。
指定を省略した場合は，5 が
仮定されます。

任意

可

5

log.ErrorDir

日本語画面
の場合
c:¥Progra
m
Files¥Hita
chi
System¥D
ocBroker¥
StdGUI¥s
pool¥errtr
ace
英語画面の
場合
c:¥Progra
m
Files¥Hita
chi
System¥D
ocBroker¥
StdGUI¥s
pool¥errtr
ace_en

エラートレースファイルを出
力するフォルダをフルパスで
指定します。
エラートレース情報を出力す
る場合，この指定は省略でき
ません。
なお，指定するフォルダは，
システム管理者が事前に作成
しておいてください。

必須

可
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項
番
6

パラメタ
log.ErrorMode

初期設定値
true

説明

環境構築時
の設定

変更可否

エラートレース情報を出力す
るかどうかを，次に示す値で
指定します。
• true：エラートレース情報
を出力します。
• false：エラートレース情報
を出力しません。

任意

可

エラートレースファイルの
ファイルサイズの上限を，
1048576 〜 2147483647 の値
で指定します（単位：バイ
ト）。
指定を省略した場合，または
不正な値を指定した場合は，
1048576 が仮定されます。
ファイルサイズの上限を超え
た場合の動作については，
「3.3.2 エラートレース情報」
を参照してください。

任意

可

エラートレースファイルの
バックアップファイルの作成
数の上限を，1 〜 20 の値で指
定します。
指定を省略した場合は，5 が
仮定されます。

任意

可

指定を省略した場合，または
不正な値を指定した場合は，
true が仮定されます。
false を指定した場合，エラー
トレース情報に関するほかの
パラメタを指定しても，その
指定は無視されます。
7

log.ErrorSize

1048576

8

log.ErrorNum

5

（凡例）
必須：環境構築時に設定が必須です。
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更できます。

（7） 監査証跡ログに関する情報の設定
監査証跡ログに関する情報を設定するコンテキストパラメタを次の表に示します。
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監査証跡ログに関する情報の設定項目

項
番

パラメタ

1

inspect ion.
TraceMode

初期設
定値
true

説明

環境構築時
の設定

変更可否

監査証跡ログを取得するかどうかを，
次に示す値で指定します。
• true：監査証跡ログを取得します。
• false：監査証跡ログを取得しませ
ん。

任意

可

任意

可

指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，true が仮定されま
す。
false を指定した場合，監査証跡ログに
関するほかのパラメタを指定しても，
その指定は無視されます。
2

inspect ion.
SubTrace

false

文書全体に対する操作を実行したとき
に，関連ファイルのログも取得するか
どうかを，次に示す値で指定します。
• true：関連ファイルの監査証跡ログ
を取得します。
• false：関連ファイルの監査証跡ログ
を取得しません。
対象となる操作は次のとおりです。
• D_CRT：文書の作成
• D_COT：文書のチェックアウト
• D_CCA：文書のチェックアウト取
り消し
• D_CIN：文書のチェックイン
• D_PRE：文書のプロパティ参照
• D_PUB：文書のプロパティ更新
（変更前）
• D_PUA：文書のプロパティ更新
（変更後）
• D_TRS：文書のごみ箱への削除
• D_TRR：文書をごみ箱から元の場所
に移す
• D_DEL：文書の削除
• D_VERDEL：文書の履歴削除
• D_CPB：文書のコピー（コピー元）
• D_CPA：文書のコピー（コピー先）
• D_MVB：文書の移動（移動元）
• D_MVA：文書の移動（移動先）
指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，false が仮定されま
す。
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項
番

パラメタ

3

inspect ion.
ReadTrace

初期設
定値
false

説明

環境構築時
の設定

変更可否

フォルダと文書のプロパティの参照，
フォルダと文書のアクセス権の参照，
ファイルのダウンロード，および更新
履歴の参照時に監査証跡ログを取得す
るかどうかを，次に示す値で指定しま
す。
• true：監査証跡ログを取得します。
• false：監査証跡ログを取得しませ
ん。

任意

可

任意

可

任意

可

任意

可

任意

可

指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，false が仮定されま
す。
4

inspect ion.
FolderTrac
e

true

フォルダの操作時に監査証跡ログを取
得するかどうかを，次に示す値で指定
します。
• true：監査証跡ログを取得します。
• false：監査証跡ログを取得しませ
ん。
指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，t rue が仮定されま
す。

5

inspect ion.
Document
Trace

true

文書の操作時に監査証跡ログを取得す
るかどうかを，次に示す値で指定しま
す。
• true：監査証跡ログを取得します。
• false：監査証跡ログを取得しませ
ん。
指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，t rue が仮定されま
す。

6

inspect ion.
UserTrace

true

ログインおよびログアウト時に監査証
跡ログを取得するかどうかを，次に示
す値で指定します。
• true：監査証跡ログを取得します。
• false：監査証跡ログを取得しませ
ん。
指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，t rue が仮定されま
す。

7
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Inspection.
FetchCoun
tMax

200

監査証跡ログの検索結果の最大取得件
数を，0 〜 10000 の値で指定します。
0 を指定した場合は，検索結果を全件
取得します。
指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，200 が仮定されま
す。

2.

項
番

パラメタ

初期設
定値

8

Inspection.
ListCount

20

環境設定

説明

環境構築時
の設定

変更可否

監査証跡ログの検索結果を一覧表示す
るときの，1 ページ当たりの表示件数
を，20 〜 1000 の値で指定します。
指定を省略した場合，または不正な値
を指定した場合は，20 が仮定されま
す。

任意

可

（凡例）
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更できます。

（8） プロパティファイルに関する情報の設定
プロパティファイルに関する情報を設定するコンテキストパラメタを次の表に示します。
表 2-24
項番

プロパティファイルに関する情報の設定項目

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

1

def.MessageFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥Mess
age.properties
英語画面の場合
c:¥ProgramFiles
¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥M
essage.propert ies

メッセージ定義ファイルの
ファイル名をフルパスで指定
します。
この指定は省略できません。

必須

可

2

def.TextFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥Text.
properties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥te
xt.properties

固定リテラル情報定義ファイ
ルのファイル名をフルパスで
指定します。
この指定は省略できません。

必須

可
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項番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

3

def.DocPropFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥DocP
rop.propert ies
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥D
ocProp.properties

文書システムプロパティ定義
ファイルのファイル名をフル
パスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

4

def.DocUserProp
File

日本語画面
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥DocU
serProp.propertie
s
英語画面
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥D
ocUserProp.prop
ert ies

文書ユーザプロパティ定義
ファイルのファイル名をフル
パスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

5

def.DocListPropF
ile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥DocLi
stProp.properties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥D
ocListProp.prope
rt ies

［文書一覧］画面，および案件
の［文書一覧］画面のリスト
表示プロパティファイルの
ファイル名をフルパスで指定
します。

必須

可
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項番

パラメタ

初期設定値

6

def.DocSearchLis
t PropFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥DocS
earchListProp.pr
operties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥D
ocSearchListProp
.properties

7

def.DocHistoryLi
stPropFile

8

def.RouteItemLis
t PropFile

説明

環境設定

環境構
築時の
設定

変更可
否

［検索結果］画面用のリスト表
示プロパティファイルのファ
イル名をフルパスで指定しま
す。
この指定は省略できません。

必須

可

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥DocH
istoryListProp.pr
operties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥D
ocHistoryListPro
p.properties

［履歴］画面用のリスト表示プ
ロパティファイルのファイル
名をフルパスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥Route
ItemListProp.pro
perties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥R
outeItemListPro
p.properties

［ルート］画面用のリスト表示
プロパティファイルのファイ
ル名をフルパスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可
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項番

パラメタ

初期設定値

9

def.ItemListProp
File

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥Item
List Prop.propert i
es
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥It
emListProp.prop
ert ies

10

def.InboxListPro
pFile

11

def.ItemHistoryL
istPropFile

106

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

［ワークスペース］画面用のリ
スト表示プロパティファイル
のファイル名をフルパスで指
定します。
この指定は省略できません。

必須

可

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥Inbox
List Prop.propert i
es
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥In
boxListProp.prop
ert ies

［受信トレイ］画面用のリスト
表示プロパティファイルの
ファイル名をフルパスで指定
します。
この指定は省略できません。

必須

可

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥Item
HistoryListProp.
properties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥It
emHistoryListPr
op.properties

［審査・承認履歴］画面用のリ
スト表示プロパティファイル
のファイル名をフルパスで指
定します。
この指定は省略できません。

必須

可

2.

項番

環境設定

パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

12

def.DustDocListP
ropFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥Dust
DocListProp.prop
erties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥D
ustdocListProp.p
ropert ies

［ごみ箱］画面用のリスト表示
プロパティファイルのファイ
ル名をフルパスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

13

def.SearchPropFi
le

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥Searc
hProp.properties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥Se
archProp.propert
ies

検索対象プロパティファイル
のファイル名をフルパスで指
定します。
この指定は省略できません。

必須

可

14

def.TypePropFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥Type
Prop.properties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥Ty
peProp.propertie
s

種別用プロパティ定義ファイ
ルのファイル名をフルパスで
指定します。
この指定は省略できません。

必須

可
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項番

パラメタ

初期設定値

15

def.DocTypeSear
chPropFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥DocT
ypeSearchProp.p
roperties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥D
ocTypeSearchPro
p.properties

16

def.DocTypeListP
ropFile

17

def.DocLinkAhea
dPropFile
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設定

変更可
否

文書種別マスタ管理領域の検
索条件入力項目を定義する
ファイル名をフルパスで指定
します。
この指定は省略できません。

必須

可

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥DocT
ypeListProp.prop
ert ies
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥D
ocTypeListProp.p
roperties

［文書種別マスタ一覧］画面用
のリスト表示プロパティファ
イルのファイル名をフルパス
で指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties¥DocLi
nkProp.propert ie
s
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥et c¥
properties_en¥D
ocLinkProp.prop
ert ies

［文書リンク］画面の［選択し
た文書がリンクしている文書］
領域用のリスト表示プロパ
ティファイルのファイル名を
フルパスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

2.

項番
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パラメタ

初期設定値

説明

環境構
築時の
設定

変更可
否

18

def.DocLinkSelec
t edProp

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥DocLi
nkSelectedProp.p
ropert ies
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥D
ocLinkSelectedPr
op.properties

［文書リンク］画面の［選択し
た文書］領域用のリスト表示
プロパティファイルのファイ
ル名をフルパスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

19

def.DocLinkOrgP
ropFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥DocLi
nkOrgProp.Prop.
properties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥D
ocLinkOrgProp.P
rop.propert ies

［文書リンク］画面の［選択し
た文書をリンクしている文書］
領域用のリスト表示プロパ
ティファイルのファイル名を
フルパスで指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

20

Inspection.ListPr
opFile

日本語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties¥Inspe
ctionList Prop.pro
perties
英語画面の場合
c:¥Program
Files¥Hitachi
System¥DocBrok
er¥StdGUI¥etc¥
properties_en¥In
spectionListProp.
properties

［監査証跡ログ一覧］画面用の
リスト表示プロパティファイ
ルのファイル名をフルパスで
指定します。
この指定は省略できません。

必須

可

（凡例）
必須：環境構築時に設定が必須です。
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可：ユーザが任意に変更できます。

（9） 公開文書に関する情報の設定
公開文書に関する情報を設定するコンテキストパラメタを次の表に示します。
表 2-25
項
番

パラメ
タ

1

approv
e.Rend
eringU
se

公開文書に関する情報の設定項目
初期設
定値
false

説明

環境構築時の設定

変更可否

公開文書のファイル形式変換
機能を使用するかどうかを，
次に示す値で指定します。
• true：ファイル形式変換機
能を使用します。
• false：ファイル形式変換機
能を使用しません。

任意

可

指定を省略した場合は，false
が仮定されます。
false を指定した場合（false
が仮定される場合も含む），公
開文書のファイル形式変換機
能に関するほかのパラメタを
指定しても，その指定は無視
されます。
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項
番

パラメ
タ

初期設
定値

説明

環境構築時の設定

変更可否

2

approv
e.Rend
eringE
xtList

doc,xls,
ppt,txt

公開文書のファイル形式変換
機能を使用する場合，変換対
象の拡張子を指定します。
複数の拡張子を指定するとき
は，拡張子をコンマ（,）で区
切って指定します。
指定を省略した場合は，
doc,xls,ppt,txt が仮定されま
す。
例えば，Office 2007 の文書の
ファイル形式を変換する場合
は，使用するアプリケーショ
ンプログラムに応じて，次の
拡張子を追加します。
• Word 2007：docm,docx
• Excel 2007：xlsb,xlsm,xlsx
• PowerPoint 2007：
pptm,pptx

任意

可

任意

可

また，Visio 文書のファイル形
式を変換する場合は，vsd を
追加します。
変換対象の文書に応じて，
DocumentBroker Rendering
Option のバージョンを確認
し，設定を変更してください。
DocumentBroker Rendering
Option の設定については，マ
ニュアル「DocumentBroker
Rendering Option Version 3」
または「DocumentBroker
Rendering Option Version 3
（活文 PDFstaff 編）」を参照し
てください。
3

approv
e.Rend
eringT
ype

applicat
ion/pdf

公開文書のファイル形式変換
機能を使用する場合，変換先
のファイル形式の MIME タイ
プを指定します。
このパラメタには，
application/pdf を必ず指定し
てください。
指定を省略した場合は，
application/pdf が仮定されま
す。
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項
番

パラメ
タ

初期設
定値

説明

環境構築時の設定

変更可否

4

approv
e.Rend
eringT
iming

finalAp
proval

公開文書のファイル形式変換
機能を使用する場合，変換の
タイミングを指定します。
指定できる値を次に示します。
• finalApproval：審査・承認
完了後に変換します。
• approvalRequest：審査・
承認を依頼する前に変換し
ます。

任意

可

任意

可

任意

可

指定を省略した場合は，
finalApproval が仮定されま
す。
5

approv
e.UseS
ign

true

審査・承認時にユーザ ID とパ
スワードの入力を必要とする
かどうかを，次に示す値で指
定します。
• true：審査・承認時にユー
ザ ID とパスワードの入力
を必要とします。
• false：審査・承認時にユー
ザ ID とパスワードの入力
を必要としません。
指定を省略した場合は，true
が仮定されます。

6

approv
e.Proc
essFlo
w

, ,, ,,, ,
（コンマ
7 個）

ユーザ指定の処理フローを指
定します。処理フローはコン
マ（,）で区切って指定しま
す。コンマで区切られた最初
の 8 個までが有効となります。
指定を省略した場合は，, , , , ,
, ,（コンマ 7 個）が仮定され
ます。

（凡例）
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更できます。

（10）ActiveX コントロールに関する情報の設定
ActiveX コントロールに関する情報を設定するコンテキストパラメタを次の表に示しま
す。
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ActiveX コントロールに関する情報の設定項目

項
番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更
可否

1

activex.D
dCabNa
me

dbuaxdd.c
ab

ドラッグ & ドロップ ActiveX コントロールの
ファイル名を指定します。
このパラメタには，dbuaxdd.cab を必ず指定し
てください。
指定を省略した場合は，dbuaxdd.cab が仮定さ
れます。

任意

不可

2

activex.F
dCabFile
Name

dbuaxfil.ca
b

アップロード・ダウンロード ActiveX コント
ロールのファイル名を指定します。
このパラメタには，dbuaxfil.cab を必ず指定し
てください。
指定を省略した場合は，dbuaxfil.cab が仮定さ
れます。

任意

不可

3

activex.F
pCabFile
Name

dbuaxfd.ca
b

ファイルパス取得 ActiveX コントロールのファ
イル名を指定します。
このパラメタには，dbuaxfd.cab を必ず指定し
てください。
指定を省略した場合は，dbuaxfd.cab が仮定さ
れます。

任意

不可

4

activex.F
sCabFile
Name

EcmCtrl.ca
b

ファイルサイズ取得 ActiveX コントロールの
ファイル名を指定します。
このパラメタには EcmCtrl.cab，または
NOUSE を指定してください。
バージョンアップする際に，既存の設定が
NOUSE を指定している場合で，バージョン
アップ後も ActiveX コントロールをクライアン
トに配布させないときは，NOUSE を指定して
ください。それ以外の場合は，EcmCtrl.cab を
指定してください。既存の設定で，
EcmCtrl.cab を指定している場合は，NOUSE
を指定しないでください。
NOUSE を指定した場合，配置ディスクリプタ
（Web.xml）の app.ActiveXUse パラメタに
true を設定しても，app.UploadSize パラメタ
に 0 以外の値を指定すると，ファイルサイズ
チェックはクライアントでは行われません。
Web サーバにファイルが転送されてから，Web
サーバでファイルサイズチェックが行われま
す。
指定を省略した場合は，EcmCtrl.cab が仮定さ
れます。

任意

可
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項
番

パラメタ

初期設定値

5

activex.D
dCabVer

6

activex.F
dCabVer
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説明

環境構築時
の設定

変更
可否

3,68,0,0

ドラッグ & ドロップ Act iveX コントロールの
バージョン番号を指定します。
DocumentBroker Standard GUI で提供する
ActiveX コントロールを使用する場合，このパ
ラメタには，3,68,0,0 を指定してください。既
存の設定と異なる場合は，クライアントが
DocumentBroker Standard GUI を使用する際
に Web ブラウザから ActiveX コントロールが
配布されます。
DocumentBroker Standard GUI にバージョン
アップした場合で，既存の ActiveX コントロー
ルを使用したいときは，既存の値に修正してく
ださい。
DocumentBroker Development Kit 03-00 およ
び DocumentBroker Runtime 03-00 で提供す
る ActiveX コントロールを使用する場合，この
パラメタには，3,0,0,0 を指定してください。
DocumentBroker Development Kit 03-10 以降
および DocumentBroker Runtime 03-10 以降
で提供する ActiveX コントロールを使用する場
合，このパラメタには，3,10,0,0 を指定してく
ださい。
指定を省略した場合は，3,68,0,0 が仮定されま
す。

必須

可

3,68,0,0

アップロード・ダウンロード ActiveX コント
ロールのバージョン番号を指定します。
DocumentBroker Standard GUI で提供する
ActiveX コントロールを使用する場合，このパ
ラメタには，3,68,0,0 を指定してください。既
存の設定と異なる場合は，クライアントが
DocumentBroker Standard GUI を使用する際
に Web ブラウザから ActiveX コントロールが
配布されます。
DocumentBroker Standard GUI にバージョン
アップした場合で，既存の ActiveX コントロー
ルを使用したいときは，既存の値に修正してく
ださい。
DocumentBroker Development Kit 03-00 およ
び DocumentBroker Runtime 03-00 で提供す
る ActiveX コントロールを使用する場合，この
パラメタには，3,0,0,0 を指定してください。
DocumentBroker Development Kit 03-10 以降
および DocumentBroker Runtime 03-10 以降
で提供する ActiveX コントロールを使用する場
合，このパラメタには，3,10,0,0 を指定してく
ださい。
指定を省略した場合は，3,68,0,0 が仮定されま
す。

必須

可

2.

項
番

パラメタ

初期設定値

7

activex.F
pCabVer

8

activex.F
sCabVer

環境設定

説明

環境構築時
の設定

変更
可否

3,68,0,0

ファイルパス取得 ActiveX コントロールのバー
ジョン番号を指定します。
DocumentBroker Standard GUI で提供する
ActiveX コントロールを使用する場合，このパ
ラメタには，3,68,0,0 を指定してください。既
存の設定と異なる場合は，クライアントが
DocumentBroker Standard GUI を使用する際
に Web ブラウザから ActiveX コントロールが
配布されます。
DocumentBroker Standard GUI にバージョン
アップした場合で，既存の ActiveX コントロー
ルを使用したいときは，既存の値に修正してく
ださい。
DocumentBroker Development Kit 03-00 およ
び DocumentBroker Runtime 03-00 で提供す
る ActiveX コントロールを使用する場合，この
パラメタには，3,0,0,0 を指定してください。
DocumentBroker Development Kit 03-10 以降
および DocumentBroker Runtime 03-10 以降
で提供する ActiveX コントロールを使用する場
合，このパラメタには，3,10,0,0 を指定してく
ださい。
指定を省略した場合は，3,68,0,0 が仮定されま
す。

必須

可

3,68,0,0

ファイルサイズ取得 ActiveX コントロールの
バージョン番号を指定します。
DocumentBroker Standard GUI で提供する
ActiveX コントロールを使用する場合，このパ
ラメタには，3,68,0,0 を指定してください。既
存の設定と異なる場合は，クライアントが
DocumentBroker Standard GUI を使用する際
に Web ブラウザから ActiveX コントロールが
配布されます。
DocumentBroker Standard GUI にバージョン
アップした場合で，既存の ActiveX コントロー
ルを使用したいときは，既存の値に修正してく
ださい。
DocumentBroker Development Kit 03-67 以降
および DocumentBroker Runtime03-67 以降で
提供する ActiveX コントロールを使用する場
合，このパラメタには，3,60,1,0 を指定してく
ださい。
指定を省略した場合は，3,68,0,0 が仮定されま
す。

任意

可

115

2.

環境設定

項
番

パラメタ

初期設定値

説明

環境構築時
の設定

変更
可否

9

activex.D
dClassId

A3671BC1
-D32D-11D
4-BB41-00
00E212FE
6A

ドラッグ & ドロップ Act iveX コントロールの
クラス ID を指定します。
このパラメタには，
A3671BC1-D32D-11D4-BB41-0000E212FE6A
を必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
A3671BC1-D32D-11D4-BB41-0000E212FE6A
が仮定されます。

任意

不可

1
0

activex.F
dClassId

B957AB9F
-CFC4-11D
4-966F-00
00E208131
1

アップロード・ダウンロード ActiveX コント
ロールのクラス ID を指定します。
このパラメタには，
B957AB9F-CFC4-11D4-966F-0000E2081311
を必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
B957AB9F-CFC4-11D4-966F-0000E2081311
が仮定されます。

任意

不可

1
1

activex.F
pClassId

471FF044DC59-11D
4-A2E6-00
A02495D8
A6

ファイルパス取得 ActiveX コントロールのクラ
ス ID を指定します。
このパラメタには，
471FF044-DC59-11D4-A2E6-00A02495D8A6
を必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
471FF044-DC59-11D4-A2E6-00A02495D8A6
が仮定されます。

任意

不可

1
2

activex.F
sClassId

B364ABF5
-7C83-459
D-B80E-B
136E76133
28

ファイルサイズ取得 ActiveX コントロールのク
ラス ＩＤ を指定します。
このパラメタには，
B364ABF5-7C83-459D-B80E-B136E7613328
を必ず指定してください。
指定を省略した場合は，
B364ABF5-7C83-459D-B80E-B136E7613328
が仮定されます。

任意

不可

（凡例）
必須：環境構築時に設定が必須です。
任意：環境構築時に設定するかどうかは任意です。
可：ユーザが任意に変更できます。
不可：設定した値を変更できません。

2.5.2 ActiveX コントロールの配布
（1） ActiveX コントロールの自動配布
ActiveX コントロールを使用しない場合は，配布の必要はありません。ActiveX コント
ロールを使用する場合は，クライアントが DocumentBroker Standard GUI を利用する
際に Web ブラウザから ActiveX コントロールが自動的に配布されます。
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初めて ActiveX コントロールをダウンロードする場合は，Power Users または
Administrators グループに属したユーザを使用してください。一般ユーザの場合は
ActiveX コントロールのダウンロードやインストールができないときがあります。なお，
いったん ActiveX コントロールがダウンロードされたあとは，一般ユーザでも使用でき
ます。
バージョンアップする場合で ActiveX を再配布しないときは「2.5.1(10)

ActiveX コン

トロールに関する情報の設定」に記載している配置ディスクリプタ（Web.xml）の
activex.DdCabVer ，activex.FdCabVer，activex.FpCabVer，activex.FsCabVer の値に
は DocumentBroker Development Kit および DocumentBroker Runtime のバージョン
に対応した値を設定してください。
ファイルサイズ取得 ActiveX コントロール（EcmCtrl.cab ）は，DocumentBroker
Development Kit 03-67 以降，DocumentBroker Runtime 03-67 以降，または
DocumentBroker Standard GUI 03-68 以降で提供しています。
なお，クライアントの OS が Windows 7 の場合，DocumentBroker Development Kit お
よび DocumentBroker Runtime のインストーラによる配布は使用できません。クライア
ントの OS に Windows 7 が含まれる場合は，DocumentBroker Standard GUI に含まれ
るインストーラを使用してください。

（2） JP1/NETM/DM による ActiveX コントロールの配布
DocumentBroker Standard GUI では JP1/NETM/DM を使用して，DocumentBroker
Standard GUI が提供する ActiveX コントロールをクライアントのマシンに自動配布し，
インストールできます。
JP1/NETM/DM で，DocumentBroker Standard GUI に同梱されている ActiveX コント
ロールインストーラをパッケージングすることで，DocumentBroker Standard GUI を
使用するマシンに ActiveX コントロールを配布し，インストールできます。パッケージ
ングの詳細については，JP1/NETM/DM のマニュアルを参照してください。
ここでは，JP1/NETM/DM パッケージングでの設定，および DocumentBroker
Standard GUI を使用するマシンにおける ActiveX コントロールのアンインストール方
法について説明します。
（a） JP1/NETM/DM パッケージングでの設定
パッケージでの設定を次に示します。
• パッケージングファイル
パッケージングするファイルには，次のファイルを指定してください。
格納先
• {DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ
}¥tools¥activex¥Installer
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ファイル名
• EDMSAXSetup.msi：インストーラ本体
• EDMSAXStart.bat：インストーラ起動用バッチファイル
• パッケージングダイアログボックスの外部プログラムタブ
外部プログラムに「EDMSAXStart.bat」を指定してください。
起動について「インストール直後」を選択してください。
• 外部プログラムタブの外部プログラム用詳細設定
処理結果エラー時の取り扱いの設定では，
「エラーとせずに処理を続行する」を選択し
てください。
（b） ActiveX コントロールをアンインストールする方法
ActiveX コントロールをアンインストールする手順を次に示します。
1. Administrator 権限を持つユーザでログインします。
2. 「プログラムの追加と削除」で「EDMS GUI Component」を選択して，削除してくだ
さい。

（3） クライアントによる ActiveX コントロールの直接インストール
DocumentBroker Standard GUI が提供している ActiveX コントロールを，クライアン
トで直接インストールする手順を次に示します。
1. DocumentBroker Standard GUI から ActiveX コントロールを直接インストールするク
ライアントのマシンに，次のファイルをコピーします。
格納先
• {DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ
}¥tools¥activex¥Installer
ファイル名
• EDMSAXSetup.msi：インストーラ本体
• EDMSAXStart.bat：インストーラ起動用バッチファイル
2. Administrator 権限を持つユーザで EDMSAXStart.bat を実行します。
Windows Vista，および Windows 7 の場合は，EDMSAXStart.bat ファイルを右ク
リックし，
［管理者として実行］を選択して実行してください。
• EDMSAXStart.bat の実行時に，実行ユーザの権限チェックは行われません。実行
ユーザを誤って EDMSAXStart.bat を実行した場合は，一度アンインストールして
から，正しい実行ユーザで EDMSAXStart.bat を実行し直してください。
• EDMSAXStart.bat を実行すると，インストール結果に関係なく
EDMSAXSetup.msi，および EDMSAXStart.bat は自動的に削除されます。
• EDMSAXSetup.msi は直接実行しないでください。直接実行するとエラーが発生す
るか，エラーが発生しなくても EDMSAXSetup.msi を実行したユーザ以外では
ActiveX が利用できなくなります。直接実行した場合は，一度アンインストールし
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てから EDMSAXStart.bat を実行し直してください。
3. ファイルがインストールされているかを確認します。
%SystemRoot%¥system32 フォルダ内に，次のファイルがインストールされている
か，各ファイルのプロパティのバージョン情報の「ファイルバージョン」が
「3,68,0,0」であるかを確認してください。
• dbuaxdd.dll
• dbuaxfd.dll
• dbuaxfil.dll
• EcmCtrl.dll

2.5.3 WAR ファイルの作成とデプロイ
配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定が完了したら，WAR ファイルを作成して
uCosminexus Application Server にデプロイしてください。
WAR ファイルの作成方法とデプロイ方法の詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリ
ケーション開発ガイド」を参照してください。

（1） WAR ファイルの作成
uCosminexus Application Server の jar コマンドを使用して，WAR ファイルを作成しま
す。
コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行してください。
● 日本語画面の場合
cd {DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ} ¥webapps¥ecm
{uCosminexus Application Serverのインストールフォルダ} ¥jdk¥bin¥jar -cvf
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}¥webapps¥ecm.war ./*

● 英語画面の場合
cd {DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ} ¥webapps¥ecm_en
{uCosminexus Application Serverのインストールフォルダ} ¥jdk¥bin¥jar -cvf
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}¥webapps¥ecm_en.war ./*

作成した WAR ファイルに含まれるファイルの構成を次の図に示します。
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図 2-10

WAR ファイルに含まれるファイルの構成

（2） WAR ファイルのデプロイ
作成した WAR ファイルを uCosminexus Application Server にデプロイしてください。
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2.6 バージョンアップする場合の環境設定の手
順
この節では，DocumentBroker Standard GUI をバージョンアップする場合の環境設定
の手順について説明します。
● DocumentBroker Standard GUI 03-00 からバージョンアップする場合
「2.6.1 バージョンアップする手順」を実施したあと，「2.6.2 03-00 からバージョン
アップする場合に必要な手順」を実施してください。
● DocumentBroker Standard GUI 03-10 〜 03-12 からバージョンアップする場合
「2.6.1 バージョンアップする手順」を実施したあと，「2.6.3 03-10 〜 03-12 から
バージョンアップする場合に必要な手順」を実施してください。
● DocumentBroker Standard GUI 03-20 〜 03-68 からバージョンアップする場合
「2.6.1 バージョンアップする手順」を実施したあと，「2.6.4 03-20 〜 03-68 から
バージョンアップする場合に必要な手順」を実施してください。

2.6.1 バージョンアップする手順
（1） 既存のファイルのバックアップ
DocumentBroker Standard GUI を上書きインストールする前に，次に示す既存のファ
イルのバックアップを取ります。
• {DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }¥etc フォルダ※以下にあ
る設定ファイル一式
• 運用中の Web アプリケーションで利用中の配置ディスクリプタ（web.xml）
注※
利用中の配置ディスクリプタ（web.xml）の定義が初期設定値の場合のフォルダを
示しています。運用設計で，etc フォルダ以下の設定ファイルのパスを変更した場合
は，変更後のパスにある設定ファイル一式のバックアップを取ってください。

（2） 上書きインストール
DocumentBroker Standard GUI を上書きインストールします。インストール手順につ
いては，
「 2.3.1（1） インストール手順」を参照してください。

（3） 既存のファイルの内容の反映
DocumentBroker Standard GUI の運用設計で etc フォルダ以下の設定ファイルのパスを
変更していた場合は，変更後のパスの設定ファイル一式を，上書きインストール後の設
定ファイル一式で上書きします。設定ファイルの内容を変更していた場合は，既存の設
定ファイルの変更内容を上書きインストール後のファイルに反映します。
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また，バックアップを取った配置ディスクリプタ（web.xml ）の内容を，上書きインス
トール後の配置ディスクリプタ（web.xml ）に反映します。新旧の内容を比較してパラ
メタ名が同じであることを確認しながら，バックアップを取った配置ディスクリプタの
内容を，上書きインストール後の配置ディスクリプタに反映してください。なお，差分
の箇所は「2.5.1 配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定」を確認しながら反映してく
ださい。
（a） 既存の ActiveX コントロールを使用する場合
ActiveX コントロールを使用する場合で activex.DdCabVer ，activex.FdCabVer，
activex.FpCabVer ，activex.FsCabVer に「3,10,0,0」
，または「3,60,1,0」を指定して利
用するときは，DocumentBroker Development Kit および DocumentBroker Runtime
が提供している ActiveX コントロールを，次のフォルダにコピーしてから WAR ファイ
ルの作成とデプロイを実行してください。
DocumentBroker Development Kit 03-00 ，または DocumentBroker Runtime 03-00 を使用
する場合
• DocumentBroker Development Kit をインストールしているとき
{DocumentBroker Development Kit のインストールフォルダ
}¥DevKit¥tools¥activex
• DocumentBroker Runtime をインストールしているとき
{DocumentBroker Runtime のインストールフォルダ }¥Runtime¥tools¥activex
DocumentBroker Development Kit 03-10 以降，または DocumentBroker Runtime 03-10 以
降を使用する場合
• DocumentBroker Development Kit をインストールしているとき
{DocumentBroker Development Kit のインストールフォルダ
}¥DevKit¥tools¥activex_uni
• DocumentBroker Runtime をインストールしているとき
{DocumentBroker Runtime のインストールフォルダ
}¥Runtime¥tools¥activex_uni
コピー先
コピー先に存在するファイルは上書きコピーしてください。ただし，3,68,0,0 を使
用する場合を考慮して，コピー先に存在する DocumentBroker Standard GUI 03-69
が提供する ActiveX コントロールは退避しておく運用を推奨します。
• 日本語画面の場合
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥webapps¥ecm¥activex
• 英語画面の場合
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ
}¥webapps¥ecm_en¥activex
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（4） DocumentBroker Standard GUI の環境設定
DocumentBroker Standard GUI の配置ディスクリプタ（web.xml）の設定，および
WAR ファイルの作成とデプロイを実施します。それぞれの詳細は，
「2.5
DocumentBroker Standard GUI の環境設定」を参照してください。

2.6.2 03-00 からバージョンアップする場合に必要な手順
DocumentBroker Standard GUI 03-00 からバージョンアップする場合，「2.6.1 バー
ジョンアップする手順」の手順に加えてここで説明している手順が必要になります。

（1） メタ情報の追加
DocumentBroker Server のメタ情報の追加コマンド（EDMAddMeta）を実行して，定
義情報ファイルのクラスの定義をメタ情報へ追加します。EDMAddMeta 実行時には引
数「-g」，および「-o」を指定し，出力されたデータベース定義文にエリア定義などの必
要な項目を追加，または修正してからデータベースを作成してください。
DocumentBroker Standard GUI では，定義情報ファイルのサンプルファイル
（{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ
}¥sample¥meta¥EcmGuiAddDef_0300_0310.txt）を提供しています。定義情報ファイ
ルのサンプルファイル名「EcmGuiAddDef_0300_0310.txt 」を引数に指定して，メタ情
報の追加コマンドを実行してください。
メタ情報の追加コマンドの詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3

システム

導入・運用ガイド」を参照してください。
メタ情報を追加した後，DocumentBroker Server のクラス定義情報ファイル作成コマン
ド（EDMCrtSimMeta ）を実行し，クラス定義情報ファイルを作成してください。出力
されたクラス定義情報ファイル（文書空間識別子 ini）を次に示すフォルダにコピーして
ください。
● DocumentBroker Development Kit をインストールしている場合
{DocumentBroker Development Kit のインストールフォルダ }¥DevKit¥java¥etc
● DocumentBroker Runtime をインストールしている場合
{DocumentBroker Runtime のインストールフォルダ }¥Runtime¥java¥etc

（2） インデクスの追加
HiRDB のデータベース定義ユティリティ（pddef）を実行してインデクスを追加します。
HiRDB の定義系 SQL の CREATEINDEX でインデクスを定義したインデクス情報ファ
イルを作成します。このインデクス情報ファイルを入力ファイルとして，HiRDB でデー
タベース定義ユティリティを実行してください。
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HiRDB のデータベース定義ユティリティについては，マニュアル「HiRDB コマンド
リファレンス」を参照してください。
インデクス情報ファイルの作成例を次に示します。
（例）
CREATE INDEX "ecmClass_FileDocDVXX"
ON "ecmClass_FileDocDV"("ecmProp_V_ecmProp_FldOiid") IN
(INDEXAREA);
CREATE INDEX "ecmClass_FlowXX"
ON "ecmClass_Flow"("ecmProp_Req_dmaProp_OIID") IN
(INDEXAREA);
CREATE INDEX "ecmClass_FlowXX"
ON "ecmClass_Flow"("ecmProp_Req_ecmProp_Id") IN (INDEXAREA);
（凡例）
XX：同じ表に対してインデクスを定義する場合，インデクスごとに異なる文字列を
指定してください。
INDEXAREA：インデクスを格納する RD エリアの名称です。環境に合わせて格納
する RD エリアを決めてください。
インデクスを定義する表と列を次の表に示します。
表 2-27

インデクスを定義する表と列

インデクスを定義する表

インデクスを定義する列

ecmClass_DocCont ainer

ecmProp_DocTypeOIID

ecmClass_FileDocDV

ecmProp_DocTypeOIID
ecmProp_DocNum ber
ecmProp_DocNum berSetUserID
ecmProp_DocNum berSetUserNam e
ecmProp_DocNum berSetTime
ecmProp_DocTypePropInt 1
ecmProp_DocTypePropInt 2
ecmProp_DocTypePropInt 3
ecmProp_DocTypePropInt 4
ecmProp_DocTypePropInt 5
ecmProp_DocTypePropInt 6
ecmProp_DocTypePropInt 7
ecmProp_DocTypePropInt 8
ecmProp_DocTypePropInt 9
ecmProp_DocTypePropInt 10
ecmProp_DocTypePropSt r1
ecmProp_DocTypePropSt r2

124

2.

インデクスを定義する表

環境設定

インデクスを定義する列
ecmProp_DocTypePropStr3
ecmProp_DocTypePropStr4
ecmProp_DocTypePropStr5
ecmProp_DocTypePropStr6
ecmProp_DocTypePropStr7
ecmProp_DocTypePropStr8
ecmProp_DocTypePropStr9
ecmProp_DocTypePropStr10
ecmProp_CHOiid
dbuUserProp_ReservedUserName
ecmProp_DocType ※
ecmProp_ExtSt r2

ecmClass_FlowDocDV

ecmProp_DocTypeOIID
ecmProp_DocNum ber
ecmProp_DocNum berSetUserID
ecmProp_DocNum berSetUserNam e
ecmProp_DocNum berSetTime
ecmProp_DocTypePropInt 1
ecmProp_DocTypePropInt 2
ecmProp_DocTypePropInt 3
ecmProp_DocTypePropInt 4
ecmProp_DocTypePropInt 5
ecmProp_DocTypePropInt 6
ecmProp_DocTypePropInt 7
ecmProp_DocTypePropInt 8
ecmProp_DocTypePropInt 9
ecmProp_DocTypePropInt 10
ecmProp_DocTypePropStr1
ecmProp_DocTypePropStr2
ecmProp_DocTypePropStr3
ecmProp_DocTypePropStr4
ecmProp_DocTypePropStr5
ecmProp_DocTypePropStr6
ecmProp_DocTypePropStr7
ecmProp_DocTypePropStr8
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インデクスを定義する表

インデクスを定義する列
ecmProp_DocTypePropSt r9
ecmProp_DocTypePropSt r10
ecmProp_CHOiid
ecmProp_ExtS tr2

ecmClass_InspectionInfo

ecmProp_DocNum berSetUserID
ecmProp_DocNum berSetUserNam e
ecmProp_DocNum berSetTime
ecmProp_DocTypePropInt 1
ecmProp_DocTypePropInt 2
ecmProp_DocTypePropInt 3
ecmProp_DocTypePropInt 4
ecmProp_DocTypePropInt 5
ecmProp_DocTypePropInt 6
ecmProp_DocTypePropInt 7
ecmProp_DocTypePropInt 8
ecmProp_DocTypePropInt 9
ecmProp_DocTypePropInt 10
ecmProp_DocTypePropSt r1
ecmProp_DocTypePropSt r2
ecmProp_DocTypePropSt r3
ecmProp_DocTypePropSt r4
ecmProp_DocTypePropSt r5
ecmProp_DocTypePropSt r6
ecmProp_DocTypePropSt r7
ecmProp_DocTypePropSt r8
ecmProp_DocTypePropSt r9
ecmProp_DocTypePropSt r10

ecmClass_DocTypeMaster

esysProp_Name
esysProp_CreateTime
esysProp_Creator
esysProp_ModifyTime
esysProp_Modifier
dbuUserProp_OwnerName
dbuUserProp_ModifierName
ecmProp_Mst_ecmProp_New
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インデクスを定義する列
ecmProp_Mst_ecmProp_Search
ecmProp_Mst_ecmProp_DocList
ecmProp_Mst_ecmProp_HisList
ecmProp_Mst_ecmProp_Modify
ecmProp_DocNum Prop
ecmProp_DocNum Delimit er
ecmProp_DocNum Suffix
ecmProp_ExtInt1
ecmProp_ExtInt2
ecmProp_ExtInt3
ecmProp_ExtInt4
ecmProp_ExtInt5
ecmProp_ExtSt r1
ecmProp_ExtSt r2
ecmProp_ExtSt r3
ecmProp_ExtSt r4
ecmProp_ExtSt r5

ecmClass_TypePropValueMaster

esysProp_Name
esysProp_CreateTime
esysProp_Creator
esysProp_ModifyTime
esysProp_Modifier
dbuUserProp_OwnerName
dbuUserProp_ModifierName
ecmProp_DocTypePropName
ecmProp_DocTypePropCode
ecmProp_DocTypeParentCode
ecmProp_SortNumber
ecmProp_ExtInt1
ecmProp_ExtInt2
ecmProp_ExtInt3
ecmProp_ExtInt4
ecmProp_ExtInt5
ecmProp_ExtSt r1
ecmProp_ExtSt r2
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インデクスを定義する表

インデクスを定義する列
ecmProp_ExtS tr3
ecmProp_ExtS tr4
ecmProp_ExtS tr5

edmClass_Relationship

esysProp_CreateTime
esysProp_Creator
esysProp_ModifyTime
esysProp_Modifier
ecmProp_RelComm nt
ecmProp_RelOrgModifyTime
ecmProp_RelAheadModifyTime

注※ 環境によってはすでに追加されている場合があります。インデクス定義が無い場
合は，追加してください。

2.6.3 03-10 〜 03-12 からバージョンアップする場合に必要
な手順
DocumentBroker Standard GUI 03-10 〜 03-12 からバージョンアップする場合，
「2.6.1
バージョンアップする手順」の手順に加えてここで説明している手順が必要になりま
す。
HiRDB のデータベース定義ユティリティ（pddef）を実行してインデクスを追加します。
インデクスを追加する手順の詳細については「2.6.2 03-00 からバージョンアップする
場合に必要な手順」を参照してください。
インデクスを定義する表と列を次の表に示します。
表 2-28

インデクスを定義する表と列

インデクスを定義する表
ecmClass_FileDocDV

インデクスを定義する列
ecmProp_CHOiid
dbuUserProp_ReservedUserName
ecmProp_DocType ※
ecmProp_ExtStr2

ecmClass_FlowDocDV

ecmProp_CHOiid
ecmProp_ExtStr2

注※ 環境によってはすでに追加されている場合があります。インデクス定義が無い場
合は，追加してください。
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2.6.4 03-20 〜 03-68 からバージョンアップする場合に必要
な手順
DocumentBroker Standard GUI 03-20 〜 03-68 から 03-69 以降にバージョンアップす
る場合，
「 2.6.1 バージョンアップする手順」の手順に加えて，次の表に示すインデクス
を追加する必要があります。なお，すでにインデクスが追加されている場合は，ここで
の手順は不要です。
文書空間の構築コマンド（EDMCBuildDocSpace）を実行して作成した表に，次のイン
デクスを定義してください。インデクスを定義する表と列を次の表に示します。
表 2-29

インデクスを定義する表と列
インデクスを定義する表

ecmClass_FileDocDV

インデクスを定義する列
dbuUserProp_ReservedUserName
ecmProp_DocType
ecmProp_ExtStr2

ecmClass_FlowDocDV

ecmProp_ExtStr2

HiRDB の定義系 SQL の CREATE INDEX でインデクスを定義します。CREATE
INDEX については，マニュアル「HiRDB

SQL リファレンス」を参照してください。
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GUI の運用と障害対策
この章では，DocumentBroker Standard GUI の起動と停止，
監査証跡ログ，障害対策，およびユーザ情報・グループ（組
織）情報の変更について説明します。

3.1 起動と停止
3.2 監査証跡ログ
3.3 障害対策
3.4 ユーザ情報・グループ（組織）情報の一括変更

131

3.

DocumentBroker Standard GUI の運用と障害対策

3.1 起動と停止
この節では，DocumentBroker Standard GUI の起動と停止の方法について説明します。

3.1.1 起動
DocumentBroker Standard GUI は，uCosminexus Application Server の業務アプリ
ケーションの開始方法に従って起動してください。詳細は，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」を参照してください。
クライアントの Web ブラウザから DocumentBroker Standard GUI にログインするとき
は，次の URL を使用して，ログイン画面を表示してください。
■ URL
http:// ホスト名 : ポート番号 / コンテキストルート名 /Service

3.1.2 停止
DocumentBroker Standard GUI は，uCosminexus Application Server の業務アプリ
ケーションの停止方法に従って停止してください。詳細は，マニュアル「Cosminexus
システム運用ガイド」を参照してください。
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3.2 監査証跡ログ
フォルダや文書などに対するユーザの操作を監査証跡ログとして取得し，データベース
上に保存できます。
監査証跡ログを取得する操作を次の表に示します。
表 3-1 監査証跡ログの取得対象となる操作
項
番
1

操作

操作コード

備考

フォルダの作成

F_CRT

−

2

プロパティの参照

F_PRE

−

3

プロパティの更新

F_PUB
F_PUA

更新前と更新後の操作コードが
記録されます。
• 更新前：F_PUB
• 更新後：F_PUA

4

アクセス権の参照

F_ARE

−

5

アクセス権の更新

F_AUB
F_AUA

更新前と更新後の操作コードが
記録されます。
• 更新前：F_AUB
• 更新後：F_AUA

6

フォルダの削除

F_DEL

−

文書の作成

D_CRT

−

ファイルのダウンロード

D_CRE

−
−

7
8
9

フォルダの操作

文書の操作

プロパティの参照

D_PRE

10

プロパティの更新

D_PUB
D_PUA

更新前と更新後の操作コードが
記録されます。
• 更新前：D_PUB
• 更新後：D_PUA

11

アクセス権の参照

D_ARE

−

12

アクセス権の更新

D_AUB
D_AUA

更新前と更新後の操作コードが
記録されます。
• 更新前：D_AUB
• 更新後：D_AUA

13

文書のごみ箱への移動

D_TRS

−

文書をごみ箱から元に戻す

D_TRR

−

文書の完全削除

D_DEL

−

チェックアウト

D_COT

−

チェックイン

D_CIN

−

チェックアウトの取り消し

D_CCA

−

更新履歴の参照

D_HRE

−

14
15
16
17
18
19
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項
番

操作

操作コード

備考

20

更新履歴の削除

D_VERDE
L

文書の更新履歴数の制限を超え
て削除された履歴も対象になり
ます。

21

文書リンクの作成

D_LNKCR
T

選択した文書がリンクしている
文書の OIID が出力されます。

22

文書リンクの削除

D_LNKDE
L

選択した文書がリンクしている
文書の OIID が出力されます。

23

文書のコピー

D_CPB
D_CPA

コピー前とコピー後の操作コー
ドが記録されます。
• コピー前：D_CPB
• コピー後：D_CPA
コピーに失敗した場合は，コ
ピー前の操作コードだけが記録
されます。

24

文書の移動

D_MVB
D_MVA

移動前と移動後の操作コードが
記録されます。
• 移動前：D_MVB
• 移動後：D_MVA
移動に失敗した場合は，移動前
の操作コードだけが記録されま
す。

25

ログイン

U_LIN

ログインに失敗した場合は取得
対象外になります。

26

ログアウト

U_LOT

タイムアウトによるログアウト
は取得対象外になります。

（凡例） −：該当しない

監査証跡ログを取得するには，配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定をしてください。
配置ディスクリプタの設定方法の詳細は，
「 2.5.1 配置ディスクリプタ（web.xml）の設
定」を参照してください。

（1） ログの取得
監査証跡ログを取得するかどうかの切り替えは，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
inspection.TraceMode パラメタで指定します。監査証跡ログを取得するときは
inspection.TraceMode パラメタに true を，取得しないときは inspection.TraceMode パ
ラメタに false を指定します。なお，文書全体に対する操作を実行したときに，関連ファ
イルの監査証跡ログを取得するかどうかは，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
inspection.SubTrace パラメタで指定できます。
また，監査証跡ログの取得対象となる操作の中から次に示す操作を取得対象外とするか
どうかの切り替えも，配置ディスクリプタ（web.xml ）で指定できます。
• フォルダの操作
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• 文書の操作
• ログインとログアウト
• フォルダと文書のプロパティの参照，フォルダと文書のアクセス権の参照，ファイル
のダウンロード，および更新履歴の参照

（2） 取得内容
監査証跡ログの取得項目を次の表に示します。
表 3-2 監査証跡ログの取得項目
取得項目

内容

監査ログ日時

操作を実行した日付が t ime_t 型の値で記録されます。
t ime_t 型の形式は，1970 年 1 月 1 日の万国標準時 00:00:00 を起点とした
通算経過秒数になります。

ユーザ ID

操作を実行したユーザの ID が記録されます。

IP アドレス

リクエストを送信したクライアントの IP アドレス，またはプロキシを経由
した場合（透過モード未使用の場合）はプロキシの IP アドレスが記録され
ます。負荷分散機をご利用の場合などは，負荷分散機の設定やネットワー
ク構成により，負荷分散機の IP アドレスが記録されるときがあります。負
荷分散機を経由する場合に，クライアントの IP アドレスを送信元として動
作させるかどうかは，負荷分散機の設定をご確認願います。

操作コード

実行した操作に対応する操作コードが記録されます。操作コードについて
は，表 3-1 を参照してください。

プロパティ

操作したフォルダ，文書，またはリンクのプロパティが記録されます。
記録されるプロパティの詳細は，「6.2 ユティリティコマンドの文法」の
「ecmOutInspect.vbs（監査証跡ログ一括出力）」を参照してください。

（3） 監査証跡ログの出力と削除
データベース上に保存されている監査証跡ログの出力と削除は，次に示すユティリティ
コマンドで実行します。
• ecmOutInspect.vbs（監査証跡ログ一括出力）コマンド
• ecmDelInspect.vbs（監査証跡ログ一括削除）コマンド
ユティリティコマンドの詳細は，
「 6. ユティリティコマンド」を参照してください。

（4） 監査証跡ログの参照
取得した監査証跡ログを画面上で参照できます。また，操作日時，操作内容などの検索
条件を指定して，取得した監査証跡ログを検索できます。検索結果として［監査証跡ロ
グ一覧］画面に次の情報が表示されます。
• 操作日時
• ユーザ ID
• IP アドレス
• 操作内容
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• 名前
監査証跡ログを画面上で参照する場合は，次に示す配置ディスクリプタ（web.xml ）の
パラメタの設定値を検討してください。
● inspection.FetchCountMax
監査証跡ログの検索結果の最大取得件数をこのパラメタで変更できます。
● inspection.ListCount
監査証跡ログの検索結果を一覧表示するときの，1 ページ当たりの表示件数をこのパ
ラメタで変更できます。
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3.3 障害対策
この節では，DocumentBroker Standard GUI で障害が発生したときに，障害の原因を
究明するために使用する CGI トレース情報とエラートレース情報について説明します。

3.3.1 CGI トレース情報
CGI 要求の開始時と終了時に，CGI 呼び出しのトレース情報が取得できます。
CGI トレース情報を取得するには，配置ディスクリプタ（web.xml）の設定をしてくだ
さい。配置ディスクリプタの設定方法の詳細は，
「 2.5.1 配置ディスクリプタ
（web.xml）の設定」を参照してください。

（1） トレース情報の取得
CGI トレース情報を取得するかどうかの切り替えは，配置ディスクリプタ（web.xml）
の log.TraceMode パラメタで指定します。CGI トレース情報を取得するときは
log.TraceMode パラメタに true を，取得しないときは log.TraceMode パラメタに false
を指定します。

（2） 出力ファイル名
取得した CGI トレース情報は，CGI トレースファイル（ECMcgitrace.log ）に出力され
ます。なお，CGI トレースファイルの名称は変更できません。

（3） 出力フォルダ
CGI トレースファイルは，配置ディスクリプタ（web.xml）の log.TraceDir パラメタに
指定したフォルダに出力されます。初期設定値は次のとおりです。
● 日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi System¥DocBroker¥StdGUI¥spool¥trace
● 英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi System¥DocBroker¥StdGUI¥spool¥trace_en

（4） 出力内容
CGI トレース情報は次に示す形式で出力されます。
■形式
出力項目¥t出力項目¥t…出力項目¥ｎ
（凡例） ¥t：タブコード

¥n：改行コード

CGI トレース情報の出力項目を次の表に示します。
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表 3-3 CGI トレース情報の出力項目
出力項目

内容
処理を要求した日付が YYYY/MM/DD hh:mm:ss 形式で出力されます。
YYYY/MM/DD hh:mm:ss 形式の YYYY には西暦年号（4 桁），MM には月
（2 桁），DD には日（2 桁），hh には時（2 桁），mm には分（2 桁），ss に
は秒（2 桁）が出力されます。

日付

クライアント IP アドレス

リクエストを送信したクライアントの IP アドレス，またはプロキシを経由
した場合（透過モード未使用の場合）はプロキシの IP アドレスが記録され
ます。負荷分散機をご利用の場合などは，負荷分散機の設定やネットワー
ク構成により，負荷分散機の IP アドレスが記録されるときがあります。負
荷分散機を経由する場合に，クライアントの IP アドレスを送信元として動
作させるかどうかは，負荷分散機の設定をご確認願います。

開始・終了モード

CGI 要求の開始・終了モードとして次に示す値が出力されます。
• ST：CGI 要求を開始しました。
• EN：CGI 要求を終了しました。

ユーザ ID

処理を要求したユーザの ID が出力されます。ログイン操作など，ユーザ
ID が不定な場合は，ハイフン（-）が出力されます。

実行アクション

処理振り分けによって実行されるクラス名称が出力されます。ログイン処
理を開始する前は，ハイフン（-）が出力されます。

実行 JSP テンプレート

実行結果を生成するために使用した JSP テンプレートファイルの名称が出
力されます。JSP テンプレートファイルを使用していない場合は，ハイフ
ン（-）が出力されます。

（5） ファイルサイズの上限
CGI トレースファイルのファイルサイズの上限は，配置ディスクリプタ（web.xml）の
log.TraceSize パラメタに 1,048,576 〜 2,147,483,647 の範囲で指定できます（単位：バ
イト）
。
初期設定値は 1,048,576（1 メガバイト）になります。

（6） バックアップ
ファイルサイズの上限を超えた場合，その時点の CGI トレースファイルがバックアップ
ファイルとして保存されます。このとき，ファイルの拡張子が 1 〜 N の数値に変更され
ます。N は，バックアップファイルの作成数の上限です。
バックアップの処理が完了すると，新規の CGI トレースファイルが生成されて，CGI ト
レース情報の出力が継続されます。
例えば，2 個のバックアップファイルを保存している場合，バックアップファイルは次に
示すような名称になります。
（例）
ECMcgitrace.log … CGIトレースファイル
ECMcgitrace.1 … バックアップファイル
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ECMcgitrace.2 … バックアップファイル
なお，バックアップファイルの作成数の上限は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
log.TraceNum パラメタに 1 〜 20 の範囲で指定できます。初期設定値は 5 になります。
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3.3.2 エラートレース情報
障害発生時のエラートレース情報として，例外情報が取得できます。
エラートレース情報を取得するには，配置ディスクリプタ（web.xml ）の設定をしてく
ださい。配置ディスクリプタの設定方法の詳細は，
「 2.5.1 配置ディスクリプタ
（web.xml）の設定」を参照してください。

（1） トレース情報の取得
エラートレース情報を取得するかどうかの切り替えは，配置ディスクリプタ（web.xml ）
の log.ErrorMode パラメタで指定します。エラートレース情報を取得するときは
log.ErrorMode パラメタに true を，取得しないときは log.ErrorMode パラメタに false
を指定します。

（2） 出力ファイル名
取得したエラートレース情報は，エラートレースファイル（ECMerror.log ）に出力され
ます。なお，エラートレースファイルの名称は変更できません。

（3） 出力フォルダ
エラートレースファイルは，配置ディスクリプタ（web.xml ）の log.ErrorDir パラメタ
に指定したフォルダに出力されます。初期設定値は次のとおりです。
● 日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi System¥DocBroker¥StdGUI¥spool¥errtrace
● 英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi System¥DocBroker¥StdGUI¥spool¥errtrace_en

（4） 出力内容
エラートレース情報は次に示す形式で出力されます。
■形式
出力項目¥t出力項目¥t…出力項目¥ｎ
（凡例） ¥t：タブコード

¥n：改行コード

エラートレース情報の出力項目を次の表に示します。
表 3-4 エラートレース情報の出力項目
出力項目
日付
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内容
エラーの発生した日付が YYYY/MM/DD hh:mm:ss 形式で出力されます。
YYYY/MM/DD hh:mm:ss 形式の YYYY には西暦年号（4 桁），MM には月
（2 桁），DD には日（2 桁），hh には時（2 桁），mm には分（2 桁），ss に
は秒（2 桁）が出力されます。
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出力項目

内容

メッセージ ID

DocumentBroker Standard GUI のメッセージの ID が出力されます。
DocumentBroker Standard GUI のメッセージの詳細は，次に示す参照先
を参照してください。
• 「7 メッセージ」
ユティリティコマンドとデータベース容量見積もり支援ツールの実行時
に出力されるメッセージについて知りたい場合に参照してください。
• マニュアル「DocumentBroker Version 3 Standard GUI 操作ガイド」
クライアントの操作時に出力されるメッセージについて知りたい場合に
参照してください。

クライアント IP アドレス

リクエストを送信したクライアントの IP アドレス，またはプロキシを経由
した場合（透過モード未使用の場合）はプロキシの IP アドレスが記録され
ます。負荷分散機をご利用の場合などは，負荷分散機の設定やネットワー
ク構成により，負荷分散機の IP アドレスが記録されるときがあります。負
荷分散機を経由する場合に，クライアントの IP アドレスを送信元として動
作させるかどうかは，負荷分散機の設定をご確認願います。

ユーザ ID

エラーになる処理を要求したユーザの ID が出力されます。ログイン操作な
ど，ユーザ ID が不定な場合は，ハイフン（-）が出力されます。

付加情報

エラーに対する付加情報が出力されます。付加情報がない場合は，ハイフ
ン（-）が出力されます。

スタック情報

エラーに対するスタック情報が出力されます。スタック情報がない場合は，
ハイフン（-）が出力されます。

（5） ファイルサイズの上限
エラートレースファイルのファイルサイズの上限は，配置ディスクリプタ（web.xml ）
の log.ErrorSize パラメタに 1,048,576 〜 2,147,483,647 の範囲で指定できます（単位：
バイト）
。
初期設定値は 1,048,576（1 メガバイト）になります。

（6） バックアップ
ファイルサイズの上限を超えた場合，その時点のエラートレースファイルがバックアッ
プファイルとして保存されます。このとき，ファイルの拡張子が 1 〜 N の数値に変更さ
れます。N は，バックアップファイルの作成数の上限です。
バックアップの処理が完了すると，新規のエラートレースファイルが生成されて，エ
ラートレース情報の出力が継続されます。
例えば，2 個のバックアップファイルを保存している場合，バックアップファイルは次に
示すような名称になります。
（例）
ECMerror.log … エラートレースファイル
ECMerror.1 … バックアップファイル
ECMerror.2 … バックアップファイル
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なお，バックアップファイルの作成数の上限は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
log.ErrorNum パラメタに 1 〜 20 の範囲で指定できます。初期設定値は 5 になります。
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3.4 ユーザ情報・グループ（組織）情報の一括
変更
DocumentBroker Standard GUI で扱う情報のうち，各オブジェクトに関して次のもの
を DocumentBroker Server のユーザ／グループの一括変更コマンド（EDMChUsrId）
を使用して一括で変更できます。なお，変更できるオブジェクトは，一般文書とフォル
ダです。
• 所有者の情報
• アクセス権に設定したユーザおよびグループ（組織）の情報
• ごみ箱に移動したユーザ情報
ユーザ／グループの一括変更コマンド（EDMChUsrId）では，事前に作成しておいた
ユーザ識別子変更情報ファイル，グループ識別子変更情報ファイル，およびプロパティ
変更情報ファイルを使用して実行します。ユーザ／グループの一括変更コマンド
（EDMChUsrId）の詳細，ユーザ識別子変更情報ファイル，およびグループ識別子変更
情報ファイルの詳細については，マニュアル「DocumentBroker Version 3

システム導

入・運用ガイド」を参照してください。なお，DocumentBroker Standard GUI では，
プロパティ変更情報ファイルのサンプルファイル（{DocumentBroker Standard GUI の
インストールフォルダ }¥sample¥ChUsrId¥EcmChUsrIdSample.txt）を提供していま
す。次の場合以外は，そのままご使用ください。
• DocumentBroker Server で，使用している文字コード種別が Shift-JIS の場合
サンプルファイルの文字コード種別を UTF-8 から Shift-JIS に変更してください。
• リファレンスファイル文書化機能，およびフォルダ容量制限機能を使用していない場
合
サンプルファイルの「X,ecmClass_JobInfo」および
「X,ecmClass_FolderCapacity」の行を削除するかコメントアウトしてください。
・
・
##############################
# 以下はご使用になっている機能に応じて行を削除するかコメントアウトしてください。
# リファレンスファイル文書化機能を使用していない場合，無効にする
X,ecmClass_JobInfo
# フォルダの容量制限機能を使用していない場合，無効にする
X,ecmClass_FolderCapacity

！

注意事 項
• 審査・承認機能を使用している環境では，ユーザ情報・グループ（組織）情報の一括変更
はできません。
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3.4.1 ユーザ情報・グループ（組織）情報の一括変更の流れ
DocumentBroker Standard GUI のユーザ情報，およびグループ（組織）情報を変更す
る手順を次に示します。ユーザ／グループの一括変更コマンド（EDMChUsrId）は，シ
ステム内にチェックアウト中の文書が存在すると，実行できません。ユーザ／グループ
の一括変更コマンド（EDMChUsrId）を実行する前に，DocumentBroker Standard
GUI が提供する文書一括チェックアウトキャンセルコマンド
（ecmCancelCheckOutDoc.bat）を必ず実行して，チェックアウト中の文書が存在しない
状態にしてから，ユーザ／グループの一括変更コマンド（EDMChUsrId）を実行してく
ださい。
手順
1. 文書一括チェックアウトキャンセルコマンド（ecmCancelCheckOutDoc.bat）の
-l オプションを指定してチェックアウト中の文書の存在を確認します。このとき，
文書管理サーバが起動していることを確認してコマンドを実行してください。
2. チェックアウト中の文書があった場合，チェックアウトユーザに連絡して，該当する
文書のチェックインまたはチェックアウトの取り消しを行ってもらいます。
3. 文書管理サーバは起動したまま，Web サーバを停止し，ユーザが文書管理サーバにア
クセスできない状態にします。
4. 再度，文書一括チェックアウトキャンセルコマンド
（ecmCancelCheckOutDoc.bat）の -l オプションを指定して，チェックアウト中
の文書の存在を確認します。
5. 手順 4 でチェックアウト中の文書が存在していた場合は，チェックアウト中の文書が
なくなるまで，手順 1，手順 2 を繰り返します。または，文書一括チェックアウト
キャンセルコマンド（ecmCancelCheckOutDoc.bat）の -l オプションを指定せず
に実行して，強制的にチェックアウト中の文書に対するチェックアウトキャンセルを
実行します。
6. 文書管理サーバを停止して，DocumentBroker Server のユーザ／グループの一括
変更コマンド（EDMChUsrId）を実行します。
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DocumentBroker Standard
GUI のカスタマイズ
この章では，DocumentBroker Standard GUI のカスタマイズ
方法について説明します。

4.1 画面の文書検索領域および文書詳細検索領域に表示する項目の変更
4.2 画面の文書種別マスタ管理領域に表示する項目の変更
4.3 文書に対するユーザプロパティの追加
4.4 画面の一覧領域に表示する項目の変更
4.5 審査・承認時に送信するメール本文の変更
4.6 文書種別マスタの定義
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4.1 画面の文書検索領域および文書詳細検索領
域に表示する項目の変更
検索対象プロパティファイルをテキストエディターなどで編集して，DocumentBroker
Standard GUI の画面の文書検索領域および文書詳細検索領域に表示する項目を変更でき
ます。
文書検索領域および文書詳細検索領域では，次に示す項目を表示するかどうかが変更で
きます。これらの項目は，文書のプロパティを検索条件として指定する項目になります。
• 名前
• 更新者
• 更新日
• サイズ
• 作成日
• 所有者
• チェックアウト中ユーザ
• ファイル名
• ユーザプロパティ

（1） 検索対象プロパティファイル
検索対象プロパティファイルは，文書検索領域および文書詳細検索領域に表示する項目
を定義するファイルです。
検索対象プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
def.SearchPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値として，次
に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥SearchProp.propertie
s
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥SearchProp.proper
ties

（2） 記述規則
検索対象プロパティファイルの記述規則を次に示します。
• UTF-8 で記述します。
•「キー = 値」の形式で記述します。
• 改行までが値になります。

146

4. DocumentBroker Standard GUI のカスタマイズ

• 値が存在しない行を定義した場合，その行は無視されます。
• # 記号から改行まではコメントとなります。

（3） 記述できるキー
検索対象プロパティファイルには，次の表に示すキーが記述できます。
表 4-1 検索対象プロパティファイルに記述できるキー
キー

説明

prop.Num

文書検索領域および文書詳細検索領域に表示する項目の数を値に記述しま
す。
prop.Num キーを省略すると，0 が仮定されます。

prop.Name.X ※

文書検索領域および文書詳細検索領域に表示する項目に対応する列名を値に
記述します。
表示する項目に対応する列名は，表 4-2 を参照してください。
prop.Name.X キーは省略できません。

注※
X には，1 〜 N の数値を記述します。N は，prop.Num キーに記述した値になります。

表 4-2 表示する項目に対応する列名
項番

表示する項目

列名

1

名前

esysProp_Name

2

更新者

dbuUserProp_ModifierName

3

更新日

esysProp_ModifyTime

4

サイズ

ecmProp_FileSize

5

作成日

esysProp_Creat eTime

6

所有者

dbuUserProp_OwnerNam e

7

チェックアウト中ユーザ

dbuUserProp_ReservedUserName

8

ファイル名

ecmProp_FileName

9

ユーザプロパティ

文書ユーザプロパティ定義ファイルに記述した列名※

注※
文書ユーザプロパティ定義ファイルについては，「4.3

文書に対するユーザプロパティの追加」

を参照してください。

（4） 記述例
文書検索領域および文書詳細検索領域に名前と更新日を表示するときは，次に示すよう
に検索対象プロパティファイルを記述します。
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これによって，次に示す DocumentBroker Standard GUI の画面が表示されます。
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4.2 画面の文書種別マスタ管理領域に表示する
項目の変更
文書種別検索対象プロパティファイルをテキストエディターなどで編集して，
DocumentBroker Standard GUI の画面の文書種別マスタ管理領域に表示する項目を変
更できます。
文書種別マスタ管理領域では，次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。これ
らの項目は，文書種別の検索条件として指定する項目になります。
• 文書種別名
• 更新日
• 更新者

（1） 文書種別検索対象プロパティファイル
文書種別検索対象プロパティファイルは，文書種別マスタ管理領域に表示する項目を定
義するファイルです。
文書種別検索対象プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）
の def.DocTypeSearchPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値
として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocTypeSearchProp.pr
operties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocTypeSearchProp
.properties

（2） 記述規則
文書種別検索対象プロパティファイルの記述規則を次に示します。
• UTF-8 で記述します。
•「キー = 値」の形式で記述します。
• 改行までが値になります。
• 値が存在しない行を定義した場合，その行は無視されます。
• # 記号から改行まではコメントとなります。

（3） 記述できるキー
文書種別検索対象プロパティファイルには，次の表に示すキーが記述できます。
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表 4-3 文書種別検索対象プロパティファイルに記述できるキー
キー

説明

prop.Num

文書種別マスタ検索領域に表示する項目の数を値に記述します。
prop.Num キーを省略すると，0 が仮定されます。

prop.Name.X ※

文書種別マスタ検索領域に表示する項目に対応する列名を値に記述します。
表示する項目に対応する列名は，表 4-4 を参照してください。
prop.Name.X キーは省略できません。

注※
X には，1 〜 N の数値を記述します。N は，prop.Num キーに記述した値になります。

表 4-4 表示する項目に対応する列名
項番

表示する項目

列名

1

文書種別名

esysProp_Name

2

更新日

esysProp_ModifyTime

3

更新者

dbuUserProp_ModifierName

（4） 記述例
文書種別マスタ管理領域に文書種別名，更新日，および更新者を表示するときは，次に
示すように文書種別検索対象プロパティファイルを記述します。

これによって，次に示す DocumentBroker Standard GUI の画面が表示されます。
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4.3 文書に対するユーザプロパティの追加
文書ユーザプロパティ定義ファイルをテキストエディターなどで編集して，文書のプロ
パティにユーザプロパティを追加できます。追加したユーザプロパティには，
［文書の作
成］画面や［文書のプロパティ］画面で任意の情報が登録できます。
プロパティには，次に示すユーザプロパティが追加できます。
• 整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティ
整数型の情報と日付型の情報のどちらかが登録できます。このユーザプロパティは，
五つまで追加できます。
• 文字列型の情報登録用のユーザプロパティ
文字列型の情報が登録できます。このユーザプロパティは，五つまで追加できます。

（1） 文書ユーザプロパティ定義ファイル
文書ユーザプロパティ定義ファイルは，文書のプロパティに追加するユーザプロパティ
を定義するファイルです。
文書ユーザプロパティ定義ファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）
の def.DocUserPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値として，
次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocUserProp.properti
es
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocUserProp.prope
rties

（2） 記述規則
文書ユーザプロパティ定義ファイルの記述規則を次に示します。
• UTF-8 で記述します。
•「キー = 値」の形式で記述します。
• 改行までが値になります。
• 値が存在しない行を定義した場合，その行は無視されます。
• # 記号から改行まではコメントとなります。

（3） 記述できるキー
文書ユーザプロパティ定義ファイルには，次の表に示すキーが記述できます。
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表 4-5 文書ユーザプロパティ定義ファイルに記述できるキー
キー

説明

prop.Num

追加するユーザプロパティの数を値に記述します。
prop.Num キーを省略すると，0 が仮定されます。

prop.Name.X ※ 1

追加するユーザプロパティに対応する列名を値に記述します。
追加するユーザプロパティに対応する列名は，表 4-6 を参照してください。
prop.Name.X キーは省略できません。

prop.Alias.X ※ 1

追加するユーザプロパティの表示名称を値に記述します。
prop.Alias.X キーは省略できません。

prop.Type.X ※ 1

整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティを追加するときは，次
に示すデータ型のどちらかを値に記述します。
• Integer32：整数型
• Dat e：日付型（YYYYMMDD 形式※ 2 ）
文字列型の情報登録用のユーザプロパティを追加するときは，次に示すデー
タ型を値に記述します。
• String：文字列型
prop.Type.X キーは省略できません。

prop.Length.X ※ 1

文字列型の情報登録用のユーザプロパティを追加するときは，ユーザプロパ
ティに登録する文字列データの最大文字列長（バイト）を値に記述します。
最大文字列長には，256（バイト）未満の値を記述してください。
整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティを追加するときは，4
を値に記述します。このとき，prop.Length.X キーを省略することもできま
す。prop.Length.X キーを省略すると，4 が仮定されます。

prop.Sortable.X ※ 1

追加するユーザプロパティが画面の一覧領域に表示されたときに，ソート機
能を使用するかどうかを値に記述します。
記述できる値を次に示します。
• Y：ソート機能を使用します。
• N：ソート機能を使用しません。
prop.Sortable.X キーを省略すると，N が仮定されます。

prop.SearchMode.X ※ 1

文字列型の情報登録用のユーザプロパティを追加するときに，前方一致で検
索するか，部分一致で検索するかを値に記述します。
記述できる値を次に示します。
• PRE：前方一致で文字列を検索します。
• IN：部分一致で文字列を検索します。
prop.SearchMode.X キーを省略すると，PRE が仮定されます。

注
省略できないキーが記述されていないプロパティ項目の解析処理はスキップして処理を続行し
ます。
注※ 1
X には，1 〜 N の数値を記述します。N は，prop.Num キーに記述した値になります。
注※ 2
YYYYMMDD 形式の YYYY は西暦年号（4 桁），MM は月（2 桁），DD は日（2 桁）になりま
す。
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表 4-6 追加するユーザプロパティに対応する列名
項番

追加するユーザプロパティ

列名

1

整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティ 1

ecmProp_UserInt1

2

整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティ 2

ecmProp_UserInt2

3

整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティ 3

ecmProp_UserInt3

4

整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティ 4

ecmProp_UserInt4

5

整数型または日付型の情報登録用のユーザプロパティ 5

ecmProp_UserInt5

6

文字列型の情報登録用のユーザプロパティ 1

ecmProp_UserSt r1

7

文字列型の情報登録用のユーザプロパティ 2

ecmProp_UserSt r2

8

文字列型の情報登録用のユーザプロパティ 3

ecmProp_UserSt r3

9

文字列型の情報登録用のユーザプロパティ 4

ecmProp_UserSt r4

10

文字列型の情報登録用のユーザプロパティ 5

ecmProp_UserSt r5

（4） 注意事項
DocumentBroker Standard GUI の運用途中でユーザプロパティを追加した場合，登録
済みの文書のユーザプロパティには次に示す値が初期値として表示されます。
• 整数型の情報登録用のユーザプロパティの場合：0
• 日付型の情報登録用のユーザプロパティの場合：空白
• 文字列型の情報登録用のユーザプロパティの場合：空白

（5） 記述例
文字列型，日付型，および整数型の情報登録用のユーザプロパティを一つずつ追加する
ときは，次に示すように文書ユーザプロパティ定義ファイルを記述します。
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これによって，ユーザプロパティが追加されます。追加されたユーザプロパティは，次
に示す［文書の作成］画面などに表示されます。
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4.4 画面の一覧領域に表示する項目の変更
リスト表示プロパティファイルをテキストエディターなどで編集して，次の表に示す画
面の一覧領域に表示する項目を変更できます。
表 4-7 一覧領域に表示する項目を変更できる画面
画面名

変更内容

［文書一覧］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 名前
• 更新者
• 更新日
• ファイル名
• サイズ
• 作成日
• コメント
• ユーザプロパティ

［検索結果］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 名前
• 更新者
• 更新日
• ファイル名
• サイズ
• 作成日
• コメント
• ユーザプロパティ

［履歴］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 名前
• 更新者
• 更新日
• ファイル名
• サイズ
• 作成日
• コメント
• ユーザプロパティ

［ごみ箱］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 名前
• 更新者
• 更新日
• ファイル名
• サイズ
• 作成日
• コメント
• 削除日
• ユーザプロパティ

［ルート］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• ルート名
• 更新日
• コメント
• 作成日
• 更新者
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画面名

変更内容

［ワークスペース］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 番号
• 名前
• 作成者
• 作成日
• 処理状況

［受信トレイ］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 番号
• 名前
• 作成者
• 依頼日
• コメント
• 作成日

［審査・承認履歴］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 審査・承認者
• 処理日
• ステータス
• コメント

［文書種別マスタ一覧］画面

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 文書種別名
• 作成日
• 更新日
• 更新者

［文書リンク］画面の［選択した文
書がリンクしている文書］領域

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• リンクオブジェクト追加日
• 文書リンクコメント
• リンク追加時の，選択した文書がリンクしている文書の更新日
• 名前
• 更新者
• 更新日
• ファイル名
• サイズ
• 作成日
• コメント

［文書リンク］画面の［選択した文
書をリンクしている文書］領域

次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• リンクオブジェクト追加日
• 文書リンクコメント
• リンク追加時の，選択した文書をリンクしている文書の更新日
• 名前
• 更新者
• 更新日
• ファイル名
• サイズ
• 作成日
• コメント
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画面名
［文書リンク］画面の［選択した文
書］領域

変更内容
次に示す項目を表示するかどうかが変更できます。
• 名前
• 更新者
• 更新日
• ファイル名
• サイズ
• 作成日
• コメント
• ユーザプロパティ

（1） リスト表示プロパティファイル
リスト表示プロパティファイルは，画面の一覧領域に表示する項目を定義するファイル
です。
カスタマイズする画面ごとに，次に示すリスト表示プロパティファイルを編集してくだ
さい。
（a）［文書一覧］画面用のリスト表示プロパティファイル
［文書一覧］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリプ
タ（web.xml ）の def.DocListPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初期
設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocListProp.properti
es
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocListProp.prope
rties
（b）［検索結果］画面用のリスト表示プロパティファイル
［検索結果］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリプ
タ（web.xml ）の def.DocSearchListPropFile パラメタで指定します。このパラメタに
は，初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocSearchListProp.pr
operties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocSearchListProp
.properties
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（c）［履歴］画面用のリスト表示プロパティファイル
［履歴］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ
（web.xml）の def.DocHistoryListPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，
初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocHistoryListProp.p
roperties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocHistoryListPro
p.properties
（d）［ごみ箱］画面用のリスト表示プロパティファイル
［ごみ箱］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ
（web.xml）の def.DustDocListPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初
期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DustDocListProp.prop
erties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DustDocListProp.p
roperties
（e）［ルート］画面用のリスト表示プロパティファイル
［ルート］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ
（web.xml）の def.RouteItemListPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，
初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥RouteItemListProp.pr
operties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥RouteItemListProp
.properties
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（f）［ワークスペース］画面用のリスト表示プロパティファイル
［ワークスペース］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディス
クリプタ（web.xml ）の def.ItemListPropFile パラメタで指定します。このパラメタに
は，初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥ItemListProp.propert
ies
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥ItemListProp.prop
erties
（g）［受信トレイ］画面用のリスト表示プロパティファイル
［受信トレイ］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディスクリ
プタ（web.xml ）の def.InboxListPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，
初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥InboxListProp.proper
ties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥InboxListProp.pro
perties
（h）［審査・承認履歴］画面用のリスト表示プロパティファイル
［審査・承認履歴］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置ディス
クリプタ（web.xml ）の def.ItemHistoryListPropFile パラメタで指定します。このパラ
メタには，初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥ItemHistoryListProp.
properties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥ItemHistoryListPr
op.properties
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（i）［文書種別マスタ一覧］画面用のリスト表示プロパティファイル
［文書種別マスタ一覧］画面用のリスト表示プロパティファイルのファイル名は，配置
ディスクリプタ（web.xml ）の def.DocTypeListPropFile パラメタで指定します。このパ
ラメタには，初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocTypeListProp.prop
erties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocTypeListProp.p
roperties
（j）［文書リンク］画面の［選択した文書がリンクしている文書］領域用のリスト表示プロパ
ティファイル
［文書リンク］画面の［選択した文書がリンクしている文書］領域用のリスト表示プロパ
ティファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
def.DocLinkAheadPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値とし
て，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocLinkAheadProp.pro
perties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocLinkAheadProp.
properties
（k）［文書リンク］画面の［選択した文書をリンクしている文書］領域用のリスト表示プロパ
ティファイル
［文書リンク］画面の［選択した文書をリンクしている文書］領域用のリスト表示プロパ
ティファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
def.DocLinkOrgPropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値とし
て，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocLinkOrgProp.prope
rties
英語画面の場合
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c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocLinkOrgProp.pr
operties
（l）［文書リンク］画面の［選択した文書］領域用のリスト表示プロパティファイル
［文書リンク］画面の［選択した文書］領域用のリスト表示プロパティファイルのファイ
ル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の def.DocLinkSelectedPropFile パラメタで指
定します。このパラメタには，初期設定値として，次に示すファイル名が指定されてい
ます。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥DocLinkSelectedProp.
properties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥DocLinkSelectedPr
op.properties

（2） 記述規則
リスト表示プロパティファイルの記述規則を次に示します。
• UTF-8 で記述します。
•「キー = 値」の形式で記述します。
• 改行までが値になります。
• 値が存在しない行を定義した場合，その行は無視されます。
• # 記号から改行まではコメントとなります。

（3） 記述できるキー
リスト表示プロパティファイルには，次の表に示すキーが記述できます。
表 4-8 リスト表示プロパティファイルに記述できるキー
キー
prop.Num

説明
一覧領域に表示する項目の数を値に記述します。
prop.Num キーを省略すると，0 が仮定されます。

prop.Name.X ※

一覧領域に表示する項目に対応する列名を値に記述します。
表示する項目に対応する列名は，表 4-9 〜表 4-17 を参照してください。
prop.Name.X キーは省略できません。

注※
X には，1 〜 N の数値を記述します。N は，prop.Num キーに記述した値になりま
す。
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表 4-9 表示する項目に対応する列名（
［文書一覧］画面，［検索結果］画面，
［履歴］画
面，
［文書リンク］画面の［選択した文書］領域用のリスト表示プロパティファ
イルの場合）
項番

表示する項目

列名

1

名前

esysProp_Name

2

更新者

dbuUserProp_ModifierNam e

3

更新日

esysProp_ModifyTim e

4

ファイル名

ecmProp_FileNam e

5

サイズ

ecmProp_FileS ize

6

作成日

esysProp_CreateTime

7

コメント

esysProp_Comment

8

ユーザプロパティ

文書ユーザプロパティ定義ファイルに記述した列名※

注※
文書ユーザプロパティ定義ファイルについては，「4.3

文書に対するユーザプロパティの追加」

を参照してください。

表 4-10

表示する項目に対応する列名（
［ごみ箱］画面用のリスト表示プロパティファイ
ルの場合）

項番

表示する項目

列名

1

名前

esysProp_Name

2

更新者

dbuUserProp_ModifierNam e

3

更新日

esysProp_ModifyTim e

4

ファイル名

ecmProp_FileNam e

5

サイズ

ecmProp_FileS ize

6

作成日

esysProp_CreateTime

7

コメント

esysProp_Comment

8

削除日

ecmProp_DeleteTime

9

ユーザプロパティ

文書ユーザプロパティ定義ファイルに記述した列名※

注※
文書ユーザプロパティ定義ファイルについては，「4.3

文書に対するユーザプロパティの追加」

を参照してください。

表 4-11

表示する項目に対応する列名（［ルート］画面用のリスト表示プロパティファイ
ルの場合）

項番

表示する項目

列名

1

ルート名

esysProp_Name

2

更新日

esysProp_ModifyTime
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項番

表示する項目

列名

3

コメント

esysProp_Comment

4

作成日

esysProp_CreateTime

5

更新者

dbuUserProp_ModifierName

表 4-12

表示する項目に対応する列名（
［ワークスペース］画面用のリスト表示プロパ
ティファイルの場合）

項番

表示する項目

列名

1

番号

ecmProp_FlowId

2

名前

esysProp_Name

3

作成者

ecmProp_ReqUser

4

作成日

ecmProp_CreateDate

5

処理状況

ecmProp_FlowStatus

表 4-13

表示する項目に対応する列名（
［受信トレイ］画面用のリスト表示プロパティ
ファイルの場合）

項番

表示する項目

列名

1

番号

ecmProp_FlowId

2

名前

esysProp_Name

3

作成者

ecmProp_ReqUser

4

依頼日

ecmProp_ReqDate

5

コメント

esysProp_Comment

6

作成日

ecmProp_CreateDate

表 4-14

表示する項目に対応する列名（
［審査・承認履歴］画面用のリスト表示プロパ
ティファイルの場合）

項番

表示する項目

列名

1

審査・承認者

ecmProp_Approve

2

処理日

ecmProp_AppDate

3

ステータス

ecmProp_AppStatus

4

コメント

esysProp_Comment

表 4-15

表示する項目に対応する列名（
［文書種別マスタ一覧］画面用のリスト表示プロ
パティファイルの場合）

項番
1
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列名
esysProp_Name
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項番

表示する項目

列名

2

作成日

esysProp_CreateTime

3

更新日

esysProp_ModifyTime

4

更新者

dbuUserProp_ModifierNam e

表 4-16

表示する項目に対応する列名（
［文書リンク］画面の［選択した文書がリンクし
ている文書］領域用のリスト表示プロパティファイルの場合）

項番

表示する項目

列名

1

リンクオブジェクト追加日

REL.esysProp_CreateTime

2

文書リンクコメント

REL.ecmProp_RelCommnt

3

リンク追加時の，選択した文書がリ
ンクしている文書の更新日

REL.ecmProp_RelAheadModifyTim e

4

名前

DV.esysProp_Name

5

更新者

DV.dbuUserProp_ModifierName

6

更新日

DV.esysProp_ModifyTime

7

ファイル名

DV.ecmProp_FileName

8

サイズ

DV.ecmProp_FileSize

9

作成日

DV.esysProp_CreateTime

10

コメント

DV.esysProp_Comment

表 4-17

表示する項目に対応する列名（
［文書リンク］画面の［選択した文書をリンクし
ている文書］領域用のリスト表示プロパティファイルの場合）

項番

表示する項目

列名

1

リンクオブジェクト追加日

REL.esysProp_CreateTime

2

文書リンクコメント

REL.ecmProp_RelCommnt

3

リンク追加時の，選択した文書をリ
ンクしている文書の更新日

REL.ecmProp_RelOrgModifyTime

4

名前

DV.esysProp_Name

5

更新者

DV.dbuUserProp_ModifierName

6

更新日

DV.esysProp_ModifyTime

7

ファイル名

DV.ecmProp_FileName

8

サイズ

DV.ecmProp_FileSize

9

作成日

DV.esysProp_CreateTime

10

コメント

DV.esysProp_Comment

（4） 記述例
［履歴］画面の一覧領域に名前，ユーザプロパティ 1，ユーザプロパティ 2，およびユー
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ザプロパティ 3 を表示するときは，次に示すようにリスト表示プロパティファイルを記
述します。

これによって，次に示す［履歴］画面が表示されます。
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4.5 審査・承認時に送信するメール本文の変更
メールの本文用テキストファイルをテキストエディターなどで編集して，審査・承認の
次に示すタイミングで送信するメールの本文の内容を変更できます。
• 審査・承認依頼時，および最終承認でない審査・承認実行時に送信するメール
• 最終承認の審査・承認完了時に送信するメール
• 審査・承認却下時に送信するメール

（1） メールの本文用テキストファイル
メールの本文用テキストファイルは，メールの本文を直接記述するファイルです。
送信するメールごとに，次に示すメールの本文用テキストファイルを編集してください。
（a） 審査・承認依頼時，および最終承認でない審査・承認実行時に送信するメールの本文用
テキストファイル
審査・承認依頼時，および最終承認でない審査・承認実行時に送信するメールの本文用
テキストファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
approve.MailRequestPath パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値とし
て，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥mail¥MailRequest.txt
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥mail_en¥MailRequest.txt
また，このファイルには，初期設定値として，次に示す内容が記述されています。
■ファイルの内容
日本語画面の場合

英語画面の場合

（b） 最終承認の審査・承認完了時に送信するメールの本文用テキストファイル
最終承認の審査・承認完了時に送信するメールの本文用テキストファイルのファイル名
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は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の approve.MailCompletePath パラメタで指定し
ます。このパラメタには，初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥mail¥MailComplete.txt
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥mail_en¥MailComplete.txt
また，このファイルには，初期設定値として，次に示す内容が記述されています。
■ファイルの内容
日本語画面の場合

英語画面の場合

（c） 審査・承認却下時に送信するメールの本文用テキストファイル
審査・承認却下時に送信するメールの本文用テキストファイルのファイル名は，配置
ディスクリプタ（web.xml ）の approve.MailNGPath パラメタで指定します。このパラ
メタには，初期設定値として，次に示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥mail¥MailNG.txt
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥mail_en¥MailNG.txt
また，このファイルには，初期設定値として，次に示す内容が記述されています。
■ファイルの内容
日本語画面の場合

英語画面の場合
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（2） 記述規則
メールの本文用テキストファイルは UTF-8 で記述してください。
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4.6 文書種別マスタの定義
文書種別マスタ機能とは，文書の種別ごとに，文書種別マスタとして文書に設定するプ
ロパティを定義する機能のことです。フォルダや文書の作成時に，文書種別マスタを選
択することで，それぞれのフォルダや文書に適したプロパティを設定できます。
文書種別マスタとして，次に示す二つを定義します。
● 文書種別
文書作成時に指定するプロパティ，検索に使用するプロパティ，文書一覧に使用する
プロパティ，および採番情報を設定します。設定できるプロパティ型には，文字列型，
整数型，日付型，およびマスタ型があります。各情報登録用のプロパティは整数型，
日付型，および文字列型（255 バイト）はそれぞれ 10 個，文字列型（4,096 バイト）
は 5 個作成できます。なお，文字列型のプロパティは，検索時に部分一致で検索され
ます。
一つの文書種別マスタに設定できるプロパティの数は，すべてのプロパティ型を使用
した場合，各型 5 個ずつで合計 25 個です。なお，文書種別マスタには作成数の上限
はありません。
● 属性値マスタ
プルダウンメニューからプロパティ値を選択する形式のプロパティ型をマスタ型とい
います。
文書種別にマスタ型のプロパティを設定する場合は，属性値マスタにプルダウンメ
ニューに表示させるプロパティ値を設定します。

！

注意事 項
一つのマスタ型プロパティに設定したプルダウンメニューは，同じマスタ型を使用するすべ
てのマスタのプルダウンメニューに表示されます。そのため，各マスタに依存しない，共通
に利用できるプルダウンメニューにすることをお勧めします。また，属性値マスタは種別用
プロパティ定義ファイル（TypeProp.properties）で定義している文字列型（255 バイト）
の ecmProp_DocTypePropStr1 〜 ecmProp_DocTypePropSt r10 で，
prop.InputType.X=Master と定義している種別用プロパティに 1 対 1 で割り当てることが
できます。このため，最大は 10 個です。

文書種別および属性値マスタは，画面上で作成および更新します。文書種別および属性
値マスタの作成方法の詳細は，マニュアル「DocumentBroker Version 3 Standard GUI
操作ガイド」を参照してください。
ここでは，文書種別および属性値マスタを作成する場合に使用する種別用プロパティ定
義ファイルについて説明します。

（1） 種別用プロパティ定義ファイル
種別用プロパティ定義ファイルは，文書種別用のプロパティを定義するためのファイル
です。
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種別用プロパティ定義ファイルのファイル名は，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
def.TypePropFile パラメタで指定します。このパラメタには，初期設定値として，次に
示すファイル名が指定されています。
■ファイル名
日本語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties¥TypeProp.properties
英語画面の場合
c:¥Program Files¥Hitachi
System¥DocBroker¥StdGUI¥etc¥properties_en¥TypeProp.properti
es

（2） 記述規則
種別用プロパティ定義ファイルの記述規則を次に示します。
● UTF-8 で記述します。
●「キー = 値」の形式で記述します。
● 改行までが値になります。
● 値が存在しない行を定義した場合，その行は無視されます。
● # 記号から改行まではコメントとなります。

（3） 記述できるキー
種別用プロパティ定義ファイルには，次の表に示すキーが記述できます。なお，種別用
プロパティ定義ファイルの設定は，運用を開始した後は変更しないでください。
表 4-18

種別用プロパティ定義ファイルに記述できるキー

キー

説明

prop.Num

追加する文書種別用プロパティの数を値に記述します。prop.Num
キーを省略すると，0 が仮定されます。

prop.Name.X ※ 1

追加する文書種別用プロパティに対応する列名を値に記述します。
追加する文書種別用プロパティに対応する列名は，表 4-19 を参照し
てください。
prop.Name.X キーは省略できません。

prop.Alias.X ※ 1

追加する文書種別用プロパティのデフォルトの表示名称を値に記述し
ます。
prop.Alias.X キーは省略できません。
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キー
prop.Type.X ※ 1

説明
整数型または日付型の文書種別用プロパティを追加するときは，次に
示すデータ型のどちらかを値に記述します。
• Int eger32：整数型
• Date：日付型（YYYYMMDD 形式※ 2 ）
文字列型の文書種別用プロパティを追加するときは，次に示すデータ
型を値に記述します。
• String：文字列型
prop.Type.X キーは省略できません。

prop.Length.X ※ 1

文字列型の情報登録用の文書種別用プロパティを追加するときは，文
書種別用プロパティに登録する文字列データの最大文字列長（バイ
ト）を値に記述します。prop.Input Type.X キーに text を記述した場
合，最大文字列長のチェックが有効となります。
prop.Input Type.X キーに Master を記述した場合，prop.Length.X
キーに記述した値は無視されます。
また，prop.Length.X キーに記述する最大文字列長の大きさによっ
て，画面での文書種別用プロパティを入力する領域の表示が異なりま
す。
• 256 バイト未満の値を記述した場合
画面には，1 行だけ入力できる領域が表示されます。
• 256 バイト以上の値を記述した場合
画面には，複数行入力できる領域が表示されます。
整数型または日付型の情報登録用の文書種別用プロパティを追加する
ときは，4 を値に記述します。このとき，prop.Length.X キーを省略
することもできます。prop.Length.X キーを省略すると，4 が仮定さ
れます。

prop.Sortable.X ※ 1

追加する文書種別用プロパティが画面の一覧領域に表示されたとき
に，ソート機能を使用するかどうかを値に記述します。
記述できる値を次に示します。
• Y：ソート機能を使用します。
• N：ソート機能を使用しません。
prop.Sortable.X キーを省略すると，N が仮定されます。

prop.SearchMode.X ※ 1

文字列型の情報登録用の文書種別用プロパティを追加するときに，前
方一致で検索するか，部分一致で検索するかを値に記述します。
記述できる値を次に示します。
• PRE：前方一致で文字列を検索します。
• IN：部分一致で文字列を検索します。
prop.SearchMode.X キーを省略すると，PRE が仮定されます。

prop.InputType.X ※ 1

追加する文書種別用プロパティを画面で入力するときの入力方法を値
に記述します。
記述できる値を次に示します。
• Text：テキストボックスに入力します。prop.Length.X キーで記述
した値によって，画面での入力領域の表示方法が異なります。
• Master：プルダウンメニューから選択します。
• DatePart s：カレンダーから日付を選択します。
• None：入力または選択はできません。
prop.Input Type.X キーは省略できません。
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キー
prop.InputTypeMasterKey.X
※1

prop.ModifyMode.X ※ 1

説明
prop.InputType.X キーに Master を記述するときに，使用する属性値
マスタを特定するためのプロパティを値に記述します。prop.Name.X
キーと同じ値を記述してください。
prop.InputTypeMasterKey.X キーの記述を省略すると，
prop.Name.X キーと同じ値が仮定されます。
文書種別用プロパティの値が更新できるかどうかを値に記述します。
記述できる値を次に示します。
• true：値を更新できます。
• false：値を更新できません。
prop.ModifyMode.X キーを省略すると，true が仮定されます。

prop.StringType.X ※ 1

文字列型の情報登録用の文書種別用プロパティを作成するときに，プ
ロパティ値に指定できる文字の種別を，値に記述します。
記述できる値を次に示します。
• ASCII：ASCII コードだけ指定できます。
• ASCII2：ASCII コードおよび半角かたかなだけ指定できます。
• MIX：文字の種別の制限はありません。
prop.StringType.X キーは，prop.InputType.X キーに Text を記述す
るときだけ有効になります。
prop.StringType.X キーを省略すると，MIX が仮定されます。

prop.DefaultString.X ※ 1

文書を作成するときに，画面の入力領域に表示される初期設定値を値
に記述します。文字列で記述します。
prop.Type.X キーに Date を記述して，prop.DefaultString.X キーに
Now を記述すると，文書の作成日の日付が初期設定値として表示さ
れます。日付は YYYYMMDD 形式※ 2 で指定します。
ただし，次に示すときは，prop.Default String.X キーの記述が無視さ
れます。
• prop.Type.X キーに Integer32 を記述して，prop.DefaultString.X
キーに数値以外の文字列を記述したとき
• prop.Type.X キーに Date を記述して，prop.DefaultSt ring.X キー
に YYYYMMDD の形式※ 2 以外で記述したとき
• prop.InputType.X キーに Master を記述したとき

prop.OmitMode.X ※ 1

文書種別用プロパティのプロパティ値の指定が省略できるかどうかを
値に記述します。
記述できる値を次に示します。
• true：省略できます。
• false：省略できません。
prop.OmitMode.X キーを省略すると，true が仮定されます。

注
省略できないキーが記述されていないプロパティ項目の解析処理はスキップして処
理を続行します。
注※ 1
X には，1 〜 N の数値を記述します。N は，prop.Num キーに記述した値になりま
す。
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注※ 2
YYYYMMDD 形式の YYYY は西暦年号（4 桁）
， MM は月（2 桁）
， DD は日（2 桁）
になります。
表 4-19
項
番

追加する文書種別用プロパティに対応する列名
追加する文書種別用プロパティ

列名

1

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 1

ecmProp_DocTypePropInt1

2

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 2

ecmProp_DocTypePropInt2

3

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 3

ecmProp_DocTypePropInt3

4

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 4

ecmProp_DocTypePropInt4

5

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 5

ecmProp_DocTypePropInt5

6

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 6

ecmProp_DocTypePropInt6

7

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 7

ecmProp_DocTypePropInt7

8

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 8

ecmProp_DocTypePropInt8

9

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 9

ecmProp_DocTypePropInt9

1
0

整数型または日付型の情報登録用のプロパティ 10

ecmProp_DocTypePropInt10

1
1

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 1

ecmProp_DocTypePropStr1

1
2

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 2

ecmProp_DocTypePropStr2

1
3

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 3

ecmProp_DocTypePropStr3

1
4

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 4

ecmProp_DocTypePropStr4

1
5

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 5

ecmProp_DocTypePropStr5

1
6

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 6

ecmProp_DocTypePropStr6

1
7

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 7

ecmProp_DocTypePropStr7

1
8

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 8

ecmProp_DocTypePropStr8

1
9

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 9

ecmProp_DocTypePropStr9

2
0

文字列型（255 バイト）の情報登録用のプロパティ 10

ecmProp_DocTypePropStr10

2
1

文字列型（4,096 バイト）の情報登録用のプロパティ 1

ecmProp_DocTypePropLongSt r1

2
2

文字列型（4,096 バイト）の情報登録用のプロパティ 2

ecmProp_DocTypePropLongSt r2
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項
番

追加する文書種別用プロパティ

列名

2
3

文字列型（4,096 バイト）の情報登録用のプロパティ 3

ecmProp_DocTypePropLongStr3

2
4

文字列型（4,096 バイト）の情報登録用のプロパティ 4

ecmProp_DocTypePropLongStr4

2
5

文字列型（4,096 バイト）の情報登録用のプロパティ 5

ecmProp_DocTypePropLongStr5

（4） 記述例
文書種別用プロパティとして整数型，日付型，および文字列型（4,096 バイト）を追加す
るときは，次に示すように種別用プロパティ定義ファイルを記述します。

これによって，文書種別用プロパティが追加されます。追加された文書種別用プロパ
ティは，
［文書種別の作成］画面などに表示されます。
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5

Groupmax Document
Manager からの移行
この章では，Groupmax Document Manager に登録されてい
るフォルダ階層情報，および文書情報を DocumentBroker
Standard GUI に移行する手順を説明します。

5.1 Groupmax Document Manager からの移行の概要
5.2 Groupmax Document Manager から移行するには
5.3 移行できる内容
5.4 移行支援コマンド
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5.1 Groupmax Document Manager からの移行
の概要
Groupmax Document Manager からの移行の概要を，次の図に示します。なお，移行で
きる対象製品は次のとおりです。
• Groupmax Document Manager Version 6 06-55 以降
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図 5-1 Groupmax Document Manager からの移行の概要
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5.2 Groupmax Document Manager から移行す
るには
Groupmax Document Manager に登録されているフォルダ階層情報，および文書情報を
移行する手順を説明します。
移行手順の流れを次の図に示します。
図 5-2

Groupmax Document Manager から移行する操作の流れ

5.2.1 フォルダ情報と文書情報の出力
Groupmax Document Manager に登録されているフォルダ，および文書の情報を出力し
ます。情報の出力には，Groupmax Document Manager のユティリティコマンド
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（ISlsdoc コマンド）を使用します。ISlsdoc コマンドは Groupmax Document Manager
のサーバ環境で実行してください。ISlsdoc コマンドを実行する場合のオプション引数を
次の表に示します。ISlsdoc コマンドの詳細については，Groupmax Document Manager
の提供するドキュメントを参照してください。
表 5-1

ISlsdoc コマンド実行時に指定するオプション引数
オプション

指定する値

-o

文書一覧を出力するファイルのパスを指定してください。
なお，ファイル名称部分には「ISlsdoc」を指定してくださ
い。

-f

移行対象となる Document Manager のフォルダに対する
フォルダ ID を指定してください。

-s

次のどちらかを指定してください。
• -f に指定したフォルダ階層下のすべての文書を移行する
場合：DEEP
• -f に指定したフォルダ直下の文書だけを移行する場合：
SHALLOW

-t

移行する文書の種別に合わせて，次のどれかを指定してく
ださい。
• ローカル文書だけを移行する場合：LOCAL
• 配布文書だけを移行する場合：REPLICA
• すべての文書（ローカル文書と配布文書）を移行する場
合：BOTH

-m

「MODE3」を必ず指定してください。

-v

文書のバージョン履歴も移行する場合，このオプションを
指定してください。

-c

このオプションの指定は任意です。詳細については，
Groupmax Docum ent Manager の提供するドキュメントを
参照してください。

ISlsdoc コマンドの指定例を次に示します。
ISlsdoc -o c:¥WORK¥ISlsdoc -f 000001C00B020000 -s DEEP -t BOTH -m MODE3 -v

5.2.2 複数グループアクセス権情報の出力
フォルダや文書に設定されている複数グループアクセス権の情報を移行する場合は，
Groupmax Document Manager のユティリティコマンドの ISdefmga コマンドを実行し
て情報を出力します。ISdefmga コマンドは Groupmax Document Manager のサーバ環
境で実行してください。ISdefmga コマンドを実行する場合のオプション引数を次の表に
示します。ISdefmga コマンドの詳細については，Groupmax Document Manager の提
供するドキュメントを参照してください。
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表 5-2

ISdefmga コマンド実行時に指定するオプション引数
オプション

指定する値

-v

-o オプションを指定する場合に，このオプションを指定し
てください。

-o

複数グループアクセス権設定情報を出力するファイルのパ
スを指定してください。

なお，移行できる複数グループアクセス権の個数は，配置ディスクリプタ（web.xml ）
の app.ACLObjNum パラメタの値 ( 初期設定値 :10，最大値 :64) までです。移行する複
数グループアクセス権の最大個数に合わせて，配置ディスクリプタ（web.xml ）の
app.ACLObjNum パラメタの値を設定しなおす必要があります。
ISdefmga コマンドの指定例を次に示します。
ISdefmga -v -o c:¥WORK¥defmga.txt

5.2.3 フォルダ情報，文書情報，および複数グループアクセ
ス権情報のコピー
Groupmax Document Manager の文書実体ファイルが格納されているフォルダ以下の
データ（ISdoc フォルダ以下の内容）
，「5.2.1 フォルダ情報と文書情報の出力」で出力
した内容，および「5.2.2 複数グループアクセス権情報の出力」で出力した内容を，
DocumentBroker Standard GUI がインストールされている環境にコピーします。
コピーする内容は，次のとおりです。
● Groupmax Document Manager の文書実体ファイルが格納されているフォルダ階層の
データ
Groupmax Document Manager の文書実体が格納されているフォルダ（ISdoc フォル
ダを含みます。UNIX 版の場合は doc フォルダとなります）階層のデータを，
DocumentBroker Standard GUI がインストールされている環境にコピーします。コ
ピー操作は，バイナリモードで実行してください。
なお，Groupmax Document Manager の文書実体が格納されているフォルダについて
は，Groupmax Document Manager のマニュアルを参照してください。
● フォルダ情報・文書情報
「5.2.1 フォルダ情報と文書情報の出力」で実行した ISlsdoc コマンドの出力結果を，
DocumentBroker Standard GUI がインストールされている環境にコピーします。
ISlsdoc コマンドの -o 指定に「c:¥WORK¥ISlsdoc」と指定した場合は，
「 c:¥WORK」
フォルダ以下のすべてのファイルをコピーしてください。コピー操作は，テキスト
モード（ASCII モード）で実行してください。
● 複数グループアクセス権情報
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●「5.2.2 複数グループアクセス権情報の出力」で実行した ISdefmga コマンドの出力
結果を，DocumentBroker Standard GUI がインストールされている環境にコピーし
ます。コピー操作は，テキストモード（ASCII モード）で実行してください。

5.2.4 ファイル名称の変換とファイル圧縮の解除
「5.2.3 フォルダ情報，文書情報，および複数グループアクセス権情報のコピー」で
DocumentBroker Standard GUI のインストール環境にコピーした Groupmax
Document Manager の文書実体ファイルに対して，ファイル名称の変換とファイル圧縮
の解除を行います。
ファイル名称の変換とファイル圧縮は，Groupmax Document Manager のユティリティ
コマンド（ISchgdoc コマンド）を使用します。ISchgdoc コマンドを実行する場合のオプ
ション引数を，次に示します。なお，ISchgdoc コマンドの詳細は，Groupmax
Document Manager の提供するドキュメントを参照してください。
表 5-3

ISchgdoc コマンド実行時に指定するオプション引数
オプション

指定する値

-d

DocumentBroker Standard GUI のインストール環境にコ
ピーした Groupmax Docum ent Manager の文書実体ファ
イルが格納されているフォルダのパス（コピー先のフォル
ダパス）を指定してください。

-v

このオプションは必ず指定してください。詳細について
は，Groupmax Docum ent Manager の提供するドキュメ
ントを参照してください。

Ischgdoc コマンドの指定例を次に示します。
ISchgdoc -d c:¥DATA¥ISdoc -v

5.2.5 登録情報ファイルの作成
Groupmax Document Manager から出力したフォルダ情報，文書情報，および複数グ
ループアクセス権情報から，DocumentBroker Standard GUI にデータ登録するための
登録情報ファイルを作成します。
登録情報ファイルは，ecmRegisterFolders.bat コマンド（フォルダ構成の登録），および
ecmRegisterDocuments.bat コマンド（文書の登録）の入力ファイル（CSV ファイル）
です。
登録情報ファイルの作成は，DocumentBroker Standard GUI のユティリティコマンド
（ecmDmImp コマンド）を使用します。ecmDmImp コマンドの詳細については「5.4
移行支援コマンド」を参照してください。
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5.2.6 フォルダ構成の登録
ecmDmImp コマンドで作成した登録情報ファイル（RegFld_1.csv ファイル）を基に，
DocumentBroker Standard GUI の環境にフォルダ構成を登録します。
フォルダ構成の登録は DocumentBroker Standard GUI のユティリティコマンド
（ecmRegisterFolders.bat コマンド）を使用します。ecmRegisterFolders.bat コマンド
の詳細については，
「 6.2 ユティリティコマンドの文法」を参照してください。

5.2.7 文書の登録
ecmDmImp コマンドによって作成した登録情報ファイルを基に，DocumentBroker
Standard GUI の環境に文書を登録します。登録情報ファイルは ecmDmImp コマンドの
引数指定により複数（RegDoc_$n.csv：$n 部分は 1 からの数値文字列）作成されます。
作成されたファイルごとに文書登録を実行してください。
文書の登録は DocumentBroker Standard GUI のユティリティコマンド
（ecmRegisterDocuments.bat コマンド）を使用します。ecmRegisterDocuments.bat コ
マンドの詳細については，
「 6.2 ユティリティコマンドの文法」を参照してください。
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5.3 移行できる内容
Groupmax Document Manager から DocumentBroker Standard GUI に移行できる内容
を，次の表に示します。
表 5-4

Groupmax Document Manager から移行できる内容
移行できる内容

移行後の内容

Groupm ax Document Manager に作成されたフォルダ階層の
情報

DocumentBroker Standard GUI の
「文書フォルダ」として移行されます。
そのほかのフォルダの設定は，次に示
す内容で移行されます。
• 文書：作成できる
• 文書種別マスタ：使用しない
• アクセス権：個別に設定
• 容量制限：しない

Groupm ax Document Manager のフォルダ階層に格納してい
る文書情報

DocumentBroker Standard GUI の
「一般文書」として移行されます。ま
た，文書のバージョン履歴も移行がで
きます。

5.3.1 移行できるフォルダ情報
Groupmax Document Manager から移行できるフォルダ情報について，次の表に示しま
す。
表 5-5 移行できるフォルダ情報
移行できる項目

移行後の項目

フォルダ名称

名前

所有者名

所有者の ID

作成日時

−

更新者 ID
更新日時
更新者名
グループアクセス権

グループまたは組織に対するアクセス
権限

グループ ID
全ユーザアクセス権

全てのユーザに対するアクセス権限

フォルダパス

フォルダ階層

（凡例） −：操作画面上には表示されません。
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5.3.2 移行できる文書情報
Groupmax Document Manager から移行できる文書情報について，次の表に示します。
表 5-6 移行できる文書情報
移行できる項目

移行後の項目

備考

文書名

名前

−

所有者名

所有者の ID

−

作成日時

作成日時

−

更新日時

更新日時

−

更新者名

更新者の ID

−

文書実体ファイル名

ファイル名

−

文書実体ファイルサイズ

サイズ

コメント

コメント

−

グループアクセス権

グループまたは組織に
対するアクセス権限

−

全ユーザアクセス権

全てのユーザに対する
アクセス権限

−

ユーザ定義属性（文字列型）

ユーザプロパティ（文
字列型）

−

ユーザ定義属性（固定長文字列型）

ユーザプロパティ（文
字列型）

−

ユーザ定義属性（符号付き整数型）

ユーザプロパティ（整
数型）

記述できる値の範囲は，
-2147483648 から
2147483647 です。

ユーザ定義属性（日時型）

ユーザプロパティ（日
付型）

時間部分は削除し，日
付部分をユーザプロパ
ティの日付型として登
録します。

ユーザ定義属性（オブジェクト型）

ユーザプロパティ（文
字列型）

−

ユーザ定義属性（オブジェクトリスト型）

ユーザプロパティ（文
字列型）

−

文書ファイルの実体

文書ファイルの実体

−

関連ファイルの実体

関連ファイルの実体

−

グループ ID

文書実体ファイルより
登録時に算出します。

−

（凡例） −：該当しない

5.3.3 アクセス権限の対応付け
Groupmax Document Manager のアクセス権限と，DocumentBroker Standard GUI の
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アクセス権限の対応付けを次の表に示します。
表 5-7 アクセス権限の対応付け
Groupmax Document Manager のア
クセス権限

DocumentBroker Standard GUI のア
クセス権限

1

A（全ての権限）

全て

2

D（削除権限）

3

W（編集権限）

更新

4

C（文書作成権限）

リンク

5

L（文書リンク）

6

S（下位作成権限）

7

R（参照権限）

参照

8

N（権限なし）

なし

項番

注
Groupmax Document Manager で複数のアクセス権限を設定している場合，
DocumentBroker Standard GUI のアクセス権限は，項番 1 から 8 の順序で優先されま
す。
例えば，Groupmax Document Manager で「D（削除権限）」と「S（下位作成権限）
」
の権限を持つ場合，DocumentBroker Standard GUI では「全て」の権限に対応付けら
れます。
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5.4 移行支援コマンド
Groupmax Document Manager から出力したフォルダ情報，文書情報，および複数グ
ループアクセス権情報から，ecmRegisterFolders.bat コマンド（フォルダ構成の作成コ
マンド）
，および ecmRegisterDocuments.bat コマンド（文書登録コマンド）の入力ファ
イル（登録情報ファイル）を作成するための移行支援コマンドについて説明します。

5.4.1 移行支援コマンドの形式
（1） コマンド形式
-i 入力フォルダパス
-o 出力フォルダパス
-l ログファイル
[-d 文書実体ファイルの格納先フォルダパス]
[-u ユーザ情報マップファイル]
[-p ユーザプロパティマップファイル]
[-c 登録数]
[-a 複数グループアクセス権情報ファイルパス]
[-?]

ecmDmImp.exe

（2） コマンド格納フォルダ
<DocumentBroker Standard GUIインストールフォルダ>¥tools

（3） 機能
Groupmax Document Manager から出力したフォルダ情報，文書情報，および複数グ
ループアクセス権情報から，ecmRegisterFolders.bat コマンド（フォルダ構成の作成コ
マンド）
，および ecmRegisterDocuments.bat コマンド（文書登録コマンド）の入力ファ
イル（登録情報ファイル）を作成します。

（4） コマンド引数
表 5-8 移行支援コマンドのコマンド引数
項番

1

188

引
数
名
-i

説明

ISlsdoc コマンドの出力結果が格納されて
いるフォルダを指定します。フォルダ下
に ISlsdoc コマンドの出力結果
（「ISlsdoc.lsff」と「ISlsdoc.lsdf」）が存在
することを確認してください。
指定を省略した場合，または不正な値を
指定した場合は，エラーメッセージを出
力し，処理を中断します。

引数値

省
略
可
否

規定
値

入力
フォル
ダパス

不
可

なし
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項番

2

引
数
名
-o

説明

引数値

省
略
可
否

規定
値

ecmRegisterFolders.bat（フォルダ構成
作成コマンド）と
ecmRegisterDocuments.bat（文書登録コ
マンド）に指定する登録情報ファイルを
作成するフォルダパスを指定します。
文書の登録件数が，引数「-c」の指定値を
超える場合は文書登録用の登録情報ファ
イルを分割して作成します。作成する
ファイル名は次のとおりです。なお，同
じファイル名のファイルが存在する場合
は，上書きされます。
• フォルダ構成作成用の登録情報ファイ
ル：「RegFld_1.csv」
• 文書登録用の登録情報ファイル：
「RegDoc_$n.csv」

出力
フォル
ダパス

不
可

なし

ファイル名中の「$n」は，-c オプション
の指定がない場合は「1」，-c オプション
の指定がある場合は，「1」から「登録対
象件数／ -c オプション指定値」までの数
値となります。
指定を省略した場合，または不正な値を
指定した場合は，エラーメッセージを出
力し，処理を中断します。
3

-l

ログファイルのパス名を指定します。
同じファイル名のファイルが存在する場
合は上書きされます。
指定を省略した場合，または不正な値を
指定した場合は，エラーメッセージを出
力し，処理を中断します。

ログ
ファイ
ルのパ
ス

不
可

なし

4

-d

Groupmax Document Manager の文書実
体ファイル格納フォルダと異なるパスに
文書実体をコピーした場合，コピーした
フォルダパスを指定します。
パスにはローカルマシンのフォルダパス
を指定してください。ネットワークフォ
ルダのパスは指定しないでください。
同一パスにコピーした場合は，フォルダ
パスの省略ができます。フォルダパスに
は，ISdoc（UNIX 版の場合は doc ）フォ
ルダを含めて指定してください。
不正な値を指定した場合は，エラーメッ
セージを出力し，処理を中断します。

文書実
体ファ
イルの
格納先
フォル
ダパス

可

なし
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項番

引
数
名

説明

引数値

省
略
可
否

規定
値

5

-u

Groupmax Document Manager の
ISlsdoc コマンドの出力ファイルにおける
グループ名，所有者名，更新者名，およ
びディレクトリサーバで保持しているグ
ループ ID とグループの表示名称，ユーザ
ID とユーザの表示名称の対応を記載した
マップファイルのパスを指定します。
マップファイルの指定に従い，グループ
ID，グループの表示名称，所有者 ID，
ユーザの表示名称，更新者 ID，および更
新者名を登録情報ファイルに設定します。
このファイルのフォーマットについては
「5.4.2 移行支援コマンドで使用するファ
イル」を参照してください。
指定を省略した場合，およびマップファ
イルに該当するグループ名，所有名，更
新者名が存在しない場合は，ISlsdoc コマ
ンドが出力したグループ名，所有名，更
新者名を各カラムに設定します。
マップファイルの指定時に該当するグ
ループ名，所有名，更新者名が存在しな
い場合は，警告メッセージを出力し，処
理を継続します。
不正な値を指定した場合は，エラーメッ
セージを出力し，処理を中断します。
フォーマットが不正な場合（タブ区切り
ではない場合，エントリの指定可能サイ
ズを超えている場合）は，エラーメッ
セージを出力し，処理を中断します。

ユーザ
情報
マップ
ファイ
ルのパ
ス

可

なし

6

-p

Groupmax Document Manager のユーザ
定義属性の移行情報を記載したマップ
ファイルのパスを指定します。
マップファイルの指定に従い，登録情報
ファイルにユーザプロパティのカラムを
設定します。
移行可能な属性数は，10 個までです。
このファイルのフォーマットについては
「5.4.2 移行支援コマンドで使用するファ
イル」を参照してください。
指定を省略した場合，ユーザプロパティ
は設定しません。
不正な値を指定した場合は，エラーメッ
セージを出力し，処理を中断します。
フォーマットが不正な場合は，エラー
メッセージを出力し，処理を中断します。

ユーザ
プロパ
ティ
マップ
ファイ
ルのパ
ス

可

なし
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項番

引
数
名

説明

引数値

省
略
可
否

規定
値

7

-c

ecmRegisterDocuments.bat の 1 回の実
行で登録する文書件数を指定します。
指定された登録数に応じて，文書登録用
の登録情報ファイルを分割して出力しま
す。
指定を省略した場合は，１つの登録情報
ファイルに出力します。
指定可能な値の範囲は，10 〜 1,000,000
です。
不正な値を指定した場合は，エラーメッ
セージを出力し，処理を中断します。

登録数

可

なし

8

-a

ISdefmga コマンドの出力結果のファイル
パスを指定します。ここで指定したファ
イルに従って，複数グループアクセス権
を登録情報ファイルに設定します。なお，
文書のアクセス権はフォルダのアクセス
権と同じになります。指定を省略した場
合は，複数グループアクセス権を設定し
ません。
不正な値を指定した場合は，エラーメッ
セージを出力し，処理を中断します。
引数「-u」が指定されている場合は，複
数グループアクセス権情報ファイル内の
ユーザ，グループのマッピングを行いま
す。

複数グ
ループ
アクセ
ス権情
報ファ
イルパ
ス

可

なし

9

?

コマンドの使用方法を出力します。
コマンド引数の指定に誤りがある場合も，
コマンド使用方法を出力します。

なし

可

なし

（5） 戻り値
コマンドの戻り値を取得するときは，コマンドを CSCRIPT から起動してください。
コマンドの戻り値を次の表に示します。
表 5-9 移行支援コマンドの戻り値
戻り値

意味

備考

0

正常終了

4

警告終了

警告レベルでのエラー
が発生したが，処理を
継続

8 以上

異常終了

エラー発生により，処
理を中断

−

（凡例） −：該当しない
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（6） 注意事項
• Groupmax Document Manager で，同一階層に同じ名前のフォルダが複数存在してい
る場合，すべてのフォルダ情報を登録情報ファイルに出力します。なお，出力した登
録情報ファイルを使用してフォルダ構成を登録した場合，最初に出現したフォルダだ
けを作成します。
• ISlsdoc コマンドの -f オプションに下位階層のフォルダ ID を指定した場合，指定した
フォルダより上位のフォルダ階層のアクセス権限は，-f オプションに指定したフォル
ダ ID と同じ内容を出力します。
-f オプションに指定したフォルダより上位フォルダに対するアクセス権限変更が
ecmDmImp コマンドの出力結果と異なり，変更が必要な場合は事前に
DocumentBroker Standard GUI の環境に上位のフォルダ階層を作成し，アクセス権
限を設定しておいてください。
• ファイルサイズが 0 バイトのデータについては，移行対象とせず，登録情報ファイル
に情報を出力しません。
• 文書の実体ファイルが存在しない文書は，次の表に示す条件で登録情報ファイルを作
成します。
表 5-10

文書の実体ファイルが存在しない文書の登録情報ファイル
ISlsdoc コマンドの出力内容

最新版だけの文書

登録情報ファイルへの出力内容
ファイルが存在しない文書として，登
録情報ファイルに出力します。

バージョン履歴を含む文書
（一部のバージョンの文書実体がない場合）

文書実体ファイルが存在するバージョ
ンだけを，登録情報ファイルに出力し
ます。
文書実体ファイルが存在しないバー
ジョンについては，警告メッセージを
出力し，処理を継続します。ただし，
最古の版（バージョン）については警
告メッセージを出力しません。

バージョン履歴を含む文書
（すべてのバージョンの文書実体がない場合）

ファイルが存在しない文書として，登
録情報ファイルに出力します。
なお，最古と最新の版（バージョン）
を除いて，警告メッセージを出力し，
処理を継続します。

• Groupmax Document Manager の文書において，主ファイルが存在せず，関連ファイ
ルだけで構成される文書は，最初に出現した関連ファイルを主ファイルとして
DocumentBroker Standard GUI に登録します。
• このコマンドは，システム管理者（Administrators）の権限を持つユーザで実行して
ください。
• このコマンドは複数同時に実行しないでください。
• Windows Server 2008 を使用している場合，移行支援コマンドは管理者特権で実行し
てください。
• Groupmax Document Manager のグループ種別間で，グループ ID が同一のものが存
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在する場合，DocumentBroker Standard GUI に移行したときに，設定対象 ID が重
複します。必要に応じて，ユーザ情報マップファイルでユニークな ID または統合し
た ID になるよう，マッピングしてください。ユーザ情報マップファイルについては，
「5.4.2（1）ユーザ情報マップファイル」を参照してください。
• Groupmax Document Manager の複数のユーザやグループを単一のユーザやグループ
にマッピングする場合，登録情報ファイルのアクセス権限リストに設定対象 ID が重
複して出力され，警告メッセージが出力される場合があります。この場合は重複した
設定対象 ID を手動で削除する必要があります。

5.4.2 移行支援コマンドで使用するファイル
移行支援コマンドで使用するファイルを説明します。

（1） ユーザ情報マップファイル
ユーザ情報マップファイルのフォーマットを次に示します。
w［タブ］x…xx［タブ］y…yy［タブ］z…zz
：
：
：
：
：
：
：
：

w：ISlsdoc コマンド , および ISdefmga コマンドの出力ファイル中におけるグループ種
別
グループ種別には，次の Groupmax Document Manager のグループ種別の値を指定しま
す。
• C: 最上位組織
• O: 組織
• T:Groupmax Address のグループ
• M:Windows NT で作成する Groupmax 用グループ
• L: ローカルグループ
• U: ユーザ
なお，DocumentBroker Standard GUI に移行する場合，組織とグループの区別がされ
ません。
「 C: 最上位組織」，
「O: 組織」，
「T:Groupmax Address のグループ」，
「M:Windows NT で作成する Groupmax 用グループ」，
「L: ローカルグループ」は，
DocumentBroker Standard GUI では，すべてグループとなります。
x…xx：ISlsdoc コマンド，および ISdefmga コマンドの出力ファイル中におけるグルー
プ名，所有者名，または更新者名
y…yy：ディレクトリサーバで保持しているグループ ID，またはユーザ ID
z…zz：ディレクトリサーバで保持しているユーザの表示名称※
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※ここでは，ユーザの表示名称だけを指定します。グループ表示名称は，
DocumentBroker Standard GUI のサーバに値を持たないため，ここで指定しても無視
されます。ただし，
［タブ］は省略できません。
• タブで区切られた各エントリの前後の空白は，取り除いて処理します。
• 改行コードだけの空行は無視します。
（指定例）
U［タブ］DMUSER001［タブ］STDUSR001［タブ］日立太郎
U［タブ］DMUSER002［タブ］STDUSR002［タブ］日立花子
U［タブ］DMUSER003［タブ］STDUSR003［タブ］日立次郎
L［タブ］DMGROUP001 ［タブ］STDGROUP001［タブ］
L［タブ］DMGROUP002 ［タブ］STDGROUP002［タブ］
：
：
：
：
：
：

（2） ユーザプロパティマップファイル
ユーザプロパティマップファイルの形式を次に示します。
x…xx［タブ］y…yy
：
：
：
：

x…xx：ISlsdoc コマンドの出力ファイル中で，移行対象とするユーザ定義属性のカラム
番号
y…yy：カラム番号に対応するユーザプロパティの情報を，次の形式で指定します。
< プロパティ型 >:< プロパティ長 >:< プロパティ名 >
なお，上記の指定内容は，文書登録コマンドの登録情報ファイルにおけるヘッダ行の記
述（ユーザプロパティの指定形式）と同じ内容を指定してください。
また，プロパティ型に 2（整数型）
，または 3（日付型）を指定している場合，プロパ
ティ長の指定は無視し，既定値である 4 を出力します。
• タブで区切られた各エントリの前後の空白はトリミングします。
• 改行コードだけの空行は無視します。
（指定例）
29
30
31
32
：
：

1:255:ecmProp_UserStr1
1:255:ecmProp_UserStr2
2:4:ecmProp_UserInt1
3:4:ecmProp_UserInt2
：
：

ユーザプロパティマップファイルに指定できるプロパティの組み合わせを，次の表
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に示します。
表 5-11

ユーザプロパティマップファイルに指定できるプロパティの組み合わせ

Groupmax Document Manager での属性型

DocumentBroker Standard GUI のプロパティ
プロパティの型

プロパティ名

文字列型

文字列型※ 1

ecmProp_UserSt r1

固定長文字列型

文字列型※ 1

ecmProp_UserSt r2
ecmProp_UserSt r3
ecmProp_UserSt r4
ecmProp_UserSt r5

符号付き整数型

整数型※ 2

ecmProp_UserInt1

日時型

日付型※ 3

ecmProp_UserInt2
ecmProp_UserInt3
ecmProp_UserInt4
ecmProp_UserInt5

オブジェクト型

文字列型※ 1

ecmProp_UserSt r1

オブジェクトリスト型

文字列型※ 1

ecmProp_UserSt r2
ecmProp_UserSt r3
ecmProp_UserSt r4
ecmProp_UserSt r5

注※ 1
ユーザプロパティマップファイルに指定されたプロパティ長に従い，文字列長のチェッ
クを行います。
移行元の文字列長が長い場合は後ろの文字列をカットし，登録情報ファイルに出力しま
す。その際，警告メッセージを出力し処理を継続します。また，文字列長のチェックは
文字コードを UTF-8 に変換し，UTF-8 での文字列に対してチェック処理を行います。
注※ 2
指定可能な値の範囲は，-2147483648 から 2147483647 までです。それ以外の値を指定
している場合は，エラーメッセージを出力し処理を中断します。
注※ 3
時間部分は削除して，日付部分だけを設定します。指定値が日付型ではない場合は，エ
ラーメッセージを出力して処理を中断します。

5.4.3 移行支援コマンドのメモリ所要量の見積もり
移行支援コマンドのメモリ所要量は，次に示す計算式で算出してください。
メモリ所要量（KB）＝ 300 ＋ A ＋ B ＋ C ＋ D ＋ E ＋ F
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表 5-12

移行支援コマンドのメモリ所要量の計算式の意味

A

指定したユーザ情報マップファイルのサイズ（KB）

B

指定したユーザ情報マップファイル中のレコード数× 255 ／
1024

C

指定したユーザプロパティマップファイルのサイズ（KB）

D

指定したユーザプロパティマップファイル中のレコード数×
255 ／ 1024

E

ISlsdoc コマンドの出力結果ファイルにおける 1 文書の最大レ
コード長（KB）
（例）
ISlsdoc コマンドの出力結果ファイル（ISlsdoc.lsdf）にお
いて，1 レコードあたりのサイズ 2KB で 5 の履歴情報が
ある文書が最大の場合
2 × 5 ＝ 10（KB）

F

196

複数グループアクセス権情報ファイルのサイズ（KB）

6

ユティリティコマンド
この章では，DocumentBroker Standard GUI で利用できるユ
ティリティコマンドについて説明します。

6.1 ユティリティコマンドの概要
6.2 ユティリティコマンドの文法
6.3 ユティリティコマンドで使用するファイル
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6.1 ユティリティコマンドの概要
DocumentBroker Standard GUI では，次の表に示すユティリティコマンドが利用でき
ます。
表 6-1 DocumentBroker Standard GUI で利用できるユティリティコマンド
項番

コマンド名称

機能

1

ecmCheckSign.vbs

電子署名機能で生成された電子署名データと署名対象文書
データを一括で検証できます。

2

ecmDelInspect.vbs

監査証跡ログを一括で削除できます。

3

ecmOutInspect .vbs

監査証跡ログを監査証跡ログ出力ファイルに一括で出力でき
ます。

4

ecmCvtInspect CSV.exe

監査証跡ログのフォーマットを成形できます。

5

ecmRegisterDocuments.bat

CSV 形式の登録情報ファイルを基に，複数の一般文書を登録
できます。

6

ecmRegisterFolders.bat

CSV 形式の登録情報ファイルを基に，複数のフォルダを作成
できます。

7

ecmRFileMove.vbs

リファレンスファイル文書化指示で作成したジョブ登録情報
に従い，リファレンスファイル文書化を行います。

8

ecmCancelCheckOut Doc.bat

ユーザ情報・グループ情報を一括変更する場合に，サーバ内
のチェックアウト中の一般文書に対して，強制的にチェック
アウトの取り消しを行います。

9

ecmDeleteDocuments.bat

指定した属性検索の条件を基に，ヒットしたすべての文書を
一括で削除できます。

ユティリティコマンドは，次に示す形式で入力してください。
形式
コマンド名称

コマンド引数

● コマンド名称
コマンド名称は，実行するコマンドのファイル名です。
● コマンド引数
コマンド引数は，コマンド操作の直接の対象となるものを指定します。
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注意事 項
• ユティリティコマンドは複数同時に実行しないでください。なお，実行するユティリティ
コマンドが異なる場合でも，ユティリティコマンドは複数同時に実行しないでください。
複数同時に実行した場合の動作は保証しません。
• ecmCheckSign.vbs コマンド，ecmDelInspect.vbs コマンド，ecmOutInspect .vbs コマン
ド，および ecmRFileMove.vbs コマンドの場合，間違ったコマンド引数を指定してもエ
ラーになりません。このとき，間違ったコマンド引数の指定を無視して，ユティリティコ
マンドが実行されます。
• Windows Server 2008 を使用している場合，ユティリティコマンドは管理者特権で実行し
てください。
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6.2 ユティリティコマンドの文法
この節では，ユティリティコマンドの文法について説明します。なお，各コマンドは，
アルファベット順で説明します。
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ecmCheckSign.vbs（電子署名一括検証）
形式
ecmCheckSign.vbs
〔/s:検証開始年月日〕
〔/e:検証終了年月日〕
〔/rb:コンテント格納先ベースパス〕

機能
指定した期間内に電子署名機能で生成された電子署名データと署名対象文書データを一
括で検証します。
また，署名タイプがヒステリシス署名である場合，ProofboxLibrary 履歴管理サーバに対
して署名の検証を行います。検証した結果は，検証結果ファイルに出力されます。
電子署名機能の詳細については，ProofboxLibrary のマニュアルを参照してください。
なお，Web サービスの OS が Windows Server 2003 R2 x64，または Windows Server
2008 の場合，このコマンドは使用できません。

コマンド引数
/s: 検証開始年月日
検証開始年月日を YYYYMMDD 形式で指定します。YYYYMMDD 形式の YYYY には西
暦年号（4 桁）
，MM には月（2 桁）
，DD には日（2 桁）を指定してください。検証開始
年月日に指定できる範囲は，19700101 〜 20380119（1970 年 1 月 1 日〜 2038 年 1 月
19 日）です。
指定を省略すると，最古の電子署名データから検証を開始します。
/e: 検証終了年月日
検証終了年月日を YYYYMMDD 形式で指定します。YYYYMMDD 形式の YYYY には西
暦年号（4 桁）
，MM には月（2 桁）
，DD には日（2 桁）を指定してください。検証終了
年月日に指定できる範囲は，19700101 〜 20380119（1970 年 1 月 1 日〜 2038 年 1 月
19 日）です。
指定を省略すると，最新の電子署名データまでを検証します。
/rb: コンテント格納先ベースパス
リファレンスファイル文書の格納先を，フルパスまたは UNC 形式で指定します。
リファレンスファイル文書化されている文書を検証する場合は，必ず指定してください。
また，その場合は「2.5.1(2) アプリケーションに関する情報の設定」で，
app.ReferenceContentBasePath パラメタに指定した値と同じ値を指定してください。
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戻り値
コマンドの戻り値を取得するときは，コマンドを CSCRIPT から起動してください。
コマンドの戻り値を次の表に示します。
表 6-2 ecmCheckSign.vbs コマンドの戻り値
戻り値

意味

備考

0

正常終了

すべての署名が検証 OK

１

警告付き正常終了

一部の署名が検証 NG

２

引数不正エラー

検証開始年月日と検証終了年月日の形式が不
正

３

ファイル入出力エラー

−

４

オブジェクト操作ツールエラー

−

５

署名検証処理エラー

−

６

環境変数未設定エラー

上記以外

そのほかのエラー

環境変数 %MLD_HOME% が未設定または不
正
−

（凡例） −：該当しない

検証結果ファイル
検証結果ファイルの格納フォルダとファイル名を次に示します。
• 格納フォルダ…{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥tools¥out
• ファイル名…ecmCheckSignYYYYMMDDhhmm.csv
ファイル名の YYYYMMDDhhmm は，コマンドを実行した日付を表す文字列です。
YYYY は西暦年号（4 桁）
，MM は月（2 桁）
，DD は日（2 桁）
，hh は時（2 桁）
， mm
は分（2 桁）になります。
検証結果ファイルの出力項目を次の表に示します。
表 6-3 検証結果ファイルの出力項目
項番

出力項目

内容

1

検証結果

検証結果として，次に示す値のどれかが出力されます。
• OK ：署名の検証が正常に終了
• ERR_LIMIT ：署名の有効期限切れ
• ERR_VERIFY ：署名検証不正
• ERR_HYS ：ヒステリシス署名検証不正

2

番号

審査・承認時に採番した案件の番号が出力されます。
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内容

3

署名タイプ

署名タイプとして，次に示す値のどれかが出力されます。
• STD ：標準的な署名
• HYS ：ヒステリシス署名
• TIME ：タイムスタンプ

4

対象文書数

署名対象の文書数が出力されます。

ログファイル
コマンドの実行開始，実行終了，および各種エラー情報が次に示すログファイルに出力
されます。
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}
¥tools¥log¥ecmCheckSign.log
ログファイルは，コマンドを実行するごとに情報が蓄積され，ファイルサイズが増加し
ます。このため，運用時は，定期的にバックアップを取得したあとにログファイルを削
除するなどして，ファイルサイズが大きくなり過ぎないようにしてください。

注意事項
● DocumentBroker のオブジェクト操作ツール，ProofboxLibrary クライアント，およ
び ProofboxLibrary 履歴管理サーバが使用できる環境を，事前に準備しておいてくだ
さい。
● ただし，ヒステリシス署名の検証をしない場合，ProofboxLibrary 履歴管理サーバは
必要ありません。
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ecmDelInspect.vbs（監査証跡ログ一括削除）
形式
ecmDelInspect.vbs
〔/s:削除開始年月日〕
〔/e:削除終了年月日〕

機能
指定した期間内に取得された監査証跡ログを一括で削除します。

コマンド引数
/s: 削除開始年月日
削除開始年月日を YYYYMMDD 形式で指定します。YYYYMMDD 形式の YYYY には西
暦年号（4 桁）
，MM には月（2 桁）
，DD には日（2 桁）を指定してください。削除開始
年月日に指定できる範囲は，19700101 〜 20380119（1970 年 1 月 1 日〜 2038 年 1 月
19 日）です。
指定を省略すると，最古の監査証跡ログから削除を開始します。
/e: 削除終了年月日
削除終了年月日を YYYYMMDD 形式で指定します。YYYYMMDD 形式の YYYY には西
暦年号（4 桁）
，MM には月（2 桁）
，DD には日（2 桁）を指定してください。削除終了
年月日に指定できる範囲は，19700101 〜 20380119（1970 年 1 月 1 日〜 2038 年 1 月
19 日）です。
指定を省略すると，最新の監査証跡ログまでを削除します。

戻り値
コマンドの戻り値を取得するときは，コマンドを CSCRIPT から起動してください。
コマンドの戻り値を次の表に示します。
表 6-4 ecmDelInspect.vbs コマンドの戻り値
戻り値

意味

備考

0

正常終了

２

引数不正エラー

３

ファイル入出力エラー

−

４

オブジェクト操作ツールエラー

−

６

環境変数未設定エラー
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−
削除開始年月日と削除終了年月日の形式が不
正

環境変数 %MLD_HOME% が未設定または不
正
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戻り値
上記以外

意味
そのほかのエラー

ユティリティコマンド

備考
−

（凡例） −：該当しない

ログファイル
コマンドの実行開始，実行終了，および各種エラー情報が次に示すログファイルに出力
されます。
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}
¥tools¥log¥ecmDelInspect.log
ログファイルは，コマンドを実行するごとに情報が蓄積され，ファイルサイズが増加し
ます。このため，運用時は，定期的にバックアップを取得したあとにログファイルを削
除するなどして，ファイルサイズが大きくなり過ぎないようにしてください。

注意事項
DocumentBroker のオブジェクト操作ツールが使用できる環境を，事前に準備しておい
てください。
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ecmOutInspect.vbs（監査証跡ログ一括出力）
形式
ecmOutInspect.vbs
〔/s:出力開始年月日〕
〔/e:出力終了年月日〕

機能
指定した期間内に取得された監査証跡ログを監査証跡ログ出力ファイルに一括で出力し
ます。

コマンド引数
/s: 出力開始年月日
出力開始年月日を YYYYMMDD 形式で指定します。YYYYMMDD 形式の YYYY には西
暦年号（4 桁）
，MM には月（2 桁）
，DD には日（2 桁）を指定してください。出力開始
年月日に指定できる範囲は，19700101 〜 20380119（1970 年 1 月 1 日〜 2038 年 1 月
19 日）です。
指定を省略すると，最古の監査証跡ログから出力を開始します。
/e: 出力終了年月日
出力終了年月日を YYYYMMDD 形式で指定します。YYYYMMDD 形式の YYYY には西
暦年号（4 桁）
，MM には月（2 桁）
，DD には日（2 桁）を指定してください。出力終了
年月日に指定できる範囲は，19700101 〜 20380119（1970 年 1 月 1 日〜 2038 年 1 月
19 日）です。
指定を省略すると，最新の監査証跡ログまでを出力します。

戻り値
コマンドの戻り値を取得するときは，コマンドを CSCRIPT から起動してください。
コマンドの戻り値を次の表に示します。
表 6-5 ecmOutInspect.vbs コマンドの戻り値
戻り値

意味

備考

0

正常終了

２

引数不正エラー

３

ファイル入出力エラー

−

４

オブジェクト操作ツールエラー

−

６

環境変数未設定エラー
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意味
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備考

そのほかのエラー

−

（凡例） −：該当しない

監査証跡ログ出力ファイル
監査証跡ログ出力ファイルの格納フォルダとファイル名を次に示します。
• 格納フォルダ…{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥tools¥out
• ファイル名…ecmOutInspectYYYYMMDDhhmm.csv
ファイル名の YYYYMMDDhhmm は，コマンドを実行した日付を表す文字列です。
YYYY は西暦年号（4 桁）
， MM は月（2 桁）
， DD は日（2 桁）
， hh は時（2 桁）
， mm
は分（2 桁）になります。

値として改行を入力できるコメントなどの監査証跡ログの出力では，改行を含めて入力
された値がそのまま出力されます。CSV または xls などで参照する場合に，改行のため
複数のセルに分割されて表示されるときは，ecmCvtInspectCSV.exe（監査証跡ログの
フォーマット成形）を実行することで，複数のセルに分割されずに，CSV または xls の
同一セル内に値を出力できます。

監査証跡ログ出力ファイルの出力項目を次の表に示します。
表 6-6 監査証跡ログ出力ファイルの出力項目
項
番

出力項目

プロパティ名称

内容

1

監査ログ日時

ecm Prop_LogDate

操作を実行した日付が tim e_t 型※ 1 の値で
出力されます。

2

ユーザ ID

ecm Prop_UserID

操作を実行したユーザの ID が出力されま
す。

3

IP アドレス

ecm Prop_IPAddress

リクエストを送信したクライアントの IP
アドレス，またはプロキシを経由した場合
（透過モード未使用の場合）はプロキシの
IP アドレスが記録されます。
負荷分散機をご利用の場合などは，負荷分
散機の設定やネットワーク構成により，負
荷分散機の IP アドレスが記録されるとき
があります。
負荷分散機を経由する場合に，クライアン
トの IP アドレスを送信元として動作させ
るかどうかは，負荷分散機の設定をご確認
願います。
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項
番

出力項目

プロパティ名称

内容

4

操作コード

ecm Prop_LogCode

実行した操作に対応する操作コードが出力
されます。
操作コードの詳細は，「3.2 監査証跡ログ」
を参照してください。

5

オブジェクト OIID

ecm Prop_LogOiid

操作対象の OIID が出力されます。

6

オブジェクト OIID
（バージョン固有）

ecm Prop_LogOiid_DV

操作対象が文書の場合，バージョン固有オ
ブジェクトの OIID が出力されます。操作
対象がフォルダの場合は，空文字が出力さ
れます。

7

オブジェクト種別

ecm Prop_LogObjType

操作対象の種別に応じて，次の値が出力さ
れます。
• 0：ログイン・ログアウト
• 1：操作対象がフォルダの場合
• 2：操作対象が文書の場合

8

名称

esysProp_Name

操作対象のフォルダまたは文書の名称が出
力されます。

9

所有者 ID

ecm Prop_OwnerId

操作対象のフォルダまたは文書の所有者の
ID が出力されます。

10

作成日付

esysProp_CreateTime

操作対象のフォルダまたは文書の作成日付
が time_t 型※ 1 の値で出力されます。

11

作成者 ID

esysProp_Creator

操作対象のフォルダまたは文書の作成者の
ID が出力されます。

12

更新日付

esysProp_ModifyTime

操作対象のフォルダまたは文書の更新日付
が time_t 型※ 1 の値で出力されます。

13

更新者 ID

esysProp_Modifier

操作対象のフォルダまたは文書の更新者の
ID が出力されます。

14

コメント

esysProp_Comment

操作対象のフォルダまたは文書のコメント
が出力されます。

15

所有者名称

dbuUserProp_OwnerN
ame

操作対象のフォルダまたは文書の所有者の
名称が出力されます。

16

更新者名称

dbuUserProp_Modifier
Name

操作対象のフォルダまたは文書の更新者の
名称が出力されます。

17

プライマリグループ

dbuUserProp_Prim ary
GroupName

操作対象のフォルダまたは文書の所有組織
の名称が出力されます。

18

フォルダ種別

ecm Prop_FolderType

操作対象がフォルダの場合は，フォルダ種
別に応じて，次の値が出力されます。
• 1：ノードフォルダ
• 2：文書フォルダ
• 3：公開フォルダ
操作対象が文書の場合は，0 が出力されま
す。
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項
番
19

出力項目

階層レベル

プロパティ名称
ecm Prop_FolderLevel

ユティリティコマンド

内容

操作対象がフォルダの場合は，フォルダの
階層に応じて，次の値が出力されます。
• 1：最上位フォルダ
• 2：下位フォルダ
操作対象が文書の場合は，0 が出力されま
す。

20

文書作成可否フラグ

ecm Prop_DocCreateFl
g

操作対象が文書フォルダの場合は，その
フォルダに文書が作成できるかどうかに応
じて，次の値が出力されます。
• 0：文書が作成できない場合
• 1：文書が作成できる場合
操作対象が文書フォルダ以外の場合は，
フォルダ種別に応じて，次の値が出力され
ます。
• 0：ノードフォルダ
• 1：公開フォルダ
操作対象が文書の場合は，0 が出力されま
す。

21

アクセス権限方式フラ
グ

ecm Prop_AclType

操作対象がフォルダの場合は，フォルダの
アクセス権の設定方式に応じて，次の値が
出力されます。
• 1：アクセス権を個別に設定する方式
• 2：同じアクセス権を共有する方式
操作対象が文書の場合は，0 が出力されま
す。

22

アクセス権限継承フラ
グ

ecm Prop_AclSucceed

操作対象がフォルダの場合は，フォルダの
アクセス権の継承方式に応じて，次の値が
出力されます。
• 0：上位フォルダから継承する方式
• 1：上位フォルダから継承しない方式
操作対象が文書の場合は，0 が出力されま
す。

23

文書公開使用有無

ecm Prop_OpenUse

操作対象がフォルダの場合は，公開方法に
応じて，次の値が出力されます。
• 0：公開フォルダに直接公開
操作対象が文書の場合は，0 が出力されま
す。

24

文書種別

ecm Prop_DocType

操作対象が文書の場合は，文書の種別に応
じて，次の値が出力されます。
• 1：一般文書
• 2：公開文書
操作対象がフォルダの場合は，0 が出力さ
れます。
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項
番

出力項目

プロパティ名称

内容

25

ファイル名称

ecm Prop_FileName

操作対象が文書の場合は，文書ファイルの
実体名が出力されます。
操作対象がフォルダの場合は，空文字が出
力されます。

26

ファイルサイズ

ecm Prop_FileSize

操作対象が文書の場合は，文書ファイルの
実体のサイズが出力されます。
操作対象がフォルダの場合は，0 が出力さ
れます。

27

案件番号

ecm Prop_FlowId

操作対象が公開文書の場合は，案件の番号
が出力されます。
操作対象が公開文書以外の文書またはフォ
ルダの場合は，空文字が出力されます。

28

公開開始日

ecm Prop_PubDayB

操作対象が公開文書の場合は，公開開始の
日付が YYYYMMDD 形式※ 2 で出力され
ます。
操作対象が公開文書以外の文書またはフォ
ルダの場合は，0 が出力されます。

29

公開終了日

ecm Prop_PubDayE

操作対象が公開文書の場合は，公開終了の
日付が YYYYMMDD 形式※ 2 で出力され
ます。
操作対象が公開文書以外の文書またはフォ
ルダの場合は，0 が出力されます。

30

所有者のアクセス権限

ecm Prop_OwnerPermi
ssion

操作対象のフォルダまたは文書の所有者の
パーミッション※ 3 が出力されます。

31

全ユーザのアクセス権
限

ecm Prop_EveryonePer
mission

操作対象のフォルダまたは文書の全ユーザ
のパーミッション※ 3 が出力されます。

32

ローカル ACL ※ 4

ecm Prop_LocalACL

操作対象のフォルダまたは文書のローカル
ACL が出力されます。
出力形式
サブジェクト△サブジェクト種別※ 5
△パーミッション※ 3 △サブジェクト
△サブジェクト種別△パーミッション
…
出力例
admin 1 127 user01 1 127 user02 1 63
…

33

パブリック ACL

ecm Prop_PublicACL

操作対象のフォルダまたは文書のパブリッ
ク ACL が出力されます。
出力形式
サブジェクト△サブジェクト種別※ 5
△パーミッション※ 3 △サブジェクト
△サブジェクト種別△パーミッション
…
出力例
admin 1 127 user01 1 127 user02 1 63
…

210

※4

6.

項
番

出力項目

プロパティ名称

ユティリティコマンド

内容

34

文書種別 OIID

ecm Prop_DocTypeOII
D

操作対象の文書種別の OIID が出力されま
す。

35

文書番号

ecm Prop_DocNumber

操作対象の文書番号が出力されます。

36

採番者 ID

ecm Prop_DocNumberS
etUserID

操作対象の文書番号の採番者の ID が出力
されます。

37

採番者名称

ecm Prop_DocNumberS
etUserName

操作対象の文書番号の採番者名称が出力さ
れます。

38

採番日時

ecm Prop_DocNumberS
etTime

操作対象の文書番号を採番時の日付が
tim e_t 型※ 1 の値で出力されます。

39

ecm Prop_UserInt1

ecm Prop_UserInt1

ユーザプロパティ 1（整数型または日付型）

40

ecm Prop_UserInt2

ecm Prop_UserInt2

ユーザプロパティ 2（整数型または日付型）

41

ecm Prop_UserInt3

ecm Prop_UserInt3

ユーザプロパティ 3（整数型または日付型）

42

ecm Prop_UserInt4

ecm Prop_UserInt4

ユーザプロパティ 4（整数型または日付型）

43

ecm Prop_UserInt5

ecm Prop_UserInt5

ユーザプロパティ 5（整数型または日付型）

44

ecm Prop_UserStr1

ecm Prop_UserStr1

ユーザプロパティ 1（文字列型）

45

ecm Prop_UserStr2

ecm Prop_UserStr2

ユーザプロパティ 2（文字列型）

46

ecm Prop_UserStr3

ecm Prop_UserStr3

ユーザプロパティ 3（文字列型）

47

ecm Prop_UserStr4

ecm Prop_UserStr4

ユーザプロパティ 4（文字列型）

48

ecm Prop_UserStr5

ecm Prop_UserStr5

ユーザプロパティ 5（文字列型）

49

ecm Prop_DocTypeProp
Int1

ecm Prop_DocTypeProp
Int1

文書種別用プロパティ 1（整数型または日
付型）

50

ecm Prop_DocTypeProp
Int2

ecm Prop_DocTypeProp
Int2

文書種別用プロパティ 2（整数型または日
付型）

51

ecm Prop_DocTypeProp
Int3

ecm Prop_DocTypeProp
Int3

文書種別用プロパティ 3（整数型または日
付型）

52

ecm Prop_DocTypeProp
Int4

ecm Prop_DocTypeProp
Int4

文書種別用プロパティ 4（整数型または日
付型）

53

ecm Prop_DocTypeProp
Int5

ecm Prop_DocTypeProp
Int5

文書種別用プロパティ 5（整数型または日
付型）

54

ecm Prop_DocTypeProp
Int6

ecm Prop_DocTypeProp
Int6

文書種別用プロパティ 6（整数型または日
付型）

55

ecm Prop_DocTypeProp
Int7

ecm Prop_DocTypeProp
Int7

文書種別用プロパティ 7（整数型または日
付型）

56

ecm Prop_DocTypeProp
Int8

ecm Prop_DocTypeProp
Int8

文書種別用プロパティ 8（整数型または日
付型）

57

ecm Prop_DocTypeProp
Int9

ecm Prop_DocTypeProp
Int9

文書種別用プロパティ 9（整数型または日
付型）
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項
番

出力項目

プロパティ名称

内容

58

ecm Prop_DocTypeProp
Int10

ecm Prop_DocTypeProp
Int10

文書種別用プロパティ 10（整数型または日
付型）

59

ecm Prop_DocTypeProp
Str1

ecm Prop_DocTypeProp
Str1

文書種別用プロパティ 1（文字列型）

60

ecm Prop_DocTypeProp
Str2

ecm Prop_DocTypeProp
Str2

文書種別用プロパティ 2（文字列型）

61

ecm Prop_DocTypeProp
Str3

ecm Prop_DocTypeProp
Str3

文書種別用プロパティ 3（文字列型）

62

ecm Prop_DocTypeProp
Str4

ecm Prop_DocTypeProp
Str4

文書種別用プロパティ 4（文字列型）

63

ecm Prop_DocTypeProp
Str5

ecm Prop_DocTypeProp
Str5

文書種別用プロパティ 5（文字列型）

64

ecm Prop_DocTypeProp
Str6

ecm Prop_DocTypeProp
Str6

文書種別用プロパティ 6（文字列型）

65

ecm Prop_DocTypeProp
Str7

ecm Prop_DocTypeProp
Str7

文書種別用プロパティ 7（文字列型）

66

ecm Prop_DocTypeProp
Str8

ecm Prop_DocTypeProp
Str8

文書種別用プロパティ 8（文字列型）

67

ecm Prop_DocTypeProp
Str9

ecm Prop_DocTypeProp
Str9

文書種別用プロパティ 9（文字列型）

68

ecm Prop_DocTypeProp
Str10

ecm Prop_DocTypeProp
Str10

文書種別用プロパティ 10（文字列型）

69

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r1

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r1

文書種別用プロパティ 1（文字列型※ 6 ）

70

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r2

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r2

文書種別用プロパティ 2（文字列型※ 6 ）

71

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r3

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r3

文書種別用プロパティ 3（文字列型※ 6 ）

72

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r4

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r4

文書種別用プロパティ 4（文字列型※ 6 ）

73

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r5

ecm Prop_DocTypeProp
LongSt r5

文書種別用プロパティ 5（文字列型※ 6 ）

74

操作対象の文書をリン
クしている文書の OIID

ecm Prop_RelOrgOiid

操作対象の文書をリンクしている文書の
OIID が出力されます。

75

操作対象の文書がリン
クしている文書の OIID

ecm Prop_RelAheadOii
d

操作対象の文書がリンクしている文書の
OIID が出力されます。

76

操作対象の文書をリン
クしている文書の名称

ecm Prop_RelOrgName

操作対象の文書をリンクしている文書の名
称が出力されます。

77

操作対象の文書がリン
クしている文書の名称

ecm Prop_RelAheadNa
me

操作対象の文書がリンクしている文書の名
称が出力されます。
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項
番
78

出力項目
拡張情報 1

プロパティ名称
ecm Prop_ExtStr1

ユティリティコマンド

内容

操作対象がフォルダで，そのフォルダに容
量制限が設定されている場合，フォルダの
使用済み容量と登録可能な容量が「/（スラ
ント）」で区切られて出力されます。
出力形式
使用済み容量 / 登録可能容量
• 使用済み容量：
使用済み容量がバイト単位で出力さ
れます。また，単位を表す文字とし
て「B」が付加されます。
• 登録可能容量：
登録可能容量が GUI 画面で指定し
た単位で出力されます。また，単位
を表す文字として，「MB 」（メガバ
イト），「GB」（ギガバイト）または
「TB」（テラバイト）が付加されま
す。
出力例
10000B/400GB

79

拡張情報 2

ecm Prop_ExtStr2

操作対象の文書が登録されているフォルダ
の階層の情報として，フォルダの OIID
（下位 16 桁）が「/（スラント）」で区切ら
れて出力されます。
出力形式
最上位階層のフォルダの OIID/ 中間階
層のフォルダの OIID/…/ 最下位階層
のフォルダの OIID
出力例
0000000000003A2C/
0000000000003A1D/
0000000000003A4E

80

拡張情報 3

ecm Prop_ExtStr3

関連文書で，対応するバージョンの主文書
の OIID が出力されます。

81

拡張情報 4

ecm Prop_ExtStr4

関連文書で，関連文書のバージョン共通情
報の OIID が出力されます。

（凡例）
△：半角スペースを示します。
…：省略を示します。
注※ 1
time_t 型の形式は，1970 年 1 月 1 日の万国標準時 00:00:00 を起点とした通算経過秒数になり
ます。
注※ 2
YYYYMMDD 形式の YYYY は西暦年号（4 桁），MM は月（2 桁），DD は日（2 桁）になりま
す。
注※ 3
パーミッションの種類を示す値として，次の値が出力されます。
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・127：「全て」
・63：「更新」
・21：「リンク」
・5：「参照」
・0：「なし」
注※ 4
「アクセス権限方式フラグ」の値が「1」の場合，パブリック ACL は出力されません。「アクセ
ス権限方式フラグ」の値が「2」の場合，ローカル ACL は出力されません。
注※ 5
サブジェクト種別を示す値として，次の値が出力されます。
・1：ユーザ
・2：組織またはグループ
注※ 6
4,096 バイトまで入力できる文字列型です。

ログファイル
コマンドの実行開始，実行終了，および各種エラー情報が次に示すログファイルに出力
されます。
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}
¥tools¥log¥ecmOutInspect.log
ログファイルは，コマンドを実行するごとに情報が蓄積され，ファイルサイズが増加し
ます。このため，運用時は，定期的にバックアップを取得したあとにログファイルを削
除するなどして，ファイルサイズが大きくなり過ぎないようにしてください。

注意事項
● DocumentBroker のオブジェクト操作ツールが使用できる環境を，事前に準備してお
いてください。
● 監査証跡ログ一括出力コマンドを文字コード種別が UTF-8 で使用する場合，出力ファ
イルのヘッダ行は Shift-JIS コードで出力されます。
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ecmCvtInspectCSV.exe（監査証跡ログのフォーマット成形）
形式
ecmCvtInspectCSV.exe -i 変換元監査証跡ログファイルのフルパス
-s 変換元監査証跡ログファイルの文字コード種別
-o 変換先監査証跡ログファイルのフルパス
〔-e 変換先監査証跡ログファイルの文字コード種別〕
〔-?〕

機能
ecmOutInspect.vbs（監査証跡ログ一括出力）コマンドで出力された監査証跡ログ出力
ファイル（CSV 形式）のフォーマットを閲覧しやすくするために，次の成形を行います。
• 文字列項目をダブルクォーテーションで囲んで出力します。
• 監査証跡ログ出力ファイルの項目（コメントなど）に改行コードが含まれている場合，
CSV ファイルの同一セルに出力します。

コマンド引数
-i 変換元監査証跡ログファイルのフルパス
変換元の監査証跡ログファイルのフルパスを指定します。この引数は必ず指定してくだ
さい。
-s 変換元監査証跡ログファイルの文字コード種別
変換元の監査証跡ログファイルの文字コード種別を「SJIS」か「UTF-8 」で指定します。
この引数は必ず指定してください。
-o 変換先監査証跡ログファイルのフルパス
変換先の監査証跡ログファイルのフルパスを指定します。この引数は必ず指定してくだ
さい。
-e 変換先監査証跡ログファイルの文字コード種別
変換先の監査証跡ログファイルの文字コード種別を指定します。指定できる値は「SJIS」
です。指定を省略すると，変換元の監査証跡ログファイルと同じ文字コード種別で出力
されます。
引数「-s」に指定する値が，UTF-8 の場合，引数「-e」を指定すると，変換先の監査証
跡ログファイルは，SJIS に変換されて出力されます。
-?
このコマンドの使用方法を出力します。
この引数を指定すると，コマンドの使用方法の出力だけが行われ，監査証跡ログファイ
ルのフォーマット成形を行いません。
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戻り値
コマンドの戻り値を次の表に示します。
戻り値

意味

備考

0

正常終了

−

２

引数不正エラー

−

３

ファイル入出力エラー

−

上記以外

そのほかのエラー

特定できない，予期せぬエラー

（凡例） −：該当しない

ログファイル
コマンドの実行開始，実行終了，および各種エラー情報が次に示すログファイルに出力
されます。
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥tools¥log¥ecmCvtInspectCSV.log
ログファイルは，コマンドを実行するごとに情報が蓄積され，ファイルサイズが増加し
ます。このため，運用時は，定期的にバックアップを取得したあとにログファイルを削
除するなどして，ファイルサイズが大きくなり過ぎないようにしてください。
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ecmRegisterDocuments.bat（文書登録）
形式
ecmRegisterDocuments.bat -d 文書空間識別子
-u ユーザID
-p パスワード
〔-b 共通のフォルダパス〕
〔-f フォルダパスの区切り文字〕
〔-e ファイル形式変換対象の拡張子〕
〔-m ファイル形式変換先のMIMEタイプ〕
-r 登録情報ファイル
〔-l ログファイルの出力先〕
〔-c〕
〔-s 関連ファイルの監査証跡ログ出力指定〕
〔-h 文書ファイルの最大ファイルサイズ〕
〔-n〕
〔-?〕

機能
Excel などで作成した CSV 形式の登録情報ファイルに基づいて，複数の一般文書を
DocumentBroker Standard GUI に登録します。

コマンド引数
-d 文書空間識別子
文書の登録先の文書空間の文書空間識別子を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-u ユーザ ID
システム管理者の ID を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-p パスワード
システム管理者のパスワードを指定します。
この引数は必ず指定してください。
-b 共通のフォルダパス
すべての文書の登録先フォルダが同じフォルダの下位の場合に，共通するフォルダまで
のフォルダパスを指定します。登録情報ファイルには，この引数に指定したフォルダの
直下にあるフォルダから登録先フォルダまでのフォルダ名を指定してください。
この引数に，共通するフォルダまでのフォルダパスを指定することで，登録情報ファイ
ルでのフォルダ名の指定を簡略化できます。
例えば，登録先フォルダが「部門 / 営業部 / 東京営業部 / 営業 1 課 / 国内プロジェクト」
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の文書 A と，登録先フォルダが「部門 / 営業部 / 東京営業部 / 営業 5 課 / 海外プロジェク
ト」の文書 B があるとします。文書 A と文書 B では，登録先フォルダのパスの「部門 /
営業部 / 東京営業部」の部分が共通です。そのため，この引数に「部門 / 営業部 / 東京営
業部」を指定することで，登録情報ファイルではフォルダ名「部門 / 営業部 / 東京営業
部」の指定を省略できます。
また，文書の登録先フォルダがすべて同じ場合は，この引数に登録先フォルダのパスを
指定することで，登録情報ファイルではフォルダ名の指定を省略できます。
フォルダのパスは「/」で区切って指定します。なお，区切り文字は引数「-f」で指定す
ることもできます。
この引数の指定を省略する場合，登録情報ファイルには 1 階層目から登録先フォルダま
でのフォルダ名を指定する必要があります。
引数「-b」の指定例を次に示します。
（指定例）
次のように指定すると，文書の登録先がフォルダ「東京営業部」の下位になります。
-b △部門 / 営業部 / 東京営業部

（凡例） △：半角スペース
-f フォルダパスの区切り文字
引数「-b」に指定する登録先フォルダのパスの区切り文字を 1 文字で指定します。
この引数の指定を省略すると，区切り文字を「/」とします。
-e ファイル形式変換対象の拡張子
一般文書のファイル形式変換機能を使用する場合，ファイル形式の変換対象とする拡張
子を指定します。配置ディスクリプタ（web.xml ）の app.RenderingExtList パラメタと
同じ値を指定してください。なお，拡張子の大文字と小文字は区別しません。
複数の拡張子を指定するときは，拡張子を「,（コンマ）」で区切って指定します。
この引数の指定を省略すると，一般文書のファイル形式変換機能を使用しないで文書を
登録します。
（指定例）
-e △ doc,xls,ppt,txt

（凡例） △：半角スペース
-m ファイル形式変換先の MIME タイプ
一般文書のファイル形式変換機能を使用する場合，変換先のファイル形式の MIME タイ
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プを指定します。このパラメタには，必ず application/pdf を指定してください。
引数「-e」の指定を省略すると，この引数の指定は無視されます。
この引数の指定を省略すると，application/pdf が仮定されます。
（指定例）
-m △ application/pdf

（凡例） △：半角スペース
-r 登録情報ファイル
登録情報ファイルのパスをフルパスで指定します。
登録情報ファイルは事前に作成しておく必要があります。登録情報ファイルの詳細は，
「6.3.1(1) 登録情報ファイル」を参照してください。
この引数は必ず指定してください。
-l ログファイルの出力先
文書登録コマンドの実行結果を出力するログファイルのファイルパスを指定します。
ファイルパスはフルパスで指定します。指定した出力先にすでにログファイルがある場
合は，ファイルが上書きされます。
ログファイルは CSV 形式です。文字コード種別は Shift-JIS です。
ログファイルには，引数「-r」に指定する登録情報ファイルと同じ項目が出力されます。
登録情報ファイルの項目の詳細は，
「 6.3.1(1) 登録情報ファイル」を参照してください。
引数「-r」と引数「-l」に同じファイルパスを指定した場合，登録情報ファイルがログ
ファイルで上書きされます。
-c
登録情報ファイルが正しく記述されているかをチェックします。チェックする項目を次
に示します。
• CSV 形式になっているかどうか
• カラム名が正しいかどうか
• データ形式が正しいかどうか
• 登録先フォルダが正しいかどうか
この引数を指定すると，登録情報ファイルが正しいかどうかのチェックだけが行われ，
文書は登録されません。
-s 関連ファイルの監査証跡ログ出力指定
関連ファイルに対する操作の監査証跡ログを出力するかどうかを次の値で指定します。
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• 0：関連ファイルに対する監査証跡ログを出力しない
• 1：関連ファイルに対する監査証跡ログを出力する
不正な値を指定した場合は，エラーとなります。
この引数の指定を省略すると，0 が仮定されます。
-h 文書ファイルの最大ファイルサイズ
文書ファイルの最大ファイルサイズを，次の範囲で指定します。
0 〜 2,147,483,647（バイト）
文書ファイルの最大サイズが，ここで指定した値を超えていないかチェックを行います。
指定した値を超える文書ファイルを登録しようとした場合は，エラーとなります。0 を指
定した場合は，文書ファイルの最大サイズのチェックを行いません。指定を省略した場
合は，0 が仮定されます。
なお，最大サイズのチェックは主ファイルと関連ファイルの合計ではなく，ファイルご
とに行います。例えば，-h に 20MB を指定した場合は次のとおりとなります。
• 主ファイル 20MB，関連ファイル A

10MB の場合：登録可能。

• 主ファイル 20MB，関連ファイル A

30MB の場合：サイズ超過のため登録不可。

• 主ファイル 20MB，関連ファイル A

20MB，関連ファイル B 10MB の場合：登録

可能。
なお，ファイルサイズが大きい場合，文書の操作にかなりの時間が必要となり，メモリ
所要量が増大するため，システムに負荷が掛かります。さらに，物理メモリを増強して
も，プロセスに割り当てられるメモリ所要量には限界があります。このため文書ファイ
ルの最大サイズは 20MB まで（稼働環境において物理的にメモリを確保できることが前
提）を推奨します。
-n
すべてのフォルダ情報を取得しないで，登録情報ファイルに指定されたフォルダ情報だ
けを取得します。大量のフォルダが登録されている環境の場合，この引数の指定により
登録性能の向上が期待できます。ただし，一つの登録情報ファイル内で大量のフォルダ
に文書を登録する場合は，登録性能が向上しないおそれがあります。
-?
このコマンドの使用方法を出力します。
この引数を指定すると，コマンドの使用方法の出力だけが行われ，文書は登録されませ
ん。

戻り値
なし
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実行例
このコマンドの実行例を次に示します。
ecmRegisterDocum ent s.bat △ -d △ 2f44eb5e-e211-44f1-b8c0-b589b6fafa0d △ -u △ admin △ -p △
pass △ -r △ C:¥work¥documents.csv △ -l △ C:¥work¥log.csv

（凡例） △：半角スペース

注意事項
● DocumentBroker Runtime または DocumentBroker Development Kit が使用できる
環境を，事前に準備しておいてください。
● このコマンドはシステム管理者が実行してください。システム管理者以外のユーザは
実行しないでください。
● このコマンドの実行で登録できるのは一般文書だけです。公開文書は登録できません。
● 1 回のコマンド実行で登録できる文書の最大件数は 10,000 件です。
● このコマンドの実行で文書を登録する場合，文書には次に示すプロパティを設定でき
ます。
• 所有者 ID
• 所有者名
• 更新者 ID
• 更新者名
• 作成日時
• 更新日時
• 名前（文書名）
• コメント
• 文書種別
• 文書番号（文書番号の採番機能の使用時だけ）
• 文字列型のユーザプロパティまたは文書種別用プロパティ
• 整数型のユーザプロパティまたは文書種別用プロパティ
• 日付型（YYYYMMDD 形式※ 1）のユーザプロパティまたは文書種別用プロパティ
• マスタ型※ 2 の文書種別用プロパティ
注※ 1
YYYYMMDD 形式の YYYY は西暦年号（4 桁）
，MM は月（2 桁）
，DD は日（2
桁）になります。
注※ 2
プロパティ値をプルダウンメニューから選択する形式のプロパティ型です。
● このコマンドの実行で文書を登録する場合，文書には次に示すアクセス権を設定でき
ます。
• アクセス権の設定方式が「個別に設定」の文書フォルダに文書を登録するときに，
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「全てのユーザ」に設定するアクセス権
• アクセス権限方式が「個別に設定」の文書フォルダに文書を登録するときに，文書
に設定するアクセス権
● コマンドの実行時に引数の指定に誤りがある場合，引数「-?」を指定したときと同様
に，コマンドの使用方法が出力されます。
● このコマンドの実行で文書を登録する場合，必ず監査証跡ログが出力されます。監査
証跡ログの詳細は，
「3.2 監査証跡ログ」を参照してください。
● 同じ名前のフォルダが複数存在する場合，このコマンドでそのフォルダに文書を登録
しようとしたときの動作は保証されません。
● このコマンドは Cosminexus が提供する JDK を使用します。そのため，
{Cosminexus のインストールフォルダ }¥jdk¥bin 下にある JDK が優先されるように
環境変数 PATH を設定してください。
● 引数「-n」を指定しない場合，このコマンド実行時には，システムに登録されている
すべてのフォルダの情報を取得します。登録済みのフォルダ数によってコマンド実行
時の初期処理（文書登録処理の開始前）に数分を要する場合があります。コマンド実
行時に必要となるメモリ所容量については，
「2.2.1 メモリ所容量の見積もり」を参照
してください。
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ecmRegisterFolders.bat（フォルダ構成作成）
形式
ecmRegisterFolders.bat -d 文書空間識別子
-u ユーザID
-p パスワード
〔-b 共通のフォルダパス〕
〔-f フォルダパスの区切り文字〕
-r 登録情報ファイル
〔-l ログファイルの出力先〕
〔-c〕
〔-n〕
〔-?〕

機能
Excel などで作成した CSV 形式の登録情報ファイルに基づいて，複数のフォルダを作成
します。

コマンド引数
-d 文書空間識別子
フォルダの作成先の文書空間の文書空間識別子を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-u ユーザ ID
システム管理者のユーザの ID を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-p パスワード
システム管理者のパスワードを指定します。
この引数は必ず指定してください。
-b 共通のフォルダパス
すべてのフォルダの作成先フォルダが同じフォルダの下位の場合に，共通するフォルダ
までのフォルダパスを指定します。登録情報ファイルには，この引数に指定したフォル
ダの直下にあるフォルダから作成先フォルダまでのフォルダ名を指定してください。
この引数に，共通するフォルダまでのフォルダパスを指定することで，登録情報ファイ
ルでのフォルダ名の指定を簡略化できます。
例えば，作成先フォルダが「部門 / 営業部 / 東京営業部 / 営業 1 課 / 国内プロジェクト」
のフォルダ A と，作成先フォルダが「部門 / 営業部 / 東京営業部 / 営業 5 課 / 海外プロ
ジェクト」のフォルダ B があるとします。フォルダ A とフォルダ B では，作成先フォル
ダのパスの「部門 / 営業部 / 東京営業部」の部分が共通です。そのため，この引数に「部
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門 / 営業部 / 東京営業部」を指定することで，登録情報ファイルではフォルダ名「部門 /
営業部 / 東京営業部」の指定を省略できます。
また，フォルダの作成先フォルダがすべて同じ場合は，この引数に作成先フォルダのパ
スを指定することで，登録情報ファイルではフォルダ名の指定を省略できます。
フォルダのパスは「/」で区切って指定します。なお，区切り文字は引数「-f」で指定す
ることもできます。
この引数の指定を省略する場合，登録情報ファイルには 1 階層目から作成先フォルダま
でのフォルダ名を指定する必要があります。
引数「-b」の指定例を次に示します。
（指定例）
次のように指定すると，フォルダの作成先がフォルダ「東京営業部」の下位になり
ます。
-b △部門 / 営業部 / 東京営業部

（凡例） △：半角スペース
-f フォルダパスの区切り文字
引数「-b」に指定する作成先フォルダのパスの区切り文字を 1 文字で指定します。
この引数の指定を省略すると，区切り文字を「/」とします。
-r 登録情報ファイル
登録情報ファイルのパスをフルパスで指定します。
登録情報ファイルは事前に作成しておく必要があります。登録情報ファイルの詳細は，
「6.3.2(1) 登録情報ファイル」を参照してください。
この引数は必ず指定してください。
-l ログファイルの出力先
フォルダ構成作成コマンドの実行結果を出力するログファイルのファイルパスを指定し
ます。ファイルパスはフルパスで指定します。指定した出力先にすでにログファイルが
ある場合は，ファイルが上書きされます。
ログファイルは CSV 形式です。文字コード種別は Shift-JIS です。
ログファイルには，引数「-r」に指定する登録情報ファイルと同じ項目が出力されます。
登録情報ファイルの項目の詳細は，
「 6.3.2(1) 登録情報ファイル」を参照してください。
引数「-r」と引数「-l」に同じファイルパスを指定した場合，登録情報ファイルがログ
ファイルで上書きされます。
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-c
登録情報ファイルが正しく記述されているかをチェックします。チェックする項目を次
に示します。
• CSV 形式になっているかどうか
• カラム名が正しいかどうか
• データ形式が正しいかどうか
• 作成先フォルダがあるかどうか
この引数を指定すると，登録情報ファイルが正しいかどうかのチェックだけが行われ，
フォルダは作成されません。
-n
すべてのフォルダ情報を取得しないで，登録情報ファイルに指定されたフォルダ情報だ
けを取得します。大量のフォルダが登録されている環境の場合，この引数の指定により
登録性能の向上が期待できます。ただし，一つの登録情報ファイル内で大量のフォルダ
を登録する場合は，登録性能が向上しないおそれがあります。
-?
このコマンドの使用方法を出力します。
この引数を指定すると，コマンドの使用方法の出力だけが行われ，文書は登録されませ
ん。

戻り値
なし

実行例
このコマンドの実行例を次に示します。
ecmRegisterFolders.bat △ -d △ 2f44eb5e-e211-44f1-b8c0-b589b6fafa0d △ -u △ admin △ -p △ pass △
-r △ C:¥work¥folders.csv △ -l △ C:¥work¥log.csv

（凡例） △：半角スペース

注意事項
● DocumentBroker Runtime または DocumentBroker Development Kit が使用できる
環境を，事前に準備しておいてください。
● このコマンドはシステム管理者が実行してください。システム管理者以外のユーザは
実行しないでください。
● 1 回のコマンド実行で作成できるフォルダの最大件数は 10,000 件です。
● このコマンドの実行でフォルダを作成する場合，フォルダには次に示すプロパティを
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設定できます。
• フォルダ種別
• 所有者 ID
• 所有者名
• コメント
• 文書作成可否
• アクセス権限方式
• 公開範囲
• 文書種別
• フォルダ下に登録可能な容量
● このコマンドの実行でフォルダを作成する場合，フォルダには次に示すアクセス権ま
たは公開範囲を設定できます。
• アクセス権限方式が「個別に設定」の文書フォルダのアクセス権
• アクセス権限方式が「同じ権限を共有」の権限を共有する最上位の文書フォルダの
アクセス権
• 公開範囲の設定方法が「公開範囲を限定する」の公開フォルダの公開範囲
● コマンドの実行時に引数の指定に誤りがある場合，引数「-?」を指定したときと同様
に，コマンドの使用方法が出力されます。
● このコマンドの実行でフォルダを作成する場合，必ず監査証跡ログが出力されます。
監査証跡ログの詳細は，
「3.2 監査証跡ログ」を参照してください。
● このコマンドは Cosminexus が提供する JDK を使用します。そのため，
{Cosminexus のインストールフォルダ }¥jdk¥bin 下にある JDK が優先されるように
環境変数 PATH を設定してください。
● 引数「-n」を指定しない場合，このコマンド実行時には，システムに登録されている
すべてのフォルダの情報を取得します。登録済みのフォルダ数によってコマンド実行
時の初期処理（フォルダ構成作成処理の開始前）に数分を要する場合があります。コ
マンド実行時に必要となるメモリ所容量については，
「2.2.1 メモリ所容量の見積もり」
を参照してください。
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ecmRFileMove.vbs（リファレンスファイル文書化）
形式
ecmRFileMove.vbs
〔〔/p〕 |
/j
〔/t:最大実行時間〕
〔/i〕
〔/d:コンテント格納先パス定義ファイルのパス〕〕

機能
リファレンスファイル文書化指示で作成したジョブ登録情報に基づいて，リファレンス
ファイル文書化をします。また，定義ファイルを使用することにより，文書のプロパ
ティ値ごとにコンテントの格納先を振り分けることができます。
なお，リファレンスファイル文書化コマンド実行時にごみ箱へ移動している文書は，リ
ファレンスファイル文書化の対象となりません。
次の文書はリファレンスファイル文書化の処理をスキップします。ただし，スキップの
対象となる文書に対しても文書の状態をチェックするため，チェックの時間が必要とな
ります。
• 主ファイルに文書の実体（コンテント）ファイルが登録されていない文書
• チェックアウト中の文書
• 改訂中の公開文書
• 全文検索テキストが登録されていない文書で，/i 指定を省略している場合
• すでにリファレンスファイル文書化されている文書※
• PDF 形式への変換が終了していない文書
• PDF 形式への変換がエラーとなった文書※
• その他のエラー発生により，リファレンスファイル文書化処理を中断した文書
スキップした文書が，リファレンスファイル文書化指示で作成したジョブ登録情報に含
まれている場合は，該当するジョブ登録情報は削除されません。主ファイルと関連ファ
イルのどちらかがスキップの対象となる文書の場合，すでにリファレンスファイル文書
化に成功したファイルも含めて，その文書のステータスはスキップとなります。スキッ
プの要因を取り除いて，再度，リファレンスファイル文書化コマンドを実行してくださ
い。ただし，スキップしたファイルのステータスが SKIP5 の場合で，その他の主ファイ
ル，関連ファイルのステータスがすべて OK のときには，リファレンスファイル文書化
されます。
注※
すでにリファレンスファイル文書化されている文書，および PDF 形式への変換がエ
ラーとなった文書のジョブ登録情報は削除されます。
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コマンド引数
/p
リファレンスファイル文書化指示画面で登録したジョブ情報の一覧として，リファレン
スファイル文書化指示フォルダ情報の一覧を出力します。出力するファイルは，
「リファ
レンスファイル文書化指示フォルダ情報出力ファイル」
，「フォルダ情報対応ファイル」
です。
コマンド引数の指定を省略してリファレンスファイル文書化コマンドを実行した場合，/
p が仮定されて実行されます。
/j
リファレンスファイル文書化指示で作成したジョブ登録情報に基づいて，リファレンス
ファイル文書化を実行します。実行結果を「フォルダ情報対応ファイル」
，「リファレン
スファイル文書化実行結果ファイル」
，および「文書情報対応ファイル」に出力します。
/t: 最大実行時間
リファレンスファイル文書化の実行時間を分単位で指定します。実行時間に指定できる
範囲は，半角数字で 1 〜 1440（最大 1 日）です。
指定を省略した場合，リファレンスファイル文書化が完了するまで処理を続けます。
/i
全文検索テキストが登録されていない文書もリファレンスファイル文書化の対象にしま
す。
/i を指定しない場合，全文検索テキストが登録されていない文書はリファレンスファイル
文書化の対象にならないで，ログ情報が出力されます。
/i を指定した場合，全文検索テキストが登録されていない文書についてもリファレンス
ファイル文書化の対象とします。このため，/i を指定しないでリファレンスファイル文書
化コマンドを実行し，出力されたログ情報でスキップした文書がリファレンスファイル
文書化の対象として問題がないことを確認してから，/i を指定して再度リファレンスファ
イル文書化コマンド実行することを推奨します。
/d: コンテント格納先パス定義ファイルのパス
リファレンスファイル文書化対象文書のコンテント格納先を，文書のプロパティ値ごと
に振り分ける場合に，振り分けルールの定義ファイルのパスを指定します。
指定を省略した場合，配置ディスクリプタ（web.xml ）の app.ReferenceContentPath パ
ラメタで指定した格納先にコンテントを格納します。
コンテント格納先パス定義ファイルの定義の詳細については，
「 6.3.3 リファレンスファ
イル文書化コマンドで使用するファイル」を参照してください。
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戻り値
コマンドの戻り値を取得するときは，コマンドを CSCRIPT から起動してください。
コマンドの戻り値を次の表に示します。
表 6-7 ecmRFileMove.vbs コマンドの戻り値
戻り値

意味

備考

0

正常終了

１

警告付き正常終了

２

引数不正エラー

−

３

ファイル入出力エラー

−

４

オブジェクト操作ツールエラー

−

６

環境変数未設定エラー

環境変数 %MLD_HOME% が未設定または不
正

７

/t 指定による中断

/t で指定した最大実行時間に達したため処理
を中断

上記以外

そのほかのエラー

−
リファレンスファイル文書化の対象文書が存
在しない

−

（凡例） −：該当しません。

ログファイル
コマンドの実行開始，実行終了，および各種エラー情報はログファイルに出力されます。
リファレンスファイル文書化コマンドは，指定した引数により出力されるログファイル
が違います。出力されるログファイルとその内容を次の表に示します。
表 6-8 ecmRFileMove.vbs コマンドのログファイル
ログファイル名称

内容

フォルダ情報対応ファイル

リファレンスファイル文書化指示対象フォルダの OIID と
フォルダ名が出力されます。
リファレンスファイル文書化コマンドを実行すると必ず出
力されます。

リファレンスファイル文書化指示フォル
ダ情報出力ファイル

リファレンスファイル文書化指示フォルダの一覧が出力さ
れます。
/p を指定した場合出力されます。

リファレンスファイル文書化実行結果
ファイル

リファレンスファイル文書化コマンドを実行した結果が出
力されます。主ファイルと関連ファイルの両方が出力され
ます。
/j を指定した場合出力されます。

文書情報対応ファイル

リファレンスファイル文書化指示対象文書の主ファイルの
OIID と文書名が出力されます。
/j を指定した場合出力されます。
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ログファイルは，コマンドを実行するごとに情報が蓄積され，ファイルサイズが増加し
ます。このため，運用時は，定期的にバックアップを取得したあとにログファイルを削
除するなどして，ファイルサイズが大きくなり過ぎないようにしてください。
各ログファイルについて，出力先，出力形式，および出力例を説明します。
フォルダ情報対応ファイル
● 出力先
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}
¥tools¥log¥ecmRFFolInfo.log
● 出力形式
開始日時
リファレンスファイル文書化指示フォルダのOIID,対象フォルダの名前
：
：
空行

● 出力例
2007/09/10 20:30:26
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000038AC,フォルダＡ
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000038AD,フォルダＢ

リファレンスファイル文書化指示フォルダ情報出力ファイル
● 出力先
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}
¥tools¥log¥ecmRFFolPrint.log
● 出力形式
開始日時 △ 開始メッセージ
リファレンスファイル文書化指示フォルダのOIID ▲リファレンスファイル文書化指示画面で指定した最
終更新日付
リファレンスファイル文書化指示フォルダのOIID ▲リファレンスファイル文書化指示画面で指定した最
終更新日付
：
：
終了日時 △ 終了メッセージ

● 出力例
2007/09/10 20:30:26 リファレンスファイル文書化指示フォルダの情報出力を開始します。
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000038AC 2005/12/31
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000038AD 2004/12/31
2007/09/10 20:35:26 リファレンスファイル文書化指示フォルダの情報出力を終了します。

リファレンスファイル文書化実行結果ファイル
● 出力先
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}
¥tools¥log¥ecmRFFileMove.log
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● 出力形式
開始日時 △ 開始メッセージ
リファレンスファイル文書化指示フォルダのOIID
リファレンスファイル文書化ステータス ▲リファレンスファイル文書化対象文書のOIID▲リファレンス
ファイル文書化を実施した際のコンテント格納先パス
リファレンスファイル文書化ステータス ▲リファレンスファイル文書化対象文書のOIID▲リファレンス
ファイル文書化を実施した際のコンテント格納先パス
：
空行
リファレンスファイル文書化指示フォルダのOIID
リファレンスファイル文書化ステータス ▲リファレンスファイル文書化対象文書のOIID▲リファレンス
ファイル文書化を実施した際のコンテント格納先パス
リファレンスファイル文書化ステータス ▲リファレンスファイル文書化対象文書のOIID▲リファレンス
ファイル文書化を実施した際のコンテント格納先パス
：
空行
終了日時 △ 終了メッセージ

● 出力例
2007/09/10 20:30:26 KARI14301-I リファレンスファイル文書化を開始します。
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000038AC
OK
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000012A1
DocB1
OK_S
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000012A2
DocB2
OK_S
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000012A3
DocB2
SKIP_1
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000012B1
DocB2
SKIP_1_S
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000012B2
DocB2
2007/09/10 20:35:26 KARI14302-I リファレンスファイル文書化を終了します。
[EXIT-CODE:0 TOTAL-COUNT:2 OK-COUNT:1 SKIP-COUNT:1 ERR-COUNT:0]
更新履歴が複数存在する文書の場合，最新の文書の OIID だけが出力されます。なお，文書情報対
応ファイルは，主ファイルの OIID と文書名しか出力されません。関連ファイルでスキップとなっ
た場合は，対応する主ファイルの OIID から主ファイルを特定し，スキップとなった関連ファイル
を特定してください。

ステータスの意味を次の表に示します。関連ファイルに発行されるステータスには，そ
れぞれのステータスの末尾に「_S 」が付加されます。
ステータス

意味

OK

リファレンスファイル文書化に成功しました

SKIP_1

主ファイルに文書の実体（コンテント）ファイルが登録されていないためス
キップしました

SKIP_2

チェックアウト中のためスキップしました

SKIP_3

改訂中の公開文書のためスキップしました

SKIP_4

全文検索テキストが登録されていないためスキップしました
全文検索テキストは登録されていませんが，すでにリファレンスファイル文書
化を実行済みのためスキップしました

SKIP_5

すでにリファレンスファイル文書化を実行済みのためスキップしました

SKIP_6

PDF 形式への変換が終了していない文書のためスキップしました
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ステータス

意味

SKIP_7

PDF 形式への変換がエラーとなった文書のためスキップしました

ERR

リファレンスファイル文書化でエラーが発生しました

文書情報対応ファイル
● 出力先
{DocumentBroker Standard GUIのインストールフォルダ}
¥tools¥log¥ecmRFFileInfo.log
● 出力形式
開始日時
リファレンスファイル文書化対象文書のOIID,対象文書の名前
：
：
空行

● 出力例
2007/09/10 20:30:26
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000012A1,文書１
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-002・・・・a00000000000012A2,文書２

主ファイルの OIID が出力されます。また，更新履歴が複数存在する文書の場合，最新の文書の
OIID だけが出力されます。

注意事項
● DocumentBroker Runtime または DocumentBroker Development Kit が使用できる
環境を，事前に準備しておいてください。
● リファレンスファイル文書化コマンドの実行中は，リファレンスファイル文書化対象
に指定したフォルダ下の文書に対して，チェックアウト操作を実行しないでください。
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ecmCancelCheckOutDoc.bat（文書一括チェックアウトキャ
ンセル）
形式
-d 文書空間識別子
-u ユーザID
-p パスワード
-o 出力ファイルの格納先フォルダパス
〔-e 出力ファイルの文字コード種別〕
〔-s 関連ファイルの監査証跡ログ出力指定〕
〔-l〕
〔-?〕

ecmCancelCheckOutDoc.bat

機能
ユーザ情報・グループ情報を一括変更する場合に，文書管理サーバ内のすべてのチェッ
クアウト中文書（一般文書）に対して，チェックアウトの取り消しを行います。

コマンド引数
-d 文書空間識別子
セッションを開始する文書空間の文書空間識別子を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-u ユーザ ID
システム管理者のユーザの ID を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-p パスワード
システム管理者のパスワードを指定します。
この引数は必ず指定してください。
-o 出力ファイルの格納先フォルダパス
チェックアウトキャンセルの実行結果を出力する出力ファイルの格納先フォルダパスを
指定します。
この引数は必ず指定してください。
-e
出力ファイルの文字コード種別を，
「 SJIS」または「UTF-8」で指定します。
• SJIS：Shift-JIS
• UTF-8：UTF-8
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この引数の指定を省略すると，SJIS が仮定されます。
なお，文書管理サーバの文字コード種別が UTF-8 の場合に，出力ファイルの文字コード
種別を Shift-JIS として出力しようとすると，文字化けが発生することがあります。
-s
関連ファイルに対する操作の監査証跡ログの出力有無を，
「 0」または「1」で指定しま
す。
• 0：関連ファイルに対する操作の監査証跡ログを出力しません。
• 1：関連ファイルに対する操作の監査証跡ログを出力します。
この引数の指定を省略すると，
「 0」が仮定されます。
-l
この引数を指定した場合，チェックアウトの取り消しを実行しないで，チェックアウト
中文書の一覧だけを出力します。
-?
このコマンドの使用方法を出力します。

戻り値
コマンドの戻り値を次の表に示します。
表 6-9 文書一括チェックアウトキャンセルコマンドの戻り値
戻り値

意味

0

コマンドが正常終了し，チェックアウト中文書情報取得処理，またはチェックアウトキャ
ンセル処理でエラーが発生しませんでした。

1

コマンドは正常終了しましたが，チェックアウト中文書情報取得処理，またはチェックア
ウトキャンセル処理でエラーが 1 件以上発生しました。

-1

コマンドがエラー終了しました。

実行例
このコマンドの実行例を次に示します。
ecmCancelCheckOutDoc.bat △ -d △ 2f44eb5e-e211-44f1-b8c0-b589b6fafa0d △ -u △ admin △ -p △
pass △ -o △ C:¥work¥out △ -l

（凡例）△：半角スペース

出力ファイル
チェックアウトキャンセルの対象となった文書の一覧を
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「ecmCancelCheckOutDoc<YYYYMMDDHHmmssfff>.csv」というファイル名で出力し
ます。YYYYMMDDHHmmssfff は，コマンドの実行を開始した日時です。なお，-l 引数
を指定した場合は，
「 ecmCheckOutDocList<YYYYMMDDHHmmssfff>.csv」という
ファイル名で出力します。
-o 引数で指定されたフォルダが存在しない場合，また，出力ファイルと同名のファイル
がすでにフォルダ内に存在した場合は，エラーとなります。
出力項目
出力項目を次の表に示します。
表 6-10
項番

出力ファイルの出力項目
項目名

説明

1

オブジェクト種別

操作対象オブジェクトの種別には「2」が出力されます。

2

文書の種別

文書の種別には「1」が出力されます。

3

フォルダ種別

フォルダ種別には，何も出力されません。

4

フォルダパス

文書のフォルダパスが出力されます。最上位フォルダの場合は，空
文字が出力されます。

5

名前

文書名が出力されます。

6

更新者 ID

文書の更新者 ID が出力されます。

7

更新者名

文書の更新者名が出力されます。

8

更新日時

文書の更新日付が YYYY/MM/DD HH:mm:ss 形式で出力されます。

9

チェックアウト者 ID

チェックアウトユーザのユーザ ID が出力されます。

10

チェックアウト者名

チェックアウトユーザのユーザ名が出力されます。

11

エラー情報

チェックアウトキャンセル処理中にエラーが発生した場合，エラー
原因を出力します。

12

オブジェクト OIID

チェックアウト中文書のバージョン共通 OIID を出力します。

235

6.

ユティリティコマンド

参考
• チェックアウトキャンセル成功時にも，［チェックアウト者 ID］列および［チェックアウ
ト者名］列に値を出力します。
• チェックアウト中文書が 0 件で出力対象が存在しない場合は，ヘッダ行だけ出力します。
• 出力ファイルの文字コード種別のデフォルトは S hift-JIS です。ただし，コマンド実行時
に［-e］引数で［UTF-8］を指定した場合は，UTF-8 で出力されます。
• 出力ファイルの文字コード種別を UTF-8 で出力する場合，ファイルの先頭に BOM を挿
入します。
• 行内の各項目の値は，空文字の場合を除いて，常に［"（半角ダブルクォーテーション）］
で囲んで出力します。
• 行内の各項目通しは［,（半角コンマ）］で区切って出力します。
• 項目の値としてダブルクォーテーションが含まれる場合，ダブルクォーテーションを二重
のダブルクォーテーション（" "）に置換します。

注意事項
● DocumentBroker Runtime または DocumentBroker Development Kit が使用できる
環境を，事前に準備しておいてください。
● このコマンドはシステム管理者が実行してください。システム管理者以外のユーザは
実行しないでください。
● このコマンドの対象は，一般文書です。
● 審査・承認機能を使用している環境では，このコマンドは実行できません。
● このコマンドは Cosminexus が提供する JDK を使用します。そのため，
{Cosminexus のインストールフォルダ }¥jdk¥bin 下にある JDK が優先されるように
環境変数 PATH を設定してください。
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ecmDeleteDocuments.bat（文書削除）
形式
ecmDeleteDocuments.bat

-d 文書空間識別子
-u ユーザID
-p パスワード
-s 検索条件ファイル
〔-q フォルダパスファイル〕
〔-t 削除対象となる文書の種類〕
〔-g 一般文書の操作種別〕
〔-k 検索対象のファイル種別〕
〔-w〕
〔-j〕
〔-wl 〕
〔-i〕
〔-c〕
〔-utf8〕
〔-?〕

機能
指定した属性検索条件を基に検索を実行し，ヒットした文書の主ファイルと関連ファイ
ルおよびすべての履歴を一括で削除します。検索対象は，確定している最新バージョン
です。改訂中の公開文書，リファレンスファイル文書は削除されません。このコマンド
は，次の場合などで利用できます。
● ファイルの更新日時が一定期間を超えたものを定期的に削除したい。
● 公開期間が終了した公開文書を削除したい。
なお，フォルダは削除されません。

コマンド引数
-d 文書空間識別子
セッションを開始する文書空間の文書空間識別子を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-u ユーザ ID
システム管理者の ID を指定します。
この引数は必ず指定してください。
-p パスワード
システム管理者のパスワードを指定します。
この引数は必ず指定してください。
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-s 検索条件ファイルのフルパス名
検索条件ファイルのフルパス名を指定します。検索条件ファイルには，削除対象となる
文書の検索条件を記述します。検索条件ファイルの詳細は，
「 6.3.4（1）検索条件ファイ
ル」を参照してください。
この引数は必ず指定してください。
-q フォルダパスファイルのフルパス名
フォルダパスファイルのフルパス名を指定します。フォルダパスファイルに指定した
フォルダパスの下位に属するすべての階層のフォルダに登録されている文書が検索対象
となります。この引数の指定を省略すると，すべてのフォルダの文書を検索対象としま
す。ただし，指定を省略した場合，処理に時間が掛かることがあります。この引数を指
定することを推奨します。フォルダパスファイルの詳細は，
「 6.3.4（2）フォルダパス
ファイル」を参照してください。
-t
削除対象の文書種別を次の値で指定します。この引数の指定を省略すると，NORMAL
が仮定されます。
• NORMAL：一般文書
• PUBLIC：公開文書
• ALL：一般文書および公開文書
-g
ごみ箱の文書の動作について次の値で指定します。この引数の指定を省略すると，
NOUSE が仮定されます。
• INSERT：ごみ箱の文書を除いて検索対象とし，ヒットした文書をごみ箱に移動しま
す。ただし，引数「-w」の指定に関わらず，チェックアウト中の一般文書はごみ箱に
移動されません。
• CLEAR：ごみ箱の文書だけを検索対象とし，ヒットした文書を削除します。
• NOUSE：ごみ箱の文書も含んで検索対象とし，ヒットした文書を直接削除します。
-k
検索対象に関連ファイルを含めるかどうかを次の値で指定します。この引数の指定を省
略すると MAIN が仮定されます。なお，削除対象は，ここでの指定に関係なく，検索条
件でヒットした文書の主ファイルと関連ファイルおよびすべての履歴です。
• MAIN：主ファイルだけを検索対象とします。
• RELATION：主ファイルおよび関連ファイルのすべてを検索対象とします。
主ファイルと関連ファイルのプロパティで，
「文書ファイル名」および「ファイルサイ
ズ」は，同じ値を共有しません。このため，ファイル名，およびファイルサイズを検索
条件に指定した場合に，RELATION を指定しているときには，関連ファイルだけがヒッ
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トすることがあります。このとき，ヒットした関連ファイルは，主ファイルと合わせて
削除されます。
-w
チェックアウト中の文書を削除対象にする場合に指定します。指定を省略するとチェッ
クアウト中の文書は削除されません。
-j
公開文書と公開文書の関連リンクが張られている場合，または案件から公開文書にリン
クが張られている場合，関連リンクを無視して公開文書を削除するときに指定します。
この引数の指定を省略すると，関連リンクが張られている公開文書は削除されません。
-wl
引数「-j」が指定されていない場合に，関連リンクが張られている公開文書に対して，警
告を出力する場合に指定します。指定を省略すると，警告を出力せずに正常終了します。
引数「-j」が指定されている場合は，この引数を指定しても無視されます。
-i
コマンド実行時の初期処理である削除対象文書の検索方法を指定します。大量の文書が
登録されている環境で，次の場合は条件に一致する文書を検索する初期処理の検索時間
を短縮できるときがあります。
• ecmProp_DocTypePropLongStr1 〜 ecmProp_DocTypePropLongStr5 以外の指定に
より，検索条件ファイルに引数「-t」に指定する条件よりも文書を少数に絞りこめる
条件を記述している場合
ただし，次の場合は引数「-i」の指定は推奨しません。
• 比較述語の「<>」だけを指定している条件の場合
• 論理演算子の「NOT」だけを指定している条件の場合
• ecmProp_DocTypePropLongStr1 〜 ecmProp_DocTypePropLongStr5 だけを条件に
記述している場合
-c
コマンドを実行する前に，コマンドの内容をチェックし，削除対象になる文書を確認し
たい場合に指定します。この引数を指定した場合は，削除処理は行わず削除対象となる
文書に対して KARI27017-I を出力します。他の動作は，この引数を指定しない場合と同
じ動作となります。
-utf8
文書管理サーバの文字コード種別が UTF-8 の場合に指定します。指定を省略すると，
Shift-JIS として処理されます。文書管理サーバの文字コード種別が UTF-8 の場合に指
定を省略すると，ログファイルの出力内容で文字化けが発生することがあります。
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-?
このコマンドの使用方法を出力します。
この引数を指定すると，コマンドの使用方法の出力だけが行われ，文書は削除されませ
ん。

戻り値
コマンドの戻り値を次の表に示します。
表 6-11

文書削除コマンドの戻り値

戻り値

意味

0

検索条件を満たす文書がすべて削除されました。

1

検索条件を満たす文書に対して，ワーニングメッセージとなる文書が存在しました。
例えば，引数「-w」や引数「-j」の指定を省略している場合で，一般文書がチェックアウ
ト中である，公開文書に分岐先文書または分岐元文書の関連リンクが張られている，公開
文書が改訂中であるなどで削除できなかった場合に返却されます。なお，引数「-wl」が
指定されていない場合は，公開文書に分岐先文書または分岐元文書の関連リンクが張られ
ている文書に対して，ワーニングメッセージを出さずに戻り値 0 を返却して，正常終了し
ます。

-1

続行不可の想定外のエラーが発生しました。

実行例
このコマンドの実行例を次に示します。
ecmDeleteDocuments.bat △ -d △ 2f44eb5e-e211-44f1-b8c0-b589b6fafa0d △ -u △ admin △ -p △
pass △ -s △ C:¥work¥search.txt △ -q △ C:¥work¥folder.csv △ -t △ ALL △ -g △ NOUSE △ -k △
MAIN △ -w △ -wl △ -c

（凡例）△：半角スペース

ログファイル
コマンドの実行経過はログファイルに出力されます。
● 出力先
{DocumentBroker Standard GUI のインストールフォルダ }
¥tools¥log¥ecmDeleteDocuments.log
● 出力形式
YYYY/MM/DD hh:mm:ss

message

YYYY/MM/DD hh:mm:ss
メッセージが出力された日時
message
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コマンドの経過情報
ログファイルは，コマンドを実行するごとに情報が蓄積され，ファイルサイズが増加し
ます。このため，運用時は，定期的にバックアップを取得したあとにログファイルを削
除するなどして，ファイルサイズが大きくなり過ぎないようにしてください。

注意事項
● Web サーバを停止するなどし，ユーザが文書やフォルダを変更できない状態にした上
で，このコマンドを実行してください。なお，文書管理サーバは起動したまま（＝
DocumentBroker Server サービスは起動したまま）で，このコマンドを実行してくだ
さい。
● 別のコマンドも含めて，コマンドを同時実行しないでください。
● DocumentBroker Runtime または DocumentBroker Development Kit が使用できる
環境を，事前に準備しておいてください。
● このコマンドはシステム管理者が実行してください。システム管理者以外のユーザは
実行しないでください。
● このコマンドは Cosminexus が提供する JDK を使用します。そのため，
{Cosminexus のインストールフォルダ }¥jdk¥bin 下にある JDK が優先されるように
環境変数 PATH を設定してください。
● コマンドプロンプトの画面上に出力されるメッセージ中に，Shift-JIS 以外の文字コー
ドが使用されたファイル名を含む場合は，該当文字を「？」などの文字に置き換えて
出力します。
● このコマンド実行時には，システムに登録されているすべてのフォルダの情報を取得
します。削除対象となる文書数に関わらず，登録済みのフォルダ数によってコマンド
実行時の初期処理（文書の削除処理開始前）に数分を要する場合があります。コマン
ド実行時に必要となるメモリ所容量については，
「2.2.1 メモリ所容量の見積もり」を
参照してください。
● 削除対象に指定した文書が正しいかを確認するために，-c オプションを指定して削除
対象文書を確認したあと，文書削除を実行してください。
● システムに登録されているフォルダの数が 100 万以下の場合に，このコマンドを実行
できます。
● 1 回のコマンド実行で削除できる文書は 10,000 件以下を推奨します。削除対象の文書
数は，-c オプションを指定して確認してください。
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6.3 ユティリティコマンドで使用するファイル
この節では，ユティリティコマンドで使用するファイルについて説明します。

6.3.1 文書登録コマンドで使用するファイル
（1） 登録情報ファイル
文書登録コマンドを実行して文書を登録する場合に，文書を登録するフォルダの情報や
登録する文書の情報を定義します。
（a） ファイルの形式
登録情報ファイルには，ヘッダ行とレコード行を記述します。登録情報ファイルの形式
を次の図に示します。
図 6-1 登録情報ファイルの形式（文書登録コマンドの場合）

● CSV 形式で作成してください。
● ファイルの 1 行目をヘッダ行といいます。2 行目以降をレコード行といいます。
● 行中の「,（コンマ）」で区切った間の項目をフィールドといいます。
● ヘッダ行のフィールドをカラムといいます。
● レコード行のフィールドをデータといいます。
● 一つのレコードには，一つの文書のプロパティを指定します。
● カラムにはプロパティ名を指定し，データには対応するプロパティ値を指定します。
（b） ファイルの記述規則
● Shift-JIS で記述してください。
● ヘッダ行は必ず指定してください。
● フィールド中には改行コードを記述しないでください。
● フィールドは半角の「"（引用符）」で囲むことができます。
「"（引用符）
」で囲む場合
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は，すべてのフィールドを囲んでください。
● フィールドに記述する値に「,（コンマ）」を含む場合は，フィールドを半角の「"（引
用符）
」で囲んでください。
例えば，指定する値が「file,1」の場合，フィールドには「"file,1"」と記述します。
● フィールドを半角の「"（引用符）」で囲んで記述する場合に，フィールドの値に半角
の「"（引用符）」を含むときは，値に含む「"（引用符）」の直前に一つの「"（引用
符）
」を記述してください。
例えば，指定する値が「file"1"」の場合，フィールドには「"file""1"""」と記述しま
す。
● レコード行にフィールドを記述する順序は任意です。ただし，フィールドの内容に
よっては，順序に意味を持つ場合がありますので注意してください。
（c） ヘッダ行の記述規則
● ヘッダ行のカラム番号 2 番から 11 番まではフォルダの階層と対応しています。
カラム番号 2 番がフォルダの 1 階層目，カラム番号 3 番がフォルダの 2 階層目で，カ
ラム番号 11 番がフォルダの 10 階層目に対応します。
● ヘッダ行の途中にあるカラムは指定を省略できません。カラムの指定が不要な場合は，
カラムとデータのそれぞれに空文字を指定してください。
ただし，ある番号以降のカラムの指定がすべて不要な場合は，それ以降のカラムを省
略できます。例えば，カラム番号 31 番以降のユーザプロパティの指定が不要な場合
は，カラム番号が 29 番以降の記述を省略できます。
（d） ヘッダ行とレコード行の指定形式
カラム名およびデータの指定内容とカラム番号の対応を次の表に示します。
表 6-12
カラム
番号
1

カラム名およびデータの指定内容とカラム番号の対応（文書登録コマンド）

カラム名※ 1
の指定内容
登録結果

データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

ログファイルの出力に使用するフィールド
のため，値は記述しません。空文字を指定
します。
引数「-l」を指定して文書登録コマンドを
実行した場合，ログファイルのこの位置に
コマンドの実行結果を示す値が出力されま
す。
出力される値を次に示します。
• 1：文書の登録が成功しました。
• 2：文書の登録でエラーが発生しました。
• 空文字：登録処理は実行されませんでし
た。

−

−
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カラム
番号

カラム名※ 1
の指定内容

2 〜 11

フォルダ名
_<n> ※ 2 ※

1 階層目から文書の登録先フォルダまでの
フォルダ名を記述します。フォルダ名は 1

6

〜 255 バイト※ 3 で記述してください。
例えば，3 階層目のフォルダに文書を登録
する場合，2 〜 4 カラム目には 1 〜 3 階層
目のそれぞれのフォルダ名を記述します。5
〜 11 カラム目には空文字を指定します。
フォルダ名の指定方法の詳細は，「(e) フォ
ルダ名の指定形式 1」，「(f) フォルダ名の指
定形式 2（直前のレコード行と登録先フォ
ルダが同じ場合）」，または「(g) フォルダ名
の指定形式 3（すべての文書を同じフォル
ダに登録する場合）」を参照してください。

空文字

空文字を指定します。
カラム名およびデータに空文字以外を指定
した場合，文書は登録されません。

所有者 ID ※

文書の所有者の ID を記述します。

12

13

データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

不可

−

可

なし

不可

−

6

この所有者 ID は，1 〜 255 バイト※ 3 で
LDAP などのディレクトリサービスに保持
している ID を記述してください。
ただし，記述した ID が妥当かどうかは
チェックされません。

14

ユーザの表
示名称※ 6

文書の所有者の名称を記述します。
この名称は，1 〜 255 バイト※ 3 で LDAP
などのディレクトリサービスに保持してい
る名称を記述してください。
ただし，記述した名称が妥当かどうかは
チェックされません。

不可

−

15

採番結果

ログファイルの出力に使用するフィールド
のため，値は記述しません。空文字を指定
します。
文書の登録時に文書番号を採番した場合※ 4
に，採番した文書番号が出力されます。文
書番号を採番しない場合は，何も出力され
ません。
また，バージョン付き文書の場合，最古の
版（バージョン）の文書以外では何も出力
されません。

−

−

16

ファイル名

文書に登録するファイル名をフルパスで記
述します。
指定を省略すると，ファイル実体がない文
書が作成されます。
ただし，バージョン付き文書の場合，ファ
イル実体がない空文書の登録はできません。
なお，登録するファイル名に半角の「;」
（セミコロン）が含まれている場合は，「;」
が半角の「_」（アンダーバー）に変更され
て登録されます。

可

なし
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データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

文書名を 1 〜 255 バイト※ 3 で記述します。
バージョン付き文書の場合，最古の版
（バージョン）の文書以外では，この指定を
省略できます。省略したときは，その版
（バージョン）の一つ前の版（バージョン）
の文書名が指定されます。

不可

−

空文字

17

文書名

18

コメント

文書のコメントを 0 〜 1,024 バイト※ 3 で
記述します。改行コードは記述できません。

可

19

文書種別※ 6

文書に設定する文書種別の名称を記述しま
す。
文書種別名は，［文書種別一覧］画面の表示
名と一致させてください。

可

20

全てのユー
ザに対する
アクセス権
限※ 6

アクセス権限方式が「個別に設定」の文書
フォルダに文書を登録する場合に，「全ての
ユーザ」に設定するアクセス権を指定しま
す。次に示す値で記述します。
• FULL_CONTROL：「全て」を設定しま
す。
• READ_WRITE ：「更新」を設定します。
• LINK：「リンク」を設定します。
• READ：「参照」を設定します。
• NONE：「なし」を設定します。

可

文書種
別を設
定しな
い
NONE

なお，「全てのユーザに対するアクセス権
限」が指定できない文書に対して指定した
場合，この指定を無視して文書が登録され，
警告メッセージが出力されます。
21

アクセス権
限リスト※ 6

アクセス権限方式が「個別に設定」の文書
フォルダに文書を登録する場合に，文書に
設定するアクセス権を指定します。次に示
す形式で値を記述します。
＜アクセス権指定＞ / ＜アクセス権指定＞ /
…
＜アクセス権指定＞※ 5 を「/（スラント）」
で区切って記述します。＜アクセス権指定
＞は複数記述できます。ただし，記述でき
る数は配置ディスクリプタ（web.xml）の
app.ACLObjNum パラメタに設定した値ま
でです。NO_ACL を指定した場合，アクセ
ス権は設定されません。なお，「アクセス権
限リスト」が指定できない文書に対して指
定した場合，この指定を無視して文書が登
録され，警告メッセージが出力されます。

可

文書を
登録す
るフォ
ルダに
設定さ
れてい
るアク
セス権
を継承
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カラム
番号
22

カラム名※ 1
の指定内容
更新者 ID

データの指定内容

文書の更新者の ID を記述します。この更

省略可否

省略時
仮定値

可

所有者
ID

新者 ID は，1 〜 255 バイト※ 3 で LDAP
などのディレクトリサービスに保持してい
る ID を記述してください。ただし，記述
した ID が妥当かどうかはチェックされま
せん。指定を省略した場合は，「所有者 ID」
で指定した値が設定されます。
23

更新者名

文書の更新者の名称を記述します。この更
新者名は，1 〜 255 バイト※ 3 で LDAP な
どのディレクトリサービスに保持している
名称を記述してください。ただし，記述し
た名称が妥当かどうかはチェックされませ
ん。
指定を省略した場合は，「ユーザの表示名
称」で指定した値が設定されます。

可

ユーザ
の表示
名称

24

更新日時

文書の更新日時を YYYY/MM/
DD-hh:mm:ss 形式で指定します。指定で
きる範囲は，1970/01/01-09:00:00 〜 2038/
01/19-00:00:00（1970 年 1 月 1 日 09 時 00
分 00 秒〜 2038 年 1 月 19 日 00 時 00 分 00
秒）です。指定を省略した場合，または不
正な値を指定した場合は，文書の登録日時
が仮定されます。
「継続行フラグ」で 1 を指定している場合，
指定している更新日時がバージョン間で妥
当かどうかをチェックします。

可

文書の
登録日
時

25

空文字

可

なし
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カラム名※ 1
の指定内容

データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

26

関連ファイ
ル

関連ファイルとして登録するファイルのパ
スをフルパスで記述します。関連ファイル
は「|」で区切って，複数の関連ファイル
を指定できます。
指定を省略した場合は，関連ファイルを持
たない文書として登録します。「ファイル
名」に何も指定していない場合，この指定
で先頭に記述したファイルが主ファイルと
なります。
関連ファイル名は，1 〜 255 バイト※ 3 で
記述してください。関連ファイルには同じ
ファイル名を複数指定することはできませ
ん。大文字と小文字は区別されませんので，
「aaa.doc」と「AAA.doc」は同じファイル
名となりエラーになります。ファイル名に
「;（セミコロン）」を含む場合は，「_（アン
ダーバー）」に置き換えて登録します。
なお，指定する関連ファイル数が，システ
ム管理者の設定している登録できる関連
ファイル数を超えていないかどうかの
チェックはしません。
関連ファイルの指定方法の詳細は，「(h) 関
連ファイルと継続行フラグの指定形式」を
参照してください。

可

なし

27

継続行フラ
グ

文書の履歴を登録する場合に次の値で指定
します。
• 1：登録する文書が履歴を持つ場合に指
定します。
• -1：登録する文書が履歴の最終版（最新
版）の場合に指定します。
• 上記以外：履歴を持たない文書

可

なし

カラム
番号

「継続行フラグ」に 1 を指定したレコードか
ら -1 または 1 以外の値を指定したレコード
までが順番に履歴として登録されます。
前のレコードが 1 以外の場合に，-1 または
1 以外の値を指定したときは，履歴を持た
ない文書として登録します。
なお，指定する履歴数が，システム管理者
の設定している文書の更新履歴数の保存件
数を超えていないかどうかのチェックはし
ません。
継続フラグの指定方法の詳細は，「(h) 関連
ファイルと継続行フラグの指定形式」を参
照してください。
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カラム
番号

カラム名※ 1
の指定内容

28

作成日時

29 〜 30

空文字

31 〜

< プロパ
ティ型 >:<
プロパティ
長 >:< プロ
パティ名 >
※6

データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

文書の作成日時を YYYY/MM/
DD-hh:mm:ss 形式で指定します。YYYY/
MM/DD hh:mm:ss 形式の YYYY には西暦
年号（4 桁），MM には月（2 桁），DD には
日（2 桁），hh には時（2 桁），mm には分
（2 桁），ss には秒（2 桁）が出力されます。
指定できる範囲は，1970/01/01-09:00:00 〜
2038/01/19-00:00:00（1970 年 1 月 1 日 09
時 00 分 00 秒〜 2038 年 1 月 19 日 00 時 00
分 00 秒）です。指定を省略した場合，ま
たは不正な値を指定した場合は，文書を登
録した日時が仮定されます。
「継続行フラグ」で 1 を指定している場合，
指定している作成日時がバージョン間で妥
当かどうかをチェックします。

可

文書の
登録日
時

可

なし

• 文書種別を設定
しない場合：可
• 文書種別を設定
する場合：不可

なし

空文字を指定します。
カラム名には，プロパティ名を含む文字列
を記述します。
データには，ユーザプロパティ，または文
書種別用プロパティを記述します。
データに記述する形式は指定するプロパ
ティ型によって異なります。
カラム名およびデータの指定方法の詳細は，
「(i) ユーザプロパティおよび文書種別用プ
ロパティの指定形式」を参照してください。
文書に文書種別を設定する場合は，文書種
別用プロパティを記述してください。

（凡例）
−：該当しません。
注※ 1
登録情報ファイルのカラム名は，次の内容をコピーして使用してください。
登録結果 , フォルダ名 _1, フォルダ名 _2, フォルダ名 _3, フォルダ名 _4, フォルダ名 _5, フォルダ名 _6,
フォルダ名 _7, フォルダ名 _8, フォルダ名 _9, フォルダ名 _10,, 所有者 ID, ユーザの表示名称 , 採番結果 ,
ファイル名 , 文書名 , コメント , 文書種別 , 全てのユーザに対するアクセス権限 , アクセス権限リスト , 更
新者 ID, 更新者名 , 更新日時 ,, 関連ファイル , 継続行フラグ , 作成日時 ,,,< プロパティ型 >:< プロパティ
長 >:< プロパティ名 >

注※ 2
<n> はフォルダの階層を示す 1 〜 10 の半角の整数値です。
注※ 3
文字コード種別が UTF-8 の場合のバイト数です。
バイト数を確認するときは，UTF-8 形式で文字列長を調べてください。
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注※ 4
カラム番号 31 番以降に，文書種別に対応する，文書番号の採番に使用するプロパ
ティが記述されている場合，文書番号を採番して文書を登録します。
注※ 5
＜アクセス権指定＞の記述形式を次に示します。
「設定対象 ID」，
「種別」，
「アクセ
ス権」を「:（コロン）」で区切って指定します。
設定対象 ID: 種別 : アクセス権

各項目の記述内容を次に示します。
設定対象 ID
アクセス権を設定するユーザ，組織，またはグループの ID を記述します。
ただし，記述した ID が妥当かどうかはチェックされません。なお，不正な ID
を記述した場合，不正な ID が文書のアクセス権に設定されたままになります。
このときは，システム管理者が［文書のアクセス権］画面から ID を削除してく
ださい。
種別
設定対象 ID の種別を次に示す値で記述します。
• U：ユーザの場合
• G：組織またはグループの場合
アクセス権
設定対象に設定するアクセス権を次に示す値で記述します。
• FULL_CONTROL：
「全て」を設定します。
• READ_WRITE：「更新」を設定します。
• LINK：
「リンク」を設定します。
• READ：「参照」を設定します。
• NONE：「なし」を設定します。
＜アクセス権指定＞を複数記述した場合の例を次に示します。
user01:U:READ/grp01:G:READ_WRITE

注※ 6
バージョン付き文書の場合，最古の版（バージョン）の文書に指定した値が有効と
なります。
（e） フォルダ名の指定形式 1
カラム番号 2 番から 11 番までのデータには，1 階層目から文書の登録先フォルダまでの
それぞれのフォルダ名を記述します。フォルダ名は，フォルダ階層と対応させて記述す
る必要があります。
登録情報ファイルにフォルダ名を指定する例を次の図に示します。
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図 6-2 登録情報ファイルの指定例 1（文書登録コマンドの場合）

図 6-2 は，「■フォルダ階層」で示すフォルダに対して，五つの文書を登録するための登
録情報ファイルの例です。なお，例では，カラム番号 2 番，3 番，4 番，および 17 番以
外は，記述を省略しています。
図 6-2 に示す登録情報ファイルを引数「-r」に指定して文書登録コマンドを実行すると，
次のようになります。
• フォルダ「大阪府」に文書「提案書」が登録される。
• フォルダ「中央区」に文書「報告書」
，文書「議事録」，文書「製品資料」が登録され
る。
• フォルダ「神戸市」に文書「見積もり書」が登録される。
（f） フォルダ名の指定形式 2（直前のレコード行と登録先フォルダが同じ場合）
直前のレコード行と登録先フォルダが同じ場合，次のレコード行では登録先フォルダの
指定を省略できます。
図 6-2 の例では，文書「報告書」，文書「議事録」
，および文書「製品資料」は登録先
フォルダが同じです。そのため，文書「報告書」のレコード行にだけ登録先フォルダを
記述すれば，文書「議事録」および文書「製品資料」のレコード行では登録先フォルダ
の記述が不要になります。
図 6-2 の例と同様の文書を登録する場合で，登録先フォルダの記述を省略する例を次の
図に示します。
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図 6-3 登録情報ファイルの指定例 2（文書登録コマンドの場合）

ただし，途中までの階層が同じでも登録先フォルダが異なる場合は，再度，1 階層目の
フォルダから登録先フォルダまでを記述する必要があります。
例えば，文書「報告書」の登録先フォルダの 1 階層目は，文書「提案書」の登録先フォ
ルダの 1 階層目と同じ，フォルダ「大阪府」です。しかし，文書「報告書」の登録先
フォルダは「中央区」
，文書「提案書」の登録先フォルダは「大阪府」で，登録先フォル
ダが異なります。
そのため，文書「報告書」を登録するレコード行には，再度，1 階層目のフォルダから登
録先フォルダまでを記述する必要があります。
（g） フォルダ名の指定形式 3（すべての文書を同じフォルダに登録する場合）
すべての文書を同じフォルダに登録する場合，引数「-b」に登録先フォルダのパスを指
定して文書登録コマンドを実行することで，登録情報ファイルでのフォルダ名の記述を
省略できます。
すべての文書を同じフォルダに登録する場合の登録情報ファイルの例を次の図に示しま
す。
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図 6-4 登録情報ファイルの指定例 3（文書登録コマンドの場合）

文書を登録するフォルダがすべて同じため，文書登録コマンドの引数「-b」に文書を登
録するフォルダのパスとして「大阪府 / 大阪市 / 中央区」を指定することで，登録情報
ファイルでは文書を登録するフォルダ名の記述を省略できます。
（h） 関連ファイルと継続行フラグの指定形式
関連ファイルと継続行フラグを合わせて指定することで，関連ファイルを持つ文書の履
歴を登録できます。
3 つのバージョンを持つ文書を登録する例を次の図に示します。
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「継続行フラグ」に 1 を指定したレコードから -1 を指定したレコードまでが順番に履歴
として登録されます。
（i） ユーザプロパティおよび文書種別用プロパティの指定形式
● カラム名の指定形式
カラム名の指定形式を次に示します。
「プロパティ型」，
「プロパティ長」，および「プロ
パティ名」を半角の「:（コロン）」で区切って指定します。
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カラム名の指定形式
"< プロパティ型 >:< プロパティ長 >:< プロパティ名 >"

< プロパティ型 >
プロパティ型を示す数値を半角で記述します。
記述できる数値を次に示します。
• 1：文字列型
• 2：整数型
• 3：日付型
• 4：マスタ型
< プロパティ長 >
半角の整数値で記述します。単位はバイトです。
プロパティ長は指定を省略できます。省略する場合は，空文字を指定します。
指定を省略すると，プロパティ型に応じて次の値が仮定されます。
• 文字列型：255（バイト）
• 整数型：4（バイト）
• 日付型：4（バイト）
• マスタ型：255（バイト）
なお，文字列型のバイト数は，文字コード種別が UTF-8 の場合です。
< プロパティ名 >
プロパティの名称を記述します。記述できるプロパティの詳細は，表 6-13 を参
照してください。
カラム名の記述例を次に示します。
カラム名の記述例（プロパティが文字列型の場合）
"1:255:ecmProp_UserStr1"

カラム名の記述例（プロパティが文字列型で，プロパティ長を省略した場合）
"1::ecmProp_UserStr1"

カラム名の記述例（プロパティが整数型の場合）
"2:4:ecmProp_UserInt1"

カラム名の記述例（プロパティが整数型で，プロパティ値を省略した場合）
"2::ecmProp_UserInt1"

● カラム名に記述できるプロパティ
カラム名に記述できるプロパティとその用途を次の表に示します。なお，表では，
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DocumentBroker Standard GUI をインストール直後の状態で記述できるプロパティを
示しています。
表 6-13
項
番

カラム名に記述できるプロパティとその用途
プロパティ名

プロパティ型

プロパティ長
（単位：バイト）

用途

1

ecmProp_UserInt1

整数型または日付
型

4

ユーザ定義

2

ecmProp_UserInt2

整数型または日付
型

4

ユーザ定義

3

ecmProp_UserInt3

整数型または日付
型

4

ユーザ定義

4

ecmProp_UserInt4

整数型または日付
型

4

ユーザ定義

5

ecmProp_UserInt5

整数型または日付
型

4

ユーザ定義

6

ecmProp_UserStr1

文字列型

255

ユーザ定義

7

ecmProp_UserStr2

文字列型

255

ユーザ定義

8

ecmProp_UserStr3

文字列型

255

ユーザ定義

9

ecmProp_UserStr4

文字列型

255

ユーザ定義

10

ecmProp_UserStr5

文字列型

255

ユーザ定義

11

ecmProp_DocTypePropInt1

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

12

ecmProp_DocTypePropInt2

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

13

ecmProp_DocTypePropInt3

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

14

ecmProp_DocTypePropInt4

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

15

ecmProp_DocTypePropInt5

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

16

ecmProp_DocTypePropInt6

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

17

ecmProp_DocTypePropInt7

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

18

ecmProp_DocTypePropInt8

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

19

ecmProp_DocTypePropInt9

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

20

ecmProp_DocTypePropInt10

整数型または日付
型

4

文書種別用定義

21

ecmProp_DocTypePropSt r1

文字列型

255

文書種別用定義

22

ecmProp_DocTypePropSt r2

文字列型

255

文書種別用定義
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項
番

プロパティ名

プロパティ型

プロパティ長
（単位：バイト）

用途

23

ecmProp_DocTypePropStr3

文字列型

255

文書種別用定義

24

ecmProp_DocTypePropStr4

文字列型

255

文書種別用定義

25

ecmProp_DocTypePropStr5

文字列型

255

文書種別用定義

26

ecmProp_DocTypePropStr6

文字列型またはマ
スタ型

255

文書種別用定義

27

ecmProp_DocTypePropStr7

文字列型またはマ
スタ型

255

文書種別用定義

28

ecmProp_DocTypePropStr8

文字列型またはマ
スタ型

255

文書種別用定義

29

ecmProp_DocTypePropStr9

文字列型またはマ
スタ型

255

文書種別用定義

30

ecmProp_DocTypePropStr10

文字列型またはマ
スタ型

255

文書種別用定義

31

ecmProp_DocTypePropLongStr
1

文字列型

4,096

文書種別用定義

32

ecmProp_DocTypePropLongStr
2

文字列型

4,096

文書種別用定義

33

ecmProp_DocTypePropLongStr
3

文字列型

4,096

文書種別用定義

34

ecmProp_DocTypePropLongStr
4

文字列型

4,096

文書種別用定義

35

ecmProp_DocTypePropLongStr
5

文字列型

4,096

文書種別用定義

（凡例）
ユーザ定義：ユーザプロパティの場合に指定できるプロパティです。
文書種別用定義：文書種別用プロパティの場合に指定できるプロパティです。
● データの指定形式
データの指定形式を次の表に示します。
表 6-14
プロパティ型
文字列型
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データの指定形式
指定形式
任意の文字列を記述します。
記述できる最大文字列長は，文書ユーザプロパティ定義
ファイルの prop.Length.X キーに指定した値です。

指定例
例 1：
" 報告書 "
例 2：
"Hitachi, Ltd."
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指定形式

指定例

整数型

10 進数の数値を半角で記述します。
記述できる値の範囲は，-2147483648 〜 2147483647 で
す。
負の値を記述する場合は，数値の先頭に「-（マイナスの
記号）」を記述します。
記述する値には，「,（コンマ）」を含めることができます。

例 1：
" 8,092"
例 2：
" -167103"
例 3：
" 0"

日付型

西暦の年月日を「/（スラント）」で区切って記述します。
記述できる値の範囲は，1900 年 1 月 1 日から 9999 年 12
月 31 日までです。

例：

文書種別の属性値マスタに設定されている属性値コード※
を，階層が上位の属性値コード※ から順番に半角の「（ハイフン）」で区切って記述します。
なお，最上位の階層の属性値コード※ だけを記述すること
はできません。必ず 2 階層目以降の属性値コードも記述
してください。

例：

マスタ型

" 2007/01/03"

" 00023-000294-0
0338"

注※
属性値コードとは，文書番号の採番に使用する 10 バイト以内の文字列です。半角の
英数字または 2 バイトコードを指定できます。また，属性値コード中に，半角の「（ハイフン）」は含めることができません。
属性値マスタに設定されている属性値コードは，
［属性値マスタ更新］画面から確認
できます。属性値マスタの参照方法の詳細は，マニュアル「DocumentBroker
Version 3 Standard GUI 操作ガイド」を参照してください。
データベースに登録されていない属性値コードをレコードに指定すると，そのレ
コードはエラーとなり，文書は登録されません。
● コマンド実行時にチェックする項目
コマンド実行時，ユーザプロパティまたは文書種別用プロパティが正しく記述されてい
るかどうかをシステムがチェックします。チェックする項目を次に示します。
• データに指定したプロパティ値がカラム名に指定したプロパティ長を超えていないか
をチェックします。データに指定したプロパティ値がカラム名に指定したプロパティ
長を超えると，エラーになります。
• 整数型のプロパティが記述されている場合，整数型の形式の値を記述しているかどう
かをチェックします。次のときはエラーになります。
• -2147483648 〜 2147483647 の範囲を超えた値を記述したとき
• 数値以外の値を記述したとき
• 日付型のプロパティが記述されている場合，日付型の形式の値を記述しているかどう
かをチェックします。日付型以外の形式の値を記述すると，エラーになります。
• マスタ型のプロパティが記述されている場合，次の項目をチェックします。
• 記述した属性値コードがあるかどうか
• 属性値コードの階層が正しいかどうか
存在しない属性値コードを記述したとき，不正な階層の属性値コードを記述したとき
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は，エラーになります。
• 継続行フラグに 1 を指定している場合，更新日時の指定が，履歴の順序と整合性がと
れているかをチェックします。更新日時の指定に矛盾がある場合は，エラーとなりま
す。
なお，次の項目についてはチェックしません。
• 入力が必須のプロパティの値が記述されているかどうか。
• 文字の入力方法に従って値が記述されているかどうか。
• 文書種別が設定されている場合に，文書種別用プロパティが記述されているかどうか。

6.3.2 フォルダ構成作成コマンドで使用するファイル
（1） 登録情報ファイル
フォルダ構成作成コマンドを実行してフォルダを作成する場合に，作成するフォルダの
情報を定義します。
（a） ファイルの形式
登録情報ファイルには，ヘッダ行とレコード行を記述します。登録情報ファイルの形式
を次の図に示します。
図 6-5 登録情報ファイルの形式（フォルダ構成作成コマンドの場合）

● CSV 形式で作成してください。
● ファイルの 1 行目をヘッダ行といいます。2 行目以降をレコード行といいます。
● 行中の「,（コンマ）」で区切った間の項目をフィールドといいます。
● ヘッダ行のフィールドをカラムといいます。
● レコード行のフィールドをデータといいます。
● 一つのレコードには，一つのフォルダのプロパティを指定します。
● カラムにはプロパティ名を指定し，データには対応するプロパティ値を指定します。
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（b） ファイルの記述規則
● Shift-JIS で記述してください。
● ヘッダ行は必ず指定してください。
● フィールド中には改行コードを記述しないでください。
● フィールドは半角の「"（引用符）」で囲むことができます。
「"（引用符）
」で囲む場合
は，すべてのフィールドを囲んでください。
● フィールドに記述する値に「,（コンマ）」を含む場合は，フィールドを半角の「"（引
用符）
」で囲んでください。
例えば，指定する値が「folder,1」の場合，フィールドには「"folder,1"」と記述しま
す。
● フィールドを半角の「"（引用符）」で囲んで記述する場合に，フィールドの値に半角
の「"（引用符）」を含むときは，値に含む「"（引用符）」の直前に一つの「"（引用
符）
」を記述してください。
例えば，指定する値が「folder"1"」の場合，フィールドには「"folder""1"""」と記述し
ます。
● レコード行にフィールドを記述する順序は任意です。ただし，フィールドの内容に
よっては，順序に意味を持つ場合がありますので注意してください。
（c） ヘッダ行の記述規則
● ヘッダ行のカラム番号 2 番から 11 番まではフォルダの階層と対応しています。
カラム番号 2 番がフォルダの 1 階層目，カラム番号 3 番がフォルダの 2 階層目で，カ
ラム番号 11 番がフォルダの 10 階層目に対応します。
● ヘッダ行の途中にあるカラムは指定を省略できません。カラムの指定が不要な場合は，
カラムとデータのそれぞれに空文字を指定してください。
ただし，ある番号以降のカラムの指定がすべて不要な場合は，それ以降のカラムを省
略できます。例えば，文書種別の指定が不要な場合は，カラム番号が 19 番以降の記
述を省略できます。
（d） ヘッダ行とレコード行の指定形式
カラム名およびデータの指定内容とカラム番号の対応を次の表に示します。
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表 6-15

カラム名およびデータの指定内容とカラム番号の対応（フォルダ構成作成コマ
ンド）

カラ
ム番
号

カラム名※ 1
の指定内容

1

2〜
11

データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

登録結果

ログファイルの出力に使用するフィールドのた
め，値は記述しません。空文字を指定します。
引数「-l」を指定してフォルダ構成作成コマンド
を実行した場合，ログファイルのこの位置にコマ
ンドの実行結果を示す値が出力されます。
出力される値を次に示します。
• 1：フォルダの作成が成功しました。
• 2：フォルダの作成でエラーが発生しました。
• 空文字：作成処理は実行されませんでした。

−

−

フォルダ名
_<n> ※ 2

1 階層目から作成するフォルダまでのフォルダ名

不可

−

を記述します。フォルダ名は 1 〜 255 バイト※ 3
で記述してください。
注意
作成済みのフォルダの下位にフォルダを作成
する場合，作成済みのフォルダについてもレ
コード行の指定が必要です。
どのフォルダの下位にフォルダを作成するか
を識別するためです。
作成済みのフォルダの下位にフォルダを作成する
場合の記述例について説明します。次の構成で，
フォルダ B の下位にフォルダ C を作成します。
フォルダ A（作成済み）
└フォルダ B（作成済み）
└フォルダ C
登録情報ファイルには，次の三つのレコードを記
述します。
1. フォルダ A のレコード行
2 カラム目にフォルダ A のフォルダ名を記述
します。3 〜 11 カラム目は空文字を指定しま
す。
2. フォルダ B のレコード行
2 カラム目にフォルダ A，3 カラム目にフォ
ルダ B のフォルダ名を記述します。4 〜 11
カラム目は空文字を指定します。
3. フォルダ C のレコード行
2 カラム目にフォルダ A，3 カラム目にフォ
ルダ B，4 カラム目にフォルダ C のフォルダ
名を記述します。5 〜 11 カラム目は空文字を
指定します。
フォルダ名の指定方法の詳細は，「(e) フォルダ名
の指定形式 1」，または「(f) フォルダ名の指定形
式 2（直前のレコード行と作成先フォルダが同じ
場合）」を参照してください。
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データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

フォルダ種
別

作成するフォルダのフォルダ種別を，次に示す値
で記述します。
• 1：ノードフォルダ
• 2：文書フォルダ
• 3：公開フォルダ

不可

−

13

所有者 ID

フォルダの所有者の ID を記述します。
ただし，記述した ID が妥当かどうかはチェック
されません。

不可

−

14

ユーザの表
示名称

フォルダの所有者の名称を記述します。
ただし，記述した名称が妥当かどうかはチェック
されません。

不可

−

15

コメント

フォルダのコメントを 0 〜 1,024 バイト※ 3 で記
述します。改行コードは記述できません。

可

空文字

16

文書作成可
否

文書フォルダを作成する場合に，作成したフォル
ダに文書が作成できるかどうかを，次に示す値で
記述します。
• 0：文書が作成できない
• 1：文書が作成できる
ノードフォルダまたは公開フォルダを作成する場
合は，空文字を指定します。

17

アクセス権
限方式

文書フォルダを作成する場合のアクセス権限方式
を，次に示す値で記述します。
• 1：個別に設定
• 2：同じ権限を共有
ノードフォルダまたは公開フォルダを作成する場
合は，空文字を指定します。

18

公開範囲

公開フォルダを作成する場合のフォルダの公開範
囲を，次に示す値で記述します。
• 1：全員に公開する
• 2：公開範囲を限定する
ノードフォルダまたは文書フォルダを作成する場
合は，空文字を指定します。

19

文書種別

フォルダに設定する文書種別の名称を記述しま
す。
文書種別名は，［文書種別一覧］画面の表示名と
一致させてください。

文書フォルダ
を作成する場
合：
不可
ノードフォル
ダまたは公開
フォルダを作
成する場合：
可

なし

文書フォルダ
を作成する場
合：
不可
ノードフォル
ダまたは公開
フォルダを作
成する場合：
可

なし

公開フォルダ
を作成する場
合：
不可
ノードフォル
ダまたは文書
フォルダを作
成する場合：
可

なし

可

文書種
別を設
定しな
い
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カラ
ム番
号

カラム名※ 1
の指定内容

20

21

データの指定内容

省略可否

省略時
仮定値

フォルダ下
に登録可能
な容量

最上位の階層に文書フォルダまたはノードフォル
ダを作成する場合で，そのフォルダに対して容量
制限をするときに指定する項目です。
作成するフォルダ下に登録可能な文書ファイルの
容量を，数値と単位を続けて記述します。
数値は 1 〜 9999 の範囲で記述します。
単位には MB（メガバイト），GB（ギガバイト）
または TB（テラバイト）を記述します。
指定例を次に示します。
指定例
500MB

可

容量制
限をし
ない

全てのユー
ザに対する
アクセス権
限

アクセス権限方式が「個別に設定」の文書フォル
ダを作成する場合に，「全てのユーザ」に設定す
るアクセス権を指定します。次に示す値で記述し
ます。
• FULL_CONTROL：「全て」を設定します。
• READ_WRITE：「更新」を設定します。
• LINK：「リンク」を設定します。
• READ：「参照」を設定します。
• NONE：「なし」を設定します。

可

NONE

可

上位の
フォル
ダに設
定され
ている
アクセ
ス権を
継承

なお，「全てのユーザに対するアクセス権限」が
指定できないフォルダに対して指定した場合，こ
の指定を無視してフォルダが作成され，警告メッ
セージが出力されます。
22

アクセス権
限リスト

次のフォルダを作成する場合に，フォルダに設定
するアクセス権を指定します。
• アクセス権限方式が「個別に設定」の文書フォ
ルダ
• アクセス権限方式が「同じ権限を共有」の権限
を共有する最上位の文書フォルダ
• 公開範囲が「公開範囲を限定する」の公開フォ
ルダ
次に示す形式で値を記述します。
＜アクセス権指定＞ / ＜アクセス権指定＞ /…
＜アクセス権指定＞※ 4 を「/（スラント）」で区
切って記述します。＜アクセス権指定＞は複数記
述できます。ただし，記述できる数は配置ディス
クリプタ（web.xml）の app.ACLObjNum パラ
メタに設定した値までです。NO_ACL を指定し
た場合，アクセス権は設定されません。
なお，「アクセス権限リスト」が指定できない
フォルダに対して指定した場合，この指定を無視
してフォルダが作成され，警告メッセージが出力
されます。

（凡例）
−：該当しません。
注※ 1
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登録情報ファイルのカラム名には，次の内容をコピーして使用してください。
登録結果 , フォルダ名 _1, フォルダ名 _2, フォルダ名 _3, フォルダ名 _4, フォルダ名 _5, フォルダ名 _6,
フォルダ名 _7, フォルダ名 _8, フォルダ名 _9, フォルダ名 _10, フォルダ種別 , 所有者 ID, ユーザの表示名
称 , コメント , 文書作成可否 , アクセス権限方式 , 公開範囲 , 文書種別 , フォルダ下に登録可能な容量 , 全
てのユーザに対するアクセス権限 , アクセス権限リスト

注※ 2
<n> はフォルダの階層を示す 1 〜 10 の半角の整数値です。
注※ 3
文字コード種別が UTF-8 の場合のバイト数です。
バイト数を確認するときは，UTF-8 形式で文字列長を調べてください。
注※ 4
＜アクセス権指定＞の記述形式を次に示します。
「設定対象 ID」，
「種別」，
「アクセ
ス権」を「:（コロン）」で区切って指定します。
設定対象 ID: 種別 : アクセス権

各項目の記述内容を次に示します。
設定対象 ID
アクセス権を設定するユーザ，組織，またはグループの ID を記述します。
ただし，記述した ID が妥当かどうかはチェックされません。なお，不正な ID
を記述した場合，不正な ID がフォルダのアクセス権に設定されたままになりま
す。このときは，システム管理者が［フォルダのアクセス権］画面から ID を削
除してください。
種別
設定対象 ID の種別を次に示す値で記述します。
• U：ユーザの場合
• G：組織またはグループの場合
アクセス権
設定対象に設定するアクセス権を次に示す値で記述します。
• FULL_CONTROL：
「全て」を設定します。
• READ_WRITE：「更新」を設定します。
• LINK：
「リンク」を設定します。
• READ：「参照」を設定します。
• NONE：「なし」を設定します。
なお，公開範囲が「公開範囲を限定する」の公開フォルダにアクセス権を設定
する場合，指定できるのは「READ_WRITE」だけです。それ以外の値を指定
するとエラーになります。
＜アクセス権指定＞を複数記述した場合の例を次に示します。
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user01:U:READ/user02:U:FULL_CONTROL/grp01:G:READ_WRITE

（e） フォルダ名の指定形式 1
カラム番号 2 番から 11 番までのデータには，1 階層目から作成するフォルダまでのそれ
ぞれのフォルダ名を記述します。フォルダ名は，フォルダ階層と対応させて記述する必
要があります。また，作成済みのフォルダの下位にフォルダを作成する場合は，作成済
みフォルダについてもレコード行を記述します。
登録情報ファイルにフォルダ名を指定する例を次の図に示します。
図 6-6 登録情報ファイルの指定例 1（フォルダ構成作成コマンドの場合）

例題
次に示すフォルダを作成します。なお，フォルダ「大阪府」および「大阪市」は作
成済みとします。
•「大阪府」の下位に「堺市」を作成
•「大阪市」の下位に「中央区」および「浪速区」を作成
• 最上位の階層に「兵庫県」
，その下位に「神戸市」を作成
登録情報ファイル
登録情報ファイルには，ヘッダ行 1 行とレコード行 7 行を記述します。なお，図
6-6 の登録情報ファイルではカラム番号 2 番，3 番，4 番，および 11 番以外の記述
を省略しています。
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登録情報ファイルの各行に記述する内容を次に示します。
行数

記述内容

1

ヘッダ行を記述します。

2

2 カラム目にフォルダ名「大阪府」を記述します。3 〜 11 カラム目は空文字にします。

3

2 カラム目にフォルダ名「大阪府」，3 カラム目にフォルダ名「大阪市」を記述します。4 〜 11
カラム目は空文字にします。

4

2 カラム目にフォルダ名「大阪府」，3 カラム目にフォルダ名「大阪市」，4 カラム目にフォルダ
名「中央区」を記述します。5 〜 11 カラム目は空文字にします。

5

2 カラム目にフォルダ名「大阪府」，3 カラム目にフォルダ名「大阪市」，4 カラム目にフォルダ
名「浪速区」を記述します。5 〜 11 カラム目は空文字にします。

6

2 カラム目にフォルダ名「大阪府」，3 カラム目にフォルダ名「堺市」を記述します。4 〜 11
カラム目は空文字にします。

7

2 カラム目にフォルダ名「兵庫県」を記述します。3 〜 11 カラム目は空文字にします。

8

2 カラム目にフォルダ名「兵庫県」，3 カラム目にフォルダ名「神戸市」を記述します。4 〜 11
カラム目は空文字にします。

フォルダ構成作成コマンドの実行結果
登録情報ファイルを引数「-r」に指定してフォルダ構成作成コマンドを実行すると，
図 6-6 のフォルダ階層に示す階層でフォルダが作成されます。
（f） フォルダ名の指定形式 2（直前のレコード行と作成先フォルダが同じ場合）
直前のレコード行と作成先フォルダが同じ場合，次のレコード行では作成先フォルダの
指定を省略できます。
図 6-6 の例では，フォルダ「中央区」の作成先フォルダ「大阪市」が直前のレコード行
に記述されています。また，フォルダ「大阪市」の作成先フォルダ「大阪府」が直前の
レコード行に指定されています。
そのため，フォルダ「中央区」を作成するレコード行では，
「大阪府」と「大阪市」の記
述を省略できます。
図 6-6 の例と同様のフォルダを作成する場合で，作成先フォルダの記述を省略した登録
情報ファイルの例を次の図に示します。
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図 6-7 登録情報ファイルの指定例 2（フォルダ構成作成コマンドの場合）

6.3.3 リファレンスファイル文書化コマンドで使用するファ
イル
（1） コンテント格納先パス定義ファイル
リファレンスファイル文書化の対象文書の格納先を，文書のプロパティ値ごとに振り分
ける場合，定義ファイルが必要になります。定義ファイルのパスは，コマンド引数「/d」
で指定します。
格納先を振り分けない場合は，ここでの定義は必要ありません。
コンテント格納先定義ファイルに定義する項目を次に示します。
● 振り分け処理に使用するプロパティ名
ユーザプロパティ，および文書種別のプロパティで指定できる日付型または整数型の
プロパティを指定します。プロパティに指定できる値を次に示します。
ユーザプロパティの場合
ecmProp_UserInt1 〜 ecmProp_UserInt5
文書種別のプロパティの場合
ecmProp_DocTypePropInt1 〜 ecmProp_DocTypePropInt10
● プロパティの型
次のどれかを指定します。
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日付型プロパティの場合
Date
整数型プロパティの場合
Integer32
指定を省略した場合，または不正な値を指定した場合はエラーとなります。
● コンテント格納先パス
指定したプロパティの値に対するコンテント格納先パスを指定します。
● プロパティ値（最小値および最大値）
プロパティの値の範囲を指定します。指定できる値の範囲は次のとおりです。
日付型プロパティの場合
1900/1/1 〜 9999/12/31（YYYY/MM/DD 形式※）
整数型プロパティの場合
-2147483648 〜 2147483647
注※
西暦の年月日を「/（スラント）
」で区切って記述します。
YYYY/MM/DD 形式の YYYY は西暦年号（4 桁）
，MM は月（2 桁）
，DD は日（2
桁）になります。
また，次の場合はエラーとなります。
• 指定範囲外の値を指定している
• 最大値と最小値の値が逆転している
• 日付型の指定が「/（スラント）
」で区切って記述されていない
• 存在しない日付を指定している
● コメント
行が「*」で開始している場合は，コメント行と見なされます。
● 定義形式
振り分け処理に使用するプロパティ名▲プロパティの型
コンテント格納先パス▲プロパティ値(最小値)▲プロパティ値(最大値)
コンテント格納先パス▲プロパティ値(最小値)▲プロパティ値(最大値)
：

● 定義例（日付型の場合）
* 振り分け対象のプロパティの指定
ecmProp_UserInt2 Date
*
* 振り分けルールの指定
*
DocB1
1900/1/1
1999/12/31
DocB2
2000/1/1
2010/12/31
DocB3
2011/1/1
2020/12/31

● 定義例（整数型の場合）
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* 振り分け対象のプロパティの指定
ecmProp_UserInt1 Integer32
*
* 振り分けルールの指定
*
DocB1
0
100
DocB2
101
200
DocB3
201
300

！

注意事 項
• 文書のプロパティ値が，コンテント格納先に指定した複数のプロパティ値に該当する場
合，最初に該当したコンテント格納先パスが有効になります。
• 文書のプロパティ値が定義ファイルの振り分けルールに当てはまらない場合は，配置ディ
スクリプタ（web.xml）の app.ReferenceContentPath パラメタで指定した値がコンテン
ト格納先パスと見なされます。
• 振り分け処理に使用するプロパティ名は，指定できる値以外を指定しないでください。

6.3.4 文書削除コマンドで使用するファイル
（1） 検索条件ファイル
削除対象の文書の検索条件を記述するファイルです。
（a） ファイルの形式
ファイルの形式を次に示します。
• 削除対象となる文書の検索条件を指定します。属性列名は，表 6-16 を参照してくださ
い。
• 文字列はシングルクォートで囲って指定します。文字列にシングルクォートを指定す
る場合は，シングルクォートを 2 回記述してください。
• 比較述語は「>，<，=，<>，>=，<=」が指定できます。比較述語の前後は，半角ス
ペースを指定してください。
• 複数の条件を連結して指定できます。論理演算子は「NOT，AND，OR」が指定でき
ます。論理演算子の評価順序は，括弧内，NOT，AND，OR の順番です。
• 論理演算で指定できるネスト数については，データベースの制限に従います。
• 述語は「BETWEEN，LIKE，IN」が指定できます。ただし，「LIKE 」
，「IN」および
「NOT BETWEEN」は @esysProp_ModifyTime，および @esysProp_CreateTime と
組み合わせて指定できません。
• 副問い合わせ，および ORDER BY 句での指定はできません。

！

注意事 項
文書削除コマンドでは，指定された検索条件文字列の構文をチェックしません。不正な値が
指定されていた場合の動作は保証しません。
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（b） 検索述語の構文規則
● 論理演算子の形式
< 検索条件 > ::= < 左括弧 > < 検索条件 > < 右括弧 >
｜ < 述語 >
｜ NOT < 検索条件 >
｜ < 検索条件 > OR < 検索条件 >
｜ < 検索条件 > AND < 検索条件 >

● 述語の形式
< 述語 > ::= < 比較述語 >
｜ <Between 述語 >
｜ <In 述語 >
｜ <Like 述語 >

● 比較述語の形式
< 比較述語 > ::= < 値式 > < 比較演算子 > < 値式 >
< 比較演算子 > ::= < 等号演算子 >
｜ < 不等号演算子 >
｜ < 小なり演算子 >
｜ < 大なり演算子 >
｜ < 小なり等号演算子 >
｜ < 大なり等号演算子 >

● <Between 述語 > の形式
<Between 述語 > ::= < 値式 >
〔 NOT 〕BETWEEN < 値式 > AND < 値式 >

<Between 述語 > の評価
• 第 1 の < 値式 > を「値式 1」
，第 2 の < 値式 > を「値式 2」
，第 3 の < 値式 > を「値式
3」とした場合，
「値式 1」の値が，
「値式 2」と「値式 3」の範囲内の値の場合，
「真」
になります。範囲外の場合，
「偽」になります。
• 第 1 の < 値式 > を「値式 1」
，第 2 の < 値式 > を「値式 2」
，第 3 の < 値式 > を「値式
3」とした場合，<Between 述語 > は，次の表記と同じ意味を表します。
〔NOT〕(( 値式 2 <= 値式 1) AND ( 値式 1 <= 値式 3))
<Between 述語 > の規則
指定順序が「Between 値式 2 AND 値式 3」の場合に，「値式 2 ≦ 値式 3」である必要は
ありません。ただし，
「値 2 ＞ 値 3」の時は偽となります。
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● <In 述語 > の形式
<In 述語 > ::= < 値式 > 〔 NOT 〕IN <In 述語値 >
<In 述語値 > ::= < 左括弧 > <In 項目リスト > < 右括弧 >
<In 項目リスト > ::= < 値指定 > { < コンマ > < 値指定 > }...

<In 述語 > の評価
• 第 1 の < 値式 > が，<In 述語値 > の中の任意の値と一致する場合，<In 述語 > は
「真」になります。NOT を指定した場合は，第 1 の < 値式 > が <In 述語値 > の中の任
意の値と一致するとき，
「偽」になります。
• 第 1 の < 値式 > が，<In 述語値 > の中のすべての値と一致しない場合，<In 述語 > は
「偽」になります。NOT を指定した場合は，第 1 の < 値式 > が，<In 述語値 > の中の
すべての値と一致しないとき，
「真」になります。
<In 述語 > の規則
• 指定できるデータ型や <In 項目リスト > に指定できる < 値指定 > については，データ
ベースの制限に従います。
• <In 項目リスト > を指定する場合は，第 1 の < 値式 > に < 値指定 > は指定できませ
ん。
● <Like 述語 > の形式
<Like 述語 > ::= < 文字列 Like 述語 >
< 文字列 Like 述語 > ::= < 値式 >
〔 NOT 〕LIKE < パターン文字列 >
〔 ESCAPE < エスケープ文字 > 〕
< パターン文字列 > ::= < 値指定 >
< エスケープ文字 > ::= < 値指定 >

< パターン文字列 >
• _：1 文字の任意の文字を示します。
• %：0 文字以上の任意の文字数の文字列を示します。
< エスケープ文字 >
< エスケープ文字 > は，パターン文字列中に「_」や「%」を記述した場合に指定す
る文字列です。< エスケープ文字 > には，任意の 1 文字を指定します。
<Like 述語 > の評価
• < 値式 > の値が，< パターン文字列 > で表すパターンと一致した場合，「真」になりま
す。NOT を指定した場合は，< 値式 > の値が，< パターン文字列 > の表すパターンと
一致したとき，
「偽」になります。
• < 値式 > の値が，< パターン文字列 > の表すパターンと一致しない場合，「偽」になり
ます。NOT を指定した場合，< 値式 > の値が，< パターン文字列 > の表すパターンと
一致しないとき，
「真」になります。
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<Like 述語 > の規則
• パターン文字列とのパターン一致で，大文字・小文字を区別して評価します。
• < 値式 > に指定できるのは，文字列型の値だけです。
• < パターン文字列 > に指定できるのは，文字列型の値だけです。
• < エスケープ文字 > に指定できるのは，文字列型の値だけです。
（c） ファイルの記述規則
● 文書管理サーバの文字コードに合わせて，Shift-JIS または UTF-8 で記述してくださ
い。UTF-8 で記述する場合は，文書削除コマンドで引数「-utf8」を指定してくださ
い。
● 検索条件は，改行を入れずに 1 行で記述してください。
（d） 指定できる検索条件
指定できる検索条件は，属性検索条件だけです。属性検索で指定できるプロパティの種
類を次の表に示します。
なお，表に示すプロパティ以外を指定した場合の動作は保証されません。また，マスタ
型は指定できません。
表 6-16

指定できるプロパティの種類
分類

1

2

システ
ムプロ
パティ

プロパティ

対応する属性列名

型

備考

名前（文書
名）

esysProp_Name

String

−

作成日付

esysProp_CreateTim e

Integer3
2

time_t
型また
は
YYYY
MMDD
形式で
指定し
ます。
※1

3

作成者 ID

esysProp_Creator

String

4

更新日付

esysProp_ModifyTime

Integer3
2

−
time_t
型また
は
YYYY
MMDD
形式で
指定し
ます。
※1

5

更新者 ID

esysProp_Modifier

String

−

6

所有者名称

dbuUserProp_Owner
Name

String

−
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分類

プロパティ

対応する属性列名

型

備考

7

更新者名称

dbuUserProp_Modifie
rName

String

−

8

ファイル名
称

ecmProp_FileName

String

−

9

ファイルサ
イズ

ecmProp_FileSize

Integer3
2

−

10

公開開始日

ecmProp_PubDayB

Integer3
2

YYYY
MMDD
形式で
指定し
ます。

11

公開終了日

ecmProp_PubDayE

Integer3
2

YYYY
MMDD
形式で
指定し
ます。

ユーザ属性 1
〜 5（数値）

ecmProp_UserInt1
〜
ecmProp_UserInt5

Integer3
2

−

ユーザ属性 1
〜 5（文字
列）

ecmProp_UserStr1
〜
ecmProp_UserStr5

String

−

12

ユーザ
定義プ
ロパ
ティ

13

14

文書種別用
属性 1 〜 10
（数値）

ecmProp_DocTypePro
pInt1
〜
ecmProp_DocTypePro
pInt10

Integer3
2

−

15

文書種別用
属性 1 〜 10
（文字列）

ecmProp_DocTypePro
pSt r1
〜
ecmProp_DocTypePro
pSt r10

String

−

16

文書種別用
属性 1 〜 5
（長文字列）

ecmProp_DocTypePro
pLongStr1
〜
ecmProp_DocTypePro
pLongStr5

String

−

（凡例）−：該当しません。
注※ 1
tim e_t 型の形式は，1970 年 1 月 1 日の万国標準時 00:00:00 を起点とした通算経過秒数になり
ます。YYYYMMDD 形式で指定する場合，@ をプロパティ名の先頭に付与してください。@ が
ない場合は，tim e_t 型の形式が指定されたものとして扱われます。@ を付与した場合，右辺の
値は YYYYMMDD 形式が指定されたものと判断し，1970 年からの通算秒に変換されます。な
お，時刻には YYYYMMDD の 00:00:00 〜 YYYYMMDD の 23:59:59 が指定されたものと仮定
して変換します。
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@ が指定されている「作成日付（@esysProp_Creat eTime ）」と「更新日付
（@esysProp_ModifyTime）」プロパティだけが変換対象となります。なお，
「作成日付
（@esysProp_CreateTime）」と「更新日付（@esysProp_ModifyTime）」は，括弧で囲んだ指定
はできません。括弧で囲んで指定すると通算秒への変換が正しく処理できません。

参考
ユーザ属性の数値（整数型），数値（日付型），文字列，長文字列に，何もプロパティ値を入
力していない文書を検索して削除する場合，検索条件ファイルには次のように記載します。
• 数値（整数型）の場合：ecmProp_UserInt 1 = 0
• 数値（日付型）の場合：ecmProp_UserInt 2 = 0
• 文字列の場合：ecmProp_UserStr1 = ''
• 長文字列の場合：ecmProp_DocTypePropLongStr1 = ''

（e） 記述例
記述例を次に示します。△は半角スペースを表します。
● 記述例 1（文書名が「文書 1」の文書を削除する場合）
esysProp_Name △ = △ ' 文書 1'

● 記述例 2（文書名が「文書 1」または「文書 2」の文書を削除する場合）
esysProp_Name△=△'文書1'△OR△esysProp_Name△=△'文書2'

● 記述例 3（文書名「ab'c あ ' いうえお」を検索する場合）
esysProp_Name △ = △ 'ab''c あ '' いうえお '

● 記述例 4（作成日付の指定例（変換するパターン））
指定した SQL：@esysProp_CreateTime ※ 1 △ > △ 20101112
⇒変換後 SQL：esysProp_CreateTim e △ > △ 1289573999

● 記述例 5（複数の条件を連結して指定する例）
@esysProp_CreateTime △ > △ 20101112 △ AND △ @esysProp_CreateTime △ < △ 20101212 △ AND
△ @esysProp_ModifyTime △ > △ 20101212

● 記述例 6（BETWEEN 述語を指定する例）
@esysProp_ModifyTime △ BETWEEN △ 20101112 △ AND △ 20101212

● 記述例 7（IN 述語を指定する例）
esysProp_Name △ IN('sasuke','ziro')
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● 記述例 8（LIKE 述語を指定する例 1）
esysProp_Nam e △ LIKE △ 's%'

● 記述例 9（LIKE 述語を指定する例 2）
esysProp_Nam e △ LIKE △ 's___'

注※ 1
@esysProp_ModifyTime または @esysProp_ModifyTime を指定した場合，その後ろ
に指定されている比較述語（>，<，=，<>，>=，<=）の次に指定されている数値は
YYYYMMDD 形式と見なして変換します。

（2） フォルダパスファイル
削除対象とする文書のフォルダパスを指定するファイルです。
（a） ファイルの形式
ファイルの形式を次に示します。
● CSV 形式で作成してください。
● 同じパスが複数行指定されている場合は，コマンド実行時に重複している部分を取り
除いて処理します。
（b） ファイルの記述規則
● 文書管理サーバの文字コードに合わせて，Shift-JIS または UTF-8 で記述してくださ
い。UTF-8 で記述する場合は，文書削除コマンドで引数「-utf8 」を指定してくださ
い。
● ヘッダ行は必ず指定してください。また，フィールドは必ず 10 個指定する必要があ
ります。ヘッダ名は次のとおりです。
フォルダ名 _1, フォルダ名 _2, フォルダ名 _3, フォルダ名 _4, フォルダ名 _5, フォルダ
名 _6, フォルダ名 _7, フォルダ名 _8, フォルダ名 _9, フォルダ名 _10
● レコード行には 10 個のフィールドを指定する必要があります。フォルダパスが 10 階
層未満の場合は，行の末尾に「,（コンマ）」を付与して 10 フィールドにしてくださ
い。なお，
「,（コンマ）
」だけの指定はできません。
● フィールドは半角の「"（引用符）」で囲むことができます。
「"（引用符）
」で囲む場合
は，すべてのフィールドを囲んでください。
● フィールドに記述する値に「,（コンマ）」を含む場合は，フィールドを半角の「"（引
用符）
」で囲んでください。例えば，指定する値が「Folder1,A」の場合，フィールド
には「"Folder1,A"」と記述します。
● フィールドを半角の「"（引用符）」で囲んで記述する場合に，フィールドの値に半角
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の「"（引用符）」を含むときは，値の「"（引用符）」は二つ重ねて記述してください。
例えば，指定する値が「Folder"A"」の場合，フィールドには ¢" Folder""A"""£ と記述
します。
● フォルダ階層は最上位のフォルダ名から，すべてを指定する必要があります。階層の
途中のフォルダ名の記載を省略することはできません。例えば，
「Folder01/Folder02/
Folder03/Folder04」のうち，Folder03 以下の文書を削除する場合，
「 Folder01/
Folder02」の指定は省略できません。Folder01 から Folder03 までのすべてのパスを
指定してください。
● 以下の重複するパスが多数指定されている場合，コマンド処理に時間が掛かるときが
あります。事前に重複するフォルダ指定を除外することをお勧めします。
• 同じパスの重複指定
• すでに指定されているフォルダの下位フォルダ指定
● フィールド中には改行コードを記述しないでください。また，改行コードのみの指定
はできません。
● 空行は，最終行以外で指定できません。
● コメント行は指定できません。
（c） 記述例
次のフォルダ以下の文書を削除対象とする場合に，フォルダパスファイルの記述例を示
します。
（指定内容）
• FolderA/FolderB/FolderC
• Folder1,A/Folder1,B/Folder1,C
• Folder"A"/Folder"B"/Folder"C"
（記述例）
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メッセージ
この章では，DocumentBroker Standard GUI のユティリティ
コマンドとデータベース容量見積もり支援ツールで出力する
メッセージについて説明します。

7.1 メッセージの形式
7.2 メッセージ一覧
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7.1 メッセージの形式
この節では，DocumentBroker Standard GUI のユティリティコマンドとデータベース
容量見積もり支援ツールの実行時に出力されるメッセージの形式について説明します。
出力されたメッセージのメッセージ ID やメッセージ番号を基に，そのメッセージが出力
された要因および対処方法を参照して，障害対策にお役立てください。

7.1.1 メッセージの出力形式
DocumentBroker Standard GUI のメッセージの出力形式を次に示します。
出力形式
KARI nnnnn - i メッセージテキスト

KARI
メッセージを出力したプログラムが DocumentBroker Standard GUI であるこ
とを示します。
nnnnn
メッセージ番号を示します。メッセージ番号とは，各メッセージに付けられて
いる 00001，00002 などの，5 桁の固有の番号のことです。
i
メッセージの種類を示します。
• E（エラー）
処理の中断を通知するメッセージです。
• Ｗ（警告）
警告を通知するメッセージです。処理は続行されます。
• I（通知）
システムの動作を通知するメッセージです。
• Q（応答）
システムからの通知に対してユーザが応答するメッセージです。
メッセージテキスト
メッセージの内容を示すテキストです。メッセージテキストに表示される %n
（n は挿入句の順番）は，メッセージが出力される状況によって変わる値です。

7.1.2 メッセージの説明形式
このマニュアルでのメッセージの説明形式を次に示します。

KARInnnnn-i
メッセージテキスト
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補足説明
メッセージテキストに対する補足説明を示します。メッセージによっては記述しな
いものもあります。
（S）メッセージが出力された要因，およびシステムの動作を示します。
（U）DocumentBroker Standard GUI を使用するユーザが実施する対策を示します。
（O）システム管理者が実施する対策を示します。

なお，
（ U）に「システム管理者に連絡してください。」と記述されているメッセージの場
合は，次の情報をシステム管理者に伝えてください。
• いつ，エラーが発生したか
• エラー発生直前にどのような操作をしたか
• エラー発生時，どのような状態になったか
• エラー発生時に表示されたメッセージ ID およびメッセージテキスト
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7.2 メッセージ一覧
KARI14001-I
電子署名の一括検証を開始します。[START-DATE:%1 END-DATE:%2]
%1 ：コマンド引数で指定した検証開始年月日
%2 ：コマンド引数で指定した検証終了年月日
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI14002-I
電子署名の一括検証を終了します。[EXIT-CODE:%1 TOTAL-COUNT:%2 OK-COUNT:%3
ERR-COUNT:%4 RESULT-FILE:%5]
%1 ：コマンド終了コード
%2 ：検証件数
%3 ：検証 OK 件数
%4 ：検証 NG 件数
%5 ：検証結果ファイルパス
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI14003-Q
検証日付が未指定のため，全ての電子署名の一括検証を行います。時間が掛かる事があります
が実行しますか？
（S）−
（U）−
（O）処理を続行する場合は［はい］ボタンを，中断する場合は［いいえ］ボタンをク
リックしてください。

KARI14004-E
引数の指定が不正です。[%1]
%1 ：不正と判定した引数
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（S）コマンド引数が不正です。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 の引数の内容を見直してください。

KARI14005-E
環境変数 MLD_HOME が設定されていません。
（S）環境変数 MLD_HOME が設定されていません。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME を設定してください。

KARI14006-E
環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。[MLD_HOME:%1]
%1 ：不正と判定した環境変数の値
（S）環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME の設定値を見直してください。

KARI14011-E
検証結果ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1 ERR.NUMBER:%2
ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：ファイルパス
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）検証結果ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のフォルダに書き込み権限を設定してください。または，%2 と %3 の情報を基
に，システム環境を見直してください。

KARI14012-E
作業用ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1 ERR.NUMBER:%2
ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：ファイルパス
%2 ：エラー番号
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%3 ：詳細情報
（S）作業用ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のフォルダに書き込み権限を設定してください。または，%2 と %3 の情報を基
に，システム環境を見直してください。

KARI14013-E
コマンドの実行に失敗しました。[COMMAND:%1 ERR.NUMBER:%2 ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：コマンド名称
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）コマンド %1 の実行に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のコマンド（オブジェクト操作ツール）のパスが，Path 環境変数に設定されて
いるか確認してください。

KARI14021-E
電子署名の有効期限が過ぎています。[ 案件番号 :%1 署名タイプ :%2]
%1 ：案件番号
%2 ：署名タイプ
（S）電子署名の有効期限が過ぎています。処理を続行します。
（U）−
（O）コマンドの終了後，%1 の案件について電子署名の有効期限を確認してください。

KARI14022-E
電子署名の検証結果が不正となりました。[ 案件番号 :%1 署名タイプ :%2]
%1 ：案件番号
%2 ：署名タイプ
（S）電子署名の検証結果が不正となりました。処理を続行します。
（U）−
（O）コマンドの終了後，出力されたメッセージを基に，%1 の案件について電子署名の
内容を確認してください。
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KARI14023-E
電子署名のヒステリシス検証結果が不正となりました。[ 案件番号 :%1 署名タイプ :%2]
%1 ：案件番号
%2 ：署名タイプ
（S）電子署名のヒステリシス検証結果が不正となりました。処理を続行します。
（U）−
（O）コマンドの終了後，出力されたメッセージを基に，%1 の案件について電子署名の
内容を確認してください。

KARI14030-E
電子署名の検証処理で継続不可能なエラーが発生しました。[ 案件番号 :%1 署名タイプ :%2]
%1 ：案件番号
%2 ：署名タイプ
（S）電子署名の検証処理を続行できないエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）−
（O）出力されたメッセージを基に対処してください。

KARI14040-E
オブジェクト操作ツールでエラーが発生しました。[COMMAND:%1]
%1 ：コマンド名称
（S）オブジェクト操作ツールの %1 コマンドでエラーが発生しました。処理を中断しま
す。
（U）−
（O）引き続き出力されるメッセージを基に対処してください。

KARI14050-E
ProofboxLibrary のローディングに失敗しました。[DLL:%1]
%1 ：ProofboxLibrary の DLL 名称
（S）ProofboxLibrary の %1 のローディングに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ヒステリシス署名ライブラリクライアント（ProofboxLibrary クライアント）がイ
ンストールされているか確認してください。インストールされている場合，%1 の DLL
の格納フォルダがシステム環境変数 %Path% に設定されているか確認してください。
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KARI14051-E
ProofboxLibrary の API の取得に失敗しました。[FUNC:%1]
%1 ：ProofboxLibrary の関数名
（S）ProofboxLibrary の %1 の API の取得に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14052-E
ProofboxLibrary でエラーが発生しました。[FUNC:%1 RC:%2 TRACE:%3
DETAIL:%4][PBL-MSG]%5
%1 ：ProofboxLibrary の関数名
%2 ：ProofboxLibrary 関数の戻り値
%3 ：ProofboxLibrary の保守情報
%4 ：ProofboxLibrary の保守情報
%5 ：ProofboxLibrary のメッセージ
（S）ProofboxLibrary でエラーが発生しました。継続できる場合は処理を続行します。
継続できない場合は処理を中断します。
（U）−
（O）%1 〜 %5 に出力された情報を基に対処してください。

KARI14060-E
署名ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）署名ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14061-E
署名ファイルの読み込みに失敗しました。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）署名ファイル %1 の読み込みに失敗しました。処理を中断します。
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（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14062-E
検証対象文書ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）検証対象文書ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14063-E
検証対象文書ファイルのサイズ取得に失敗しました。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）検証対象文書ファイル %1 のサイズ取得に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14064-E
検証対象文書ファイルのサイズが不正です。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）検証対象文書ファイル %1 のサイズが不正です。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14065-E
検証対象文書ファイルの読み込みに失敗しました。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）検証対象文書ファイル %1 の読み込みに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
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（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14066-E
署名ファイルのサイズ取得に失敗しました。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）署名ファイル %1 のサイズ取得に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14067-E
署名ファイルのサイズが不正です。[FILE:%1]
%1 ：ファイルパス
（S）署名ファイル %1 のサイズが不正です。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14090-E
メモリ不足が発生しました。[FUNC:%1 LINE:%2]
%1 ：保守情報
%2 ：保守情報
（S）メモリ不足が発生しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。

KARI14101-I
監査証跡ログの一括出力を開始します。[START-DATE:%1 END-DATE:%2]
%1 ：コマンド引数で指定した出力開始年月日
%2 ：コマンド引数で指定した出力終了年月日
（S）処理を続行します。
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（U）−
（O）−

KARI14102-I
監査証跡ログの一括出力を終了します。[EXIT-CODE:%1 OUT-COUNT:%2 RESULT-FILE:%3]
%1 ：コマンド終了コード
%2 ：監査証跡ログ出力数
%3 ：監査証跡ログ出力ファイルパス
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI14103-Q
出力日付が未指定のため，全ての監査証跡ログを出力します。時間が掛かる事がありますが実
行しますか？
（S）−
（U）−
（O）処理を続行する場合は［はい］ボタンを，中断する場合は［いいえ］ボタンをク
リックしてください。

KARI14104-E
引数の指定が不正です。[%1]
%1 ：不正と判定した引数
（S）コマンド引数が不正です。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 の引数の内容を見直してください。

KARI14105-E
環境変数 MLD_HOME が設定されていません。
（S）環境変数 MLD_HOME が設定されていません。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME を設定してください。
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KARI14106-E
環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。[MLD_HOME:%1]
%1 ：不正と判定した環境変数の値
（S）環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME の設定値を見直してください。

KARI14111-E
監査証跡ログ出力ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1 ERR.NUMBER:%2
ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：ファイルパス
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）監査証跡ログ出力ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のフォルダに書き込み権限を設定してください。または，%2 と %3 の情報を基
に，システム環境を見直してください。

KARI14112-E
作業用ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1 ERR.NUMBER:%2
ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：ファイルパス
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）作業用ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のフォルダに書き込み権限を設定してください。または，%2 と %3 の情報を基
に，システム環境を見直してください。

KARI14113-E
コマンドの実行に失敗しました。[COMMAND:%1 ERR.NUMBER:%2 ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：コマンド名称
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
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（S）コマンド %1 の実行に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のコマンド（オブジェクト操作ツール）のパスが，Path 環境変数に設定されて
いるか確認してください。

KARI14140-E
オブジェクト操作ツールでエラーが発生しました。[COMMAND:%1]
%1 ：コマンド名称
（S）オブジェクト操作ツールの %1 コマンドでエラーが発生しました。処理を中断しま
す。
（U）−
（O）引き続き出力されるメッセージを基に対処してください。

KARI14201-I
監査証跡ログの一括削除を開始します。[START-DATE:%1 END-DATE:%2]
%1 ：コマンド引数で指定した削除開始年月日
%2 ：コマンド引数で指定した削除終了年月日
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI14202-I
監査証跡ログの一括削除を終了します。[EXIT-CODE:%1 DEL-COUNT:%2]
%1 ：コマンド終了コード
%2 ：監査証跡ログ削除数
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI14203-Q
削除日付が未指定のため，全ての監査証跡ログを削除します。時間が掛かる事がありますが実
行しますか？
（S）−
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（U）−
（O）処理を続行する場合は［はい］ボタンを，中断する場合は［いいえ］ボタンをク
リックしてください。

KARI14204-E
引数の指定が不正です。[%1]
%1 ：不正と判定した引数
（S）コマンド引数が不正です。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 の引数の内容を見直してください。

KARI14205-E
環境変数 MLD_HOME が設定されていません。
（S）環境変数 MLD_HOME が設定されていません。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME を設定してください。

KARI14206-E
環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。[MLD_HOME:%1]
%1 ：不正と判定した環境変数の値
（S）環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME の設定値を見直してください。

KARI14212-E
作業用ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1 ERR.NUMBER:%2
ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：ファイルパス
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）作業用ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
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（O）%1 のフォルダに書き込み権限を設定してください。または，%2 と %3 の情報を基
に，システム環境を見直してください。

KARI14213-E
コマンドの実行に失敗しました。[COMMAND:%1 ERR.NUMBER:%2 ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：コマンド名称
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）%1 のコマンドの実行に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のコマンド（オブジェクト操作ツール）のパスが，Path 環境変数に設定されて
いるか確認してください。

KARI14240-E
オブジェクト操作ツールでエラーが発生しました。[COMMAND:%1]
%1 ：コマンド名称
（S）オブジェクト操作ツールの %1 コマンドでエラーが発生しました。処理を中断しま
す。
（U）−
（O）引き続き出力されるメッセージを基に対処してください。

KARI14301-I
リファレンスファイル文書化を開始します。
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI14302-I
リファレンスファイル文書化を終了します。[EXIT-CODE:%1 TOTAL-COUNT:%2
OK-COUNT:%3 SKIP-COUNT:%4 ERR-COUNT:%5]
%1 ：コマンド終了コード
%2 ：合計件数
%3 ：リファレンスファイル文書化に成功した件数
%4 ：リファレンスファイル文書化をスキップした件数
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%5 ：リファレンスファイル文書化に失敗した件数
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI14304-E
引数の指定が不正です。[%1]
%1 ：不正と判定した引数
（S）コマンド引数が不正です。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 の引数の内容を見直してください。

KARI14305-E
環境変数 MLD_HOME が設定されていません。
（S）環境変数 MLD_HOME が設定されていません。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME を設定してください。

KARI14306-E
環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。[MLD_HOME:%1]
%1 ：不正と判定した環境変数の値
（S）環境変数 MLD_HOME の設定が誤っています。処理を中断します。
（U）−
（O）環境変数 MLD_HOME の設定値を見直してください。

KARI14312-E
作業用ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1 ERR.NUMBER:%2
ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：ファイルパス
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）作業用ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
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（U）−
（O）%1 のフォルダに書き込み権限を設定してください。または，%2 と %3 の情報を基
に，システム環境を見直してください。

KARI14313-E
コマンドの実行に失敗しました。[COMMAND:%1 ERR.NUMBER:%2 ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：コマンド名称
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）コマンド %1 の実行に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のコマンド（オブジェクト操作ツール）のパスが，Path 環境変数に設定されて
いるか確認してください。

KARI14314-E
定義ファイルのオープンに失敗しました。[FILE:%1 ERR.NUMBER:%2
ERR.DESCRIPTION:%3]
%1 ：ファイルパス
%2 ：エラー番号
%3 ：詳細情報
（S）定義ファイル %1 のオープンに失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）指定した定義ファイルのパスを見直してください。

KARI14315-E
定義ファイルのフォーマットが不正です。[FILE:%1 LINE:%2]
%1 ：ファイルパス
%2 ：行番号
（S）定義ファイル %1 のフォーマットが不正です。処理を中断します。
（U）−
（O）エラーメッセージに出力されたファイルの行番号の個所を見直してください。
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KARI14340-E
オブジェクト操作ツールでエラーが発生しました。[COMMAND:%1]
%1 ：コマンド名称
（S）オブジェクト操作ツールの %1 コマンドでエラーが発生しました。処理を中断しま
す。
（U）−
（O）引き続き出力されるメッセージを基に対処してください。

KARI14351-I
リファレンスファイル文書化指示フォルダの情報の出力を開始します。
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI14352-I
リファレンスファイル文書化指示フォルダの情報の出力を終了します。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI15001-E
FileSystemObject の生成に失敗しました。
（S）FileSystemObject の生成に失敗しました。処理を終了します。
（U）Excel を閉じて，システム管理者に連絡してください。
（O）ファイルシステムオブジェクトまたは comdlg32.dll の生成に失敗しました。
Windows の構成が正しいか見直してください。

KARI15002-E
ファイルオープンに失敗しました
（S）処理を終了します。
（U）選択したフォルダにファイルの書き込み権限があるか確認してください。
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（O）−

KARI15003-I
定義ファイルの出力に成功しました。
（S）−
（U）−
（O）−

KARI15004-E
本プログラムで扱えるファイルパスの最大長を超えました。ファイルパスを見直してください。
（S）DocumentBroker Standard GUI で扱えるファイルパスの最大長を超えました。処
理を終了します。
（U）選択したファイルのファイルパスを見直してください。
（O）−

KARI15005-E
内部矛盾が発生しました。プログラムを終了してください。
（S）内部矛盾が発生しました。処理を終了します。
（U）Excel を閉じて，システム管理者に連絡してください。
（O）保守員に連絡してください。

KARI21001-I
フォルダ構成作成コマンド処理を開始しました。
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI21002-I
フォルダ構成作成コマンド処理を終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
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（O）−

KARI21004-I
フォルダを登録しました。フォルダ名 :%1
%1 ：フォルダ名
（S）−
（U）−
（O）−

KARI21005-I
フォルダの登録に失敗したため処理を中断します。フォルダ名 :%1
%1 ：フォルダ名
（S）処理を中断します。
（U）−
（O）−

KARI21006-I
フォルダの登録をスキップしました。既存フォルダです。フォルダ名 :%1
%1 ：フォルダ名
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI21007-I
フォルダの登録処理を開始します。
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI21008-I
フォルダの登録処理を終了しました。
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（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI21009-I
フォルダ登録成功件数：%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI21010-I
フォルダ登録失敗件数：%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI21011-I
登録情報ファイルの検証を開始します。ファイル名 :%1
%1 ：登録情報ファイルのパス
（S）−
（U）−
（O）−

KARI21012-I
登録情報ファイルの検証を終了しました。エラーはありません。
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−
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KARI21013-I
登録情報ファイルの検証を終了しました。エラーがありました。
（S）処理を中断します。
（U）−
（O）−

KARI21014-I
容量制限を行うためのオブジェクト作成を開始しました。フォルダ名：%1
%1 ：フォルダ名
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI21015-I
容量制限を行うためのオブジェクト作成が終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI22001-W
文書フォルダでないフォルダに対して，文書作成可否が指定されています。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）文書フォルダではないフォルダに対して，文書作成可否を指定しています。処理を
続行します。
（U）登録情報ファイルでのメッセージに出力された行番号を見直してください。
（O）−

KARI22002-W
文書フォルダでないフォルダに対して，アクセス権限方式が指定されています。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）文書フォルダではないフォルダに対して，アクセス権限方式を指定しています。処
理を続行します。
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（U）登録情報ファイルでのメッセージに出力された行番号を見直してください。
（O）−

KARI22003-W
公開フォルダでないフォルダに対して，公開範囲が指定されています。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）公開フォルダではないフォルダに対して，公開範囲を指定しています。処理を続行
します。
（U）登録情報ファイルでのメッセージに出力された行番号を見直してください。
（O）−

KARI22004-W
容量制限の指定ができないフォルダに対して，登録可能な容量が指定されています。行番号：
%1
%1 ：行番号
（S）容量制限を指定できないフォルダに対して，登録可能な容量が指定されています。
処理を続行します。
（U）登録情報ファイルでのメッセージに出力された行番号を見直してください。
（O）−

KARI22005-W
アクセス権限の指定できないフォルダに対して，アクセス権限が指定されています。行番号：
%1
%1 ：行番号
（S）アクセス権限を指定できないフォルダに対して，アクセス権限が指定されています。
「全てのユーザに対するアクセス権限」または「アクセス権限リスト」の指定が不正
です。処理を続行します。
（U）登録情報ファイルでのメッセージに出力された行番号を見直してください。
なお，
「全てのユーザに対するアクセス権限」は，アクセス権限方式が「個別に設
定」の文書フォルダを作成する場合に指定できます。
また，
「アクセス権限リスト」は次のどれかの場合に指定できます。
• アクセス権限方式が「個別に設定」の文書フォルダを作成する場合
• アクセス権限方式が「同じ権限を共有」で，かつ，同じ権限を共有する最上位の
文書フォルダを作成する場合
同じ権限を共有する下位のフォルダの場合は，「アクセス権限リスト」を指定でき
ません。
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• 公開範囲が「公開範囲を限定」の公開フォルダを作成する場合
（O）−

KARI22006-W
アクセス権限の指定できない文書に対して，アクセス権限が指定されています。行番号：%1
%1 ：行番号
（S）アクセス権限を指定できない文書に対して，アクセス権限が指定されています。
「全てのユーザに対するアクセス権限」または「アクセス権限リスト」の指定が不正
です。処理を続行します。
（U）登録情報ファイルでのメッセージに出力された行番号を見直してください。
「全てのユーザに対するアクセス権限」および「アクセス権限リスト」は，アクセス
権限方式が「個別に設定」の文書フォルダに対して文書を登録する場合に指定でき
ます。
（O）−

KARI22007-W
チェックアウト中のため削除することができません。文書名：%1 OIID：%2 フォルダパス：
%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）対象文書はチェックアウト中です。処理を続行します。
（U）対象文書のチェックアウト状態を見直してください。
（O）−

KARI22008-W
改訂処理中のため削除することができません。文書名：%1 OIID：%2 フォルダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）対象文書は改訂中です。処理を続行します。
（U）対象文書の改訂状態を見直してください。
（O）−
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KARI22009-W
他の文書と関連リンクが張られているため削除することができません。文書名：%1 OIID：%2
フォルダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）対象文書はほかの文書と関連リンクが張られています。処理を続行します。
（U）関連リンクが張られている文書を削除する場合は，引数「-ｊ」を指定して，削除コ
マンドを実行してください。
（O）−

KARI22010-W
他のユーザの操作によって文書状態が変わったため削除できません。文書名：%1 OIID：%2
フォルダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）ほかのユーザ操作によって，対象文書の状態が変更されました。処理を続行します。
（U）対象文書の状態を見直してください。
（O）−

KARI22011-W
リファレンスファイル文書のため削除することができません。文書名：%1 OIID：%2 フォル
ダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）リファレンスファイル文書のため削除できません。処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI22012-W
アクセス権が無いため削除できません。文書名：%1 OIID：%2 フォルダパス：%3
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%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）対象文書へのアクセス権が無いため，削除できません。処理を続行します。
（U）システム管理者でコマンドを実行してください。
（O）−

KARI22013-W
文書が既に削除されています。文書名：%1 OIID：%2 フォルダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）対象文書は，すでに削除されています。コマンドを続行します。
（U）−
（O）−

KARI22014-W
ログファイルの出力に失敗しました。
（S）ログファイルの出力処理でエラーが発生しました。コマンドを続行します。
（U）ログファイルが出力できないエラーの要因を取り除いてください。
（O）−

KARI23001-E
空行は指定できません。
（S）登録情報ファイルに空行を指定しています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの空行部分の指定を見直してください。
（O）−

KARI23002-E
データ行が存在しません。
（S）登録情報ファイルにデータ行がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのデータ行の指定を見直してください。
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（O）−

KARI23003-E
列数の指定が不足しています。
（S）列数の指定が不足しています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの列数の指定を見直してください。
（O）−

KARI23004-E
行と列の数が一致しません。
（S）行と列の数が一致しません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの行と列の数を見直してください。
（O）−

KARI23005-E
指定したフォルダ名が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）指定したフォルダ名が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ名の指定を見直してください。
（O）−

KARI23006-E
フォルダの指定がありません。
（S）フォルダの指定がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダの指定を見直してください。
（O）−

KARI23007-E
指定したフォルダ種別が不正です。
（S）指定したフォルダ種別が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ種別の指定を見直してください。
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（O）−

KARI23008-E
フォルダ階層の指定に矛盾があります。
（S）フォルダ階層の指定に矛盾があります。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ階層の指定を見直してください。
（O）−

KARI23009-E
アクセス権限方式の指定がありません。
（S）アクセス権限方式の指定がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのアクセス権限方式の指定を見直してください。
（O）−

KARI23010-E
公開範囲の指定がありません。
（S）公開範囲の指定がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの公開範囲の指定を見直してください
（O）−

KARI23011-E
指定した所有者 ID が不正です。
（S）指定した所有者 ID が不正です。処理を中断します。
（U）所有者 ID の指定を見直してください。
（O）−

KARI23012-E
所有者 ID の指定がありません。
（S）所有者 ID の指定がありません。処理を中断します。
（U）所有者 ID の指定を見直してください。
（O）−
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KARI23013-E
指定したユーザの表示名称が不正です。
（S）指定したユーザの表示名称が不正です。処理を中断します。
（U）指定したユーザの表示名称を見直してください。
（O）−

KARI23014-E
ユーザの表示名称の指定がありません。
（S）ユーザの表示名称の指定がありません。処理を中断します。
（U）表示名称を見直してください。
（O）−

KARI23015-E
指定したコメントが不正です。
（S）指定したコメントが不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのコメントの指定を見直してください。
（O）−

KARI23016-E
指定した文書作成可否が不正です。
（S）指定した文書作成可否が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書作成可否の指定を見直してください。
（O）−

KARI23017-E
指定したアクセス権限方式が不正です。
（S）指定したアクセス権限方式が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのアクセス権限方式の指定を見直してください。
（O）−
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KARI23018-E
指定した公開範囲が不正です。
（S）指定した公開範囲が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの公開範囲の指定を見直してください。
（O）−

KARI23019-E
指定した文書種別名が不正です。
（S）指定した文書種別名が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書種別名の指定を見直してください。
（O）−

KARI23020-E
作成するフォルダの上位フォルダが存在しません。上位フォルダ名 :%1
%1 ：上位フォルダ名
（S）作成するフォルダの上位フォルダがありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ階層の指定を見直してください。
（O）−

KARI23021-E
指定した文書種別が存在しません。文書種別名 :%1
%1 ：文書種別名
（S）指定した文書種別がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書種別の指定を見直してください。
（O）−

KARI23022-E
作成するフォルダの上位フォルダ種別が不正です。上位フォルダ名 :%1
%1 ：上位フォルダ名
（S）作成するフォルダの上位フォルダ種別が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの上位フォルダ種別の指定を見直してください。
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（O）−

KARI23023-E
-b で指定したフォルダが存在しません。フォルダ名 :%1
%1 ：フォルダ名
（S）引数「-b」で指定したフォルダがありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの指定を見直してください。または，引数「-b」に指定したフォ
ルダを見直してください。
（O）−

KARI23024-E
フォルダ登録処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）フォルダ登録処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI23025-E
文書作成可否の指定がありません。
（S）文書作成可否の指定がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書作成可否の指定を見直してください。
（O）−

KARI23026-E
フォルダ階層が上限を超えています。
（S）フォルダ階層が上限を超えています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ階層の指定を見直してください。
（O）−

KARI23027-E
文書フォルダ以外のフォルダに文書種別マスタが指定されています。
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（S）文書フォルダ以外のフォルダに文書種別マスタを指定しています。処理を中断しま
す。
（U）登録情報ファイルの文書種別マスタの指定を見直してください。
（O）−

KARI23028-E
指定したフォルダ下に登録可能な容量の桁数が不正です。
（S）登録情報ファイルの「フォルダ下に登録可能な容量」の桁数が不正です。処理を中
断します。
（U）登録情報ファイルの「フォルダ下に登録可能な容量」の指定を見直してください。
（O）−

KARI23029-E
指定したフォルダ下に登録可能な容量が不正です。1 〜 9999（半角数字）を指定してください。
（S）登録情報ファイルの「フォルダ下に登録可能な容量」に指定した値が不正です。処
理を中断します。
（U）登録情報ファイルの「フォルダ下に登録可能な容量」の指定を見直してください。
登録可能な容量には 1 〜 9999（半角数字）を指定してください。
（O）−

KARI23030-E
指定したフォルダ下に登録可能な容量の単位が不正です。MB,GB,TB を指定してください。
（S）登録情報ファイルの「フォルダ下に登録可能な容量」に指定した単位が不正です。
処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの「フォルダ下に登録可能な容量」の単位を見直してください。
登録可能な容量の単位には，
「 MB」，
「GB」または「TB」を指定してください。
（O）−

KARI23032-E
アクセス権限に指定した値が不正です。
（S）登録情報ファイルの「全てのユーザに対するアクセス権限」または「アクセス権限
リスト」に指定した値が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの「全てのユーザに対するアクセス権限」または「アクセス権限
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リスト」の指定を見直してください。
（O）−

KARI23033-E
同一のユーザ，組織，グループが指定されています。
（S）登録情報ファイルの「アクセス権限リスト」に，同一のユーザ，組織，グループが
指定されています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの「アクセス権限リスト」の指定を見直してください。
（O）−

KARI24001-I
文書登録コマンド処理を開始しました。
（S）文書登録コマンドの処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI24002-I
文書登録コマンド処理を終了しました。
（S）文書登録コマンドの処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI24004-I
文書を登録しました。文書名 :%1
%1 ：文書名
（S）−
（U）−
（O）−

KARI24005-I
文書の登録に失敗したため処理を中断します。文書名 :%1
%1 ：文書名
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（S）処理を中断します。
（U）−
（O）−

KARI24006-I
文書の登録処理を開始します。
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI24007-I
文書の登録処理を終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI24008-I
文書登録成功件数：%1 件
%1 ：登録件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI24009-I
文書登録失敗件数：%1 件
%1 ：登録件数
（S）−
（U）−
（O）−
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KARI24010-I
登録情報ファイルの検証を開始します。ファイル名 :%1
%1 ：登録情報ファイル名
（S）−
（U）−
（O）−

KARI24011-I
登録情報ファイルの検証を終了しました。エラーはありません。
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI24012-I
登録情報ファイルの検証を終了しました。エラーがありました。
（S）処理を中断します。
（U）−
（O）−

KARI24013-I
ファイルサイズの加算処理を開始しました。文書名：%1
%1 ：文書名
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI24014-I
ファイルサイズの加算処理を終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−
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KARI26001-E
空行は指定できません。
（S）登録情報ファイルに空行を指定しています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの空行部分の指定を見直してください。
（O）−

KARI26002-E
データ行が存在しません。
（S）登録情報ファイルにデータ行がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのデータ行の指定を見直してください。
（O）−

KARI26003-E
列数の指定が不足しています。
（S）列数の指定が不足しています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの列数の指定を見直してください。
（O）−

KARI26004-E
ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの指定形式が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの指定形式が不正です。処理を中断しま
す。
（U）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの指定を見直してください。
（O）−

KARI26005-E
ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの属性型が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの属性型が不正です。処理を中断します。
（U）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの指定を見直してください。
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（O）−

KARI26006-E
ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの桁数が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの桁数が不正です。処理を中断します。
（U）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの指定を見直してください。
（O）−

KARI26007-E
ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティのプロパティ名が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの名称が不正です。処理を中断します。
（U）ヘッダ行に指定したユーザ定義プロパティの指定を見直してください。
（O）−

KARI26008-E
行と列の数が一致しません。
（S）行と列の数が一致しません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの行と列の数を見直してください。
（O）−

KARI26009-E
フォルダ名の指定がありません。
（S）フォルダ名の指定がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26010-E
指定したフォルダ名が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号

313

7.

メッセージ

（S）フォルダ名の指定が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26011-E
フォルダ階層が上限を超えています。
（S）フォルダ階層が上限を超えています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ階層の指定を見直してください。
（O）−

KARI26012-E
所有者 ID の指定がありません。
（S）所有者 ID の指定がありません。処理を中断します。
（U）所有者 ID の指定を見直してください。
（O）−

KARI26013-E
指定した所有者 ID が不正です。
（S）所有者 ID の指定が不正です。処理を中断します。
（U）所有者 ID の指定を見直してください。
（O）−

KARI26014-E
ユーザの表示名称の指定がありません。
（S）ユーザの表示名称の指定がありません。処理を中断します。
（U）ユーザの表示名称の指定を見直してください。
（O）−

KARI26015-E
指定したユーザの表示名称が不正です。
（S）ユーザの表示名称の指定が不正です。処理を中断します。

314

7.

メッセージ

（U）ユーザの表示名称の指定を見直してください。
（O）−

KARI26016-E
指定したファイルが存在しません。ファイル名 :%1
%1 ：ファイル名
（S）登録情報ファイルに指定したファイルがありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのファイル名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26017-E
文書名の指定がありません。
（S）登録情報ファイルに文書名の指定がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26018-E
指定した文書名が不正です。
（S）登録情報ファイルの文書名の指定が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26019-E
指定したコメントが不正です。
（S）指定したコメントが不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのコメントの指定を見直してください。
（O）−

KARI26020-E
指定した文書種別名が不正です。
（S）指定した文書種別名が不正です。処理を中断します。

315

7.

メッセージ

（U）登録情報ファイルの文書種別名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26021-E
指定したユーザ定義プロパティの値が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）登録情報ファイルのユーザ定義プロパティの値が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのユーザ定義プロパティの値を見直してください。
（O）−

KARI26022-E
指定したユーザ定義プロパティ（日付型）の形式が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）登録情報ファイルのユーザ定義プロパティ（日付型）の値が不正です。処理を中断
します。
（U）登録情報ファイルのユーザ定義プロパティの値を見直してください。
（O）−

KARI26023-E
文書を登録するフォルダが存在しません。フォルダ名 :%1
%1 ：フォルダ名
（S）文書を登録するフォルダがありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ階層の指定を見直してください。
（O）−

KARI26024-E
文書を登録するフォルダのフォルダ種別が不正です。フォルダ名 :%1
%1 ：フォルダ名
（S）文書を登録するフォルダのフォルダ種別が不正です。処理を中断します。
（U）文書を登録するフォルダのフォルダ種別を見直してください。
（O）−
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KARI26025-E
指定した文書種別が存在しません。文書種別名 :%1
%1 ：文書種別名
（S）指定した文書種別がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書種別の指定を見直してください。
（O）−

KARI26026-E
指定したユーザ定義プロパティ（マスタ型）の指定値が不正です。列番号 :%1
%1 ：列番号
（S）指定したユーザ定義プロパティ（マスタ型）がありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの指定を見直してください。
（O）−

KARI26029-E
文書番号の採番処理に失敗しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）文書番号の採番処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI26030-E
文書種別マスタの情報取得処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）文書種別マスタの情報取得処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI26031-E
文書登録処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
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（S）文書登録処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI26032-E
フォルダ階層の指定に矛盾があります。
（S）フォルダ階層の指定に矛盾があります。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのフォルダ階層の指定を見直してください。
（O）−

KARI26033-E
空のファイルは登録できません。ファイル名 :%1
%1 ：ファイル名
（S）空のファイルは登録できません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのファイル名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26034-E
文書を登録するフォルダの文書種別と登録情報ファイルに指定した文書種別が異なります。詳
細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）文書を登録するフォルダの文書種別と登録情報ファイルに指定した文書種別が異な
ります。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの文書種別の指定を見直してください。
（O）−

KARI26035-E
指定したファイル名またはファイルパスが不正です。
（S）登録情報ファイルに指定したファイル名またはファイルパスが不正です。または，
ファイルパスの長さが 255 バイトを超えています。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのファイル名またはファイルパスの指定を見直してください。
（O）−
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KARI26036-E
登録可能なファイルサイズの上限を超えるため，文書を登録することができません。
（S）登録可能なファイルサイズの上限を超えるため，文書を登録できません。処理を中
断します。
（U）登録情報ファイルの「フォルダ下に登録可能な容量」の指定を見直してください。
（O）−

KARI26039-E
指定した更新者 ID が不正です。
（S）指定した更新者 ID が不正です。処理を中断します。
（U）更新者 ID の指定を見直してください。
（O）−

KARI26040-E
指定した更新者名が不正です。
（S）指定した更新者名が不正です。処理を中断します。
（U）更新者名の指定を見直してください。
（O）−

KARI26041-E
更新日時の指定に矛盾があります。
（S）更新日時の指定に矛盾があります。処理を中断します。
（U）更新日時の指定を見直してください。
（O）−

KARI26042-E
ファイル名が重複しています。ファイル名 :%1
%1 ：ファイル名
（S）ファイル名が重複しています。処理を中断します。
（U）ファイル名の指定を見直してください。
（O）−
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KARI26043-E
履歴のある文書に空文書は指定できません。
（S）履歴のある文書に空文書を指定しています。処理を中断します。
（U）履歴のある文書に対しては登録するファイルを指定してください。
（O）−

KARI26044-E
指定したファイルのファイルサイズが上限を超えています。ファイル名 :%1
%1 ：登録情報ファイルに記述されている文書ファイルのフルパス
（S）文書ファイルのファイルサイズが上限を超えています。処理を中断します。
（U）文書ファイルのファイルサイズを小さくするか，-h オプションの値を大きくしてく
ださい。
（O）−

KARI26045-E
文書登録処理でエラーが発生しました。詳細 :%1 文書操作に必要なメモリが不足している可能
性があります。対象文書のファイルサイズを見直してください。
%1 ：詳細情報
（S）文書登録処理でエラーが発生しました。対象文書を操作するのに必要なメモリが不
足している可能性があります。処理を中断します。
（U）文書ファイルのファイルサイズを小さくしてください。
（O）−

KARI26046-E
作成日時の指定に矛盾があります。
（S）作成日時の指定に矛盾があります。処理を中断します。
（U）作成日時の指定を見直してください。
（O）−

KARI27001-I
文書削除コマンド処理を開始しました。
（S）処理を開始します。
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（U）−
（O）−

KARI27002-I
文書削除コマンド処理を終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI27004-I
文書を削除しました。文書名：%1 OIID：%2 フォルダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）文書を削除しました。
（U）−
（O）−

KARI27005-E
文書の削除に失敗したため処理を中断します。文書名：%1 OIID：%2 フォルダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）文書の削除処理で続行不可のエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 〜 %3 に出力された情報を基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI27006-I
文書の削除処理を開始します。
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−
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KARI27007-I
文書の削除処理を終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI27008-I
文書削除成功件数：%1 件
%1 ：削除成功の文書件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI27009-I
文書削除失敗件数：%1 件
%1 ：削除失敗の文書件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI27011-I
フォルダパスファイルの検証を開始します。ファイル名：%1
%1 ：フォルダパスファイル名
（S）フォルダパスファイルの検証を開始します。
（U）−
（O）−

KARI27012-I
フォルダパスファイルの検証を終了しました。エラーはありません。
（S）処理を続行します。
（U）−
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（O）−

KARI27013-I
フォルダパスファイルの検証を終了しました。エラーがありました。
（S）フォルダパスファイルのフォーマットが不正です。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI27014-I
他の文書と関連リンクが張られているため，文書の削除をスキップします。文書名：%1
OIID：%2 フォルダパス：%3
%1 ：処理中の文書名
%2 ：処理中文書の OIID
%3 ：処理中文書の所属フォルダ
（S）処理中の公開文書はほかの文書と関連リンクが張られています。処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI27015-I
文書削除コマンドの検証を開始します。
（S）コマンドの検証を開始します。
（U）−
（O）−

KARI27016-I
文書削除コマンドの検証を終了しました。
（S）コマンドの検証を終了します。
（U）−
（O）−

KARI27017-I
次の文書が削除対象です。, フォルダパス ," %1", 文書名 ," %2",OIID," %3"
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%1 ：処理中文書の所属フォルダ
ダブルクォテーションが含まれる場合はダブルクォテーション１つに付き２つのダブル
クォテーションを出力します。
%2 ：処理中の文書名
ダブルクォテーションが含まれる場合はダブルクォテーション１つに付き２つのダブル
クォテーションを出力します。
%3 ：処理中文書の OIID
（S）−
（U）−
（O）−

KARI28001-E
指定した検索条件ファイルが存在しません。ファイル名：%1
%1 ：検索条件ファイル名
（S）検索条件ファイルの指定が不正です。処理を中断します。
（U）検索条件ファイルのパスを見直してください。
（O）−

KARI28002-E
検索条件ファイルにデータ行がありません。
（S）検索条件ファイルに空ファイルが指定されました。処理を中断します。
（U）検索条件ファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28003-E
検索条件ファイルの読み込みでエラーが発生しました。ファイル名：%1
%1 ：検索条件ファイル名
（S）検索条件ファイルの読み込みに失敗しました。処理を中断します。
（U）検索条件ファイルの指定を見直してください。
（O）−

KARI28004-E
検索条件がありません。
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（S）検索条件ファイルの 1 行目が空行です。処理を中断します。
（U）検索条件ファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28005-E
バージョン共通情報 oiid の取得処理でエラーが発生しました。詳細：%1
%1 ：エラー詳細
（S）バージョン共通情報 oiid の取得に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 に出力された情報を基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI28006-E
文書削除処理に失敗しました。詳細：%1
%1 ：エラー詳細
（S）文書の削除処理に失敗しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 に出力された情報を基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI28009-E
指定したフォルダパスファイルが存在しません。ファイル名：%1
%1 ：フォルダパスファイル名
（S）フォルダパスファイルの指定が不正です。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルのパスを見直してください。
（O）−

KARI28010-E
フォルダパスファイルにデータ行がありません。
（S）フォルダパスファイルに空ファイル（０バイト）が指定されました。処理を中断し
ます。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−
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KARI28011-E
フォルダパスファイルの読み込みでエラーが発生しました。ファイル名：%1
%1 ：フォルダパスファイル名
（S）フォルダパスファイルの読み込みに失敗しました。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28012-E
空行は指定できません。
（S）フォルダパスファイルに空行が指定されています。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28013-E
フォルダパスファイルの行と列の数が一致しません。
（S）フォルダパスファイルのヘッダ行の列数とデータ行の列数が一致しません。処理を
中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28014-E
フォルダパスファイルにデータ行が存在しません。
（S）フォルダパスファイルに 1 行目だけが指定されています。処理を終了します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28015-E
フォルダパスファイルの列数の指定が不正です。
（S）ヘッダ行のフィールド数が 10 個以外で指定されています。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルのヘッダ行を見直してください。
（O）−
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KARI28016-E
フォルダパスファイルのフォルダ階層の指定が不正です。
（S）フォルダパスの階層が不正です。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28017-E
フォルダパスファイルの内容が不正です。行番号：%1
%1 ：フォルダパスファイルの行番号
（S）データ行の指定内容が不正です。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28018-E
フォルダパスファイルの内容が不正です。
（S）フォルダパスファイルに 1 行しか指定されていません。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI28019-E
指定したフォルダパスが存在しません。
（S）フォルダパスファイルに指定するフォルダパスが存在しません。処理を中断します。
（U）フォルダパスファイルの指定内容を見直してください。
（O）−

KARI31001-I
ログファイルを出力しました。ファイル名 :%1
%1 ：ログファイル名
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−
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KARI32001-I
文書一括チェックアウトキャンセルコマンドを開始します。
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI32002-I
文書一括チェックアウトキャンセルコマンドを終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI32004-I
チェックアウトキャンセル処理を開始します。
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI32005-I
チェックアウトキャンセル処理を終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI32006-I
チェックアウトキャンセル成功件数 :%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
（O）−
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KARI32007-I
チェックアウトキャンセル失敗件数 :%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI32008-I
チェックアウト中文書の一覧出力を開始します。
（S）処理を開始します。
（U）−
（O）−

KARI32009-I
チェックアウト中文書の一覧出力を終了しました。
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI32010-I
チェックアウト中文書情報取得成功件数 :%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI32011-I
チェックアウト中文書情報取得失敗件数 :%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
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（O）−

KARI33001-E
引数の指定がありません。引数名 :%1
%1 ：引数名
（S）コマンド引数の指定がありません。処理を中断します。
（U）コマンド引数の指定を見直してください。
（O）−

KARI33002-E
引数値の指定がありません。引数名 :%1
%1 ：引数名
（S）コマンド引数の引数値の指定がありません。処理を中断します。
（U）コマンド引数の指定を見直してください。
（O）−

KARI33003-E
引数の指定が重複しています。引数名 :%1
%1 ：引数名
（S）コマンド引数の指定が重複しています。処理を中断します。
（U）コマンド引数の指定を見直してください。
（O）−

KARI33004-E
引数の指定が不正です。引数名 :%1
%1 ：引数名
（S）コマンド引数の指定が不正です。処理を中断します。
（U）コマンド引数の指定を見直してください。
（O）−
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KARI33005-E
指定した登録情報ファイルが存在しません。ファイル名 :%1
%1 ：ファイル名
（S）指定した登録情報ファイルがありません。処理を中断します。
（U）コマンド引数に指定した登録情報ファイルを見直してください。
（O）−

KARI33006-E
ログインに失敗しました。文書空間識別子に誤りがあります。ファイル名 :%1
%1 ：ファイル名
（S）ログインに失敗しました。処理を中断します。
（U）コマンド引数の文書空間識別子を見直してください。
（O）−

KARI33007-E
ログインに失敗しました。ユーザ ID またはパスワードに誤りがあります。
（S）ログインに失敗しました。処理を中断します。
（U）ユーザ ID またはパスワードの指定を見直してください。
（O）−

KARI33008-E
ログインに失敗しました。最大接続数を超えています。
（S）最大接続数を超えているため，ログインに失敗しました。処理を中断します。
（U）時間を置いて，再度実行してください。
（O）−

KARI33009-E
ログインに失敗しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）ログインに失敗しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
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（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI33010-E
フォルダ情報の取得処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）フォルダ情報の取得処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI33011-E
文書種別マスタの情報取得処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）文書種別マスタの情報取得処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI33012-E
ログファイルの出力でエラーが発生しました。ファイル名 :%1
%1 ：ログファイル名
（S）ログファイルの出力でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI33013-E
-f で指定する区切り文字は半角記号 1 文字で指定してください。
（S）コマンド引数の指定が不正です。処理を中断します。
（U）コマンド引数の指定を見直してください。
（O）−

KARI33014-E
登録情報ファイルの内容が不正です。
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（S）登録情報ファイルの内容が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI33015-E
登録情報ファイルの内容が不正です。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）登録情報ファイルの内容が不正です。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI33019-E
監査証跡ログの出力でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）監査証跡ログの出力でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI33020-E
トランザクション処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）トランザクション処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI33021-E
指定した入力ファイルが存在しません。ファイル名 :%1
%1 ：入力ファイルのパス
（S）指定した入力ファイルが存在しません。処理を中断します。
（U）入力ファイルのパスの指定を見直してください。
（O）−
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KARI33022-E
入力ファイルにデータ行がありません。
（S）入力ファイルにデータ行がありません。処理を中断します。
（U）入力ファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI33023-E
入力ファイルの読み込みでエラーが発生しました。ファイル名 :%1

詳細 :%2

%1 ：入力ファイルのパス
%2 ：詳細情報
（S）入力ファイルの読み込みでエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のファイルに読み込み権限を設定してください。または，% ２の情報を基に，
システム環境を見直してください。

KARI33024-E
出力ファイルの作成でエラーが発生しました。ファイル名 :%1

詳細 :%2

%1 ：出力ファイルのパス
%2 ：詳細情報
（S）出力ファイルの作成でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）−
（O）%1 のフォルダに書き込み権限を設定してください。または，% ２の情報を基に，
システム環境を見直してください。

KARI33025-E
出力ファイルの書き込みでエラーが発生しました。文字列 :%1

詳細 :%2

%1 ：文字列
%2 ：詳細情報
（S）出力ファイルへの書き込みでエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）−
（O）ディスク容量を見直してください。または，% ２の情報を基に，システム環境を見
直してください。
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KARI33027-E
指定した出力フォルダが存在しません。フォルダ名 :%1
%1 ：出力フォルダのパス
（S）指定した出力フォルダが存在しません。処理を中断します。
（U）出力フォルダのパスの指定を見直してください。
（O）−

KARI33028-E
出力先にファイルもしくはフォルダが存在するため，ファイルを作成できません。ファイル名
:%1
%1 ：出力先のパス
（S）出力先にファイルもしくはフォルダが存在するため，ファイルを作成できません。
処理を中断します。
（U）出力先を変更する，もしくは時間を置いてから，コマンドを再度実行してください。
（O）−

KARI33029-E
引数値の指定が不正です。引数名 :%1
%1 ：引数名
（S）コマンド引数が不正です。処理を中断します。
（U）%1 の引数の内容を見直してください。
（O）−

KARI34001-E
チェックアウトキャンセル処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）内部処理でエラーが発生しました。エラーとなった文書に対する処理を中断し，次
の文書の処理に移ります。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。
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KARI34002-E
文書がチェックアウトされていません。文書名 :%1
%1 ：エラーの発生した文書の文書名
（S）コマンド開始時点でチェックアウト中だった文書に対して，コマンドの実行中に外
部からチェックインもしくはチェックアウトキャンセルが行われたため，チェックアウ
トキャンセルでエラーが発生しました。エラーとなった文書に対する処理を中断し，次
の文書の処理に移ります。
（U）エラーとなった文書の状態を確認して，必要に応じてコマンドを再度実行してくだ
さい。
（O）−

KARI34003-E
チェックアウト中文書情報の取得処理でエラーが発生しました。詳細 :%1
%1 ：詳細情報
（S）内部処理でエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。

KARI36001-E
指定した登録情報ファイルが存在しません。ファイル名 :%1
%1 ：登録情報ファイル名
（S）指定した登録情報ファイルがありません。処理を中断します。
（U）登録情報ファイルのパスを見直してください。
（O）−

KARI36003-E
登録情報ファイルの読み込みでエラーが発生しました。ファイル名 :%1
%1 ：登録情報ファイル名
（S）登録情報ファイルの読み込みでエラーが発生しました。処理を中断します。
（U）システム管理者に連絡してください。
（O）エラーメッセージを基に，エラーの要因を取り除いてください。
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KARI40001-I
移行支援コマンドの処理を開始しました。
（S）処理を開始しました。
（U）−
（O）−

KARI40002-I
移行支援コマンドの処理を終了しました。
（S）処理を終了しました。
（U）−
（O）−

KARI40004-I
フォルダを出力しました。フォルダ名 :%1
%1 ：フォルダ名
（S）フォルダを出力しました。
（U）−
（O）−

KARI40005-I
フォルダ出力件数 :%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI40006-I
文書を出力しました。文書名 :%1
%1 ：文書名
（S）文書を出力しました。
（U）−
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（O）−

KARI40007-I
文書出力件数 :%1 件
%1 ：件数
（S）−
（U）−
（O）−

KARI41001-W
指定値に対応する ID がユーザ情報マップファイルにありません。指定値 :%1
%1 ：フォルダ情報または文書一覧情報に指定している所有者名，または更新者名
（S）指定値に対応する ID がユーザ情報マップファイルにありません。
（U）ユーザ情報マップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI41002-W
指定値に対応する表示名称がユーザ情報マップファイルにありません。指定値 :%1
%1 ：フォルダ情報または文書一覧情報に指定している所有者名，または更新者名
（S）指定値に対応する表示名称がユーザ情報マップファイルにありません。
（U）ユーザ情報マップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI41003-W
コメントに指定可能な最大長を超えています。超過部分を削除します。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）コメントに指定可能な最大長を超えています。
（U）文書一覧情報のコメントの指定を見直してください。
（O）−
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KARI41004-W
ユーザプロパティに指定可能な最大長を超えています。超過部分を削除します。行番号 :%1 列
番号 :%2
%1 ：行番号
%2 ：列番号
（S）ユーザプロパティに指定可能な最大長を超えています。
（U）文書一覧情報のユーザプロパティの指定を見直してください。
（O）−

KARI41005-W
文書実体ファイルにアクセスできません。当該ファイルパスは出力しません。ファイルパス :%1
%1 ：ファイル名
（S）文書実体ファイルにアクセスできません。
（U）文書一覧情報の文書実体ファイルの指定，またはコマンド引数（-d）の指定を見直
してください。
（O）−

KARI41006-W
履歴のある文書に空文書は指定できません。当該文書は出力しません。文書名 :%1
%1 ：文書名
（S）履歴のある文書に空文書を指定しています。
（U）履歴のある文書に対しては登録するファイルを指定してください。
（O）−

KARI42001-E
ファイルの読み込みでエラーが発生しました。ファイル名 :%1
%1 ：ファイル名
（S）ファイルが読み込めません。
（U）ファイルの指定を見直してください。
（O）−
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KARI42002-E
ファイルの書き込みでエラーが発生しました。ファイル名 :%1
%1 ：ファイル名
（S）ファイルの書き込みができません。
（U）ファイルの指定を見直してください。
（O）−

KARI42003-E
指定したパスが不正です。パス :%1
%1 ：指定したパス
（S）指定したパスが不正です。
（U）指定したパスを見直してください。
（O）−

KARI42004-E
引数に指定した登録数が不正です。登録数 :%1
%1 ：登録数
（S）引数に指定した登録数が不正です。
（U）指定した登録数を見直してください。
（O）−

KARI42005-E
メモリが不足しているため，処理を続行できませんでした。
（S）メモリを確保できなかったため，処理を続行できません。
（U）ほかのアプリケーションを停止したあと，再度実行してください。エラーが頻発す
る場合は，保守員に連絡してください。
（O）−

KARI42006-E
フォルダ情報に空行は指定できません。
（S）フォルダ情報に空行が指定されています。
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（U）フォルダ情報の内容を見直してください。
（O）−

KARI42007-E
文書一覧情報に空行は指定できません。
（S）文書一覧情報に空行が指定されています。
（U）文書一覧情報の内容を見直してください。
（O）−

KARI42011-E
ユーザ情報マップファイルのフォーマットが不正です。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）ユーザ情報マップファイルのフォーマットが不正です。
（U）ユーザ情報マップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI42012-E
ユーザ情報マップファイルに指定可能な最大長を超えています。行番号 :%1 列番号 :%2
%1 ：行番号
%2 ：列番号
（S）ユーザ情報マップファイルに指定可能な最大長を超えています。
（U）ユーザ情報マップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI42013-E
ユーザ情報マップファイルのエントリが重複しています。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）ユーザ情報マップファイルのエントリが重複しています。
（U）ユーザ情報マップファイルの内容を見直してください。
（O）−
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KARI42021-E
ユーザプロパティマップファイルのフォーマットが不正です。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）ユーザプロパティマップファイルのフォーマットが不正です。
（U）ユーザプロパティマップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI42022-E
ユーザプロパティマップファイルに指定したカラム番号が不正です。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）ユーザプロパティマップファイルに指定したカラム番号が不正です。
（U）ユーザプロパティマップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI42023-E
ユーザプロパティマップファイルに指定したカラム名が不正です。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）ユーザプロパティマップファイルに指定したカラム名が不正です。
（U）ユーザプロパティマップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI42024-E
文書一覧情報のユーザプロパティの指定値が不正です。行番号 :%1 列番号 :%2
%1 ：行番号
%2 ：列番号
（S）文書一覧情報のユーザプロパティの指定値が不正です。
（U）文書一覧情報のユーザプロパティの内容を見直してください。
（O）−

KARI42025-E
ユーザプロパティマップファイルのエントリが重複しています。行番号 :%1
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%1 ：行番号
（S）ユーザプロパティマップファイルのエントリが重複しています。
（U）ユーザプロパティマップファイルの内容を見直してください。
（O）−

KARI42031-E
複数グループアクセス権情報ファイルのフォーマットが不正です。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）複数グループアクセス権情報ファイルのフォーマットが不正です。処理を中断しま
す。
（U）複数グループアクセス権情報ファイルの内容を見直してください。または
Groupmax Document Manager のユティリティコマンド（ISdefmga コマンド）を実行
し，ファイルを再出力してください。
（O）−

KARI42032-E
複数グループアクセス権情報ファイルのエントリが重複しています。行番号 :%1
%1 ：行番号
（S）複数グループアクセス権情報ファイルのエントリが重複しています。処理を中断し
ます。
（U）複数グループアクセス権情報ファイルの内容を見直してください。または
Groupmax Document Manager のユティリティコマンド（ISdefmga コマンド）を実行
し，ファイルを再出力してください。
（O）−

KARI42033-W
登録情報ファイルの「アクセス権限リスト」で設定対象 ID が重複しています。行番号 :%1 移行
前 :%2 移行後 :%3 ユーザ情報マップファイルを見直すか，登録情報ファイルから重複している
ID を削除してください。
%1 ：行番号
%2 ：移行前の ID
%3 ：移行後の ID
（S）移行後の設定対象 ID が重複しています。処理を続行します。
（U）ユーザ情報マップファイルを使用して移行後の設定対象 ID が重複しないようにす
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るか，登録情報ファイルから重複している設定対象 ID を削除してください。
（O）−

KARI43001-I
監査証跡ログファイルの変換処理を開始しました。[%1]
%1 ：すべてのコマンド引数情報
（S）処理を続行します。
（U）−
（O）−

KARI43002-I
監査証跡ログファイルの変換処理を終了しました。[EXIT-CODE:%1]
%1 ：コマンド終了コード
（S）処理を終了します。
（U）−
（O）−

KARI43011-E
変換元監査証跡ログファイルを読み込むことができません。ファイル名 :%1 Line:%2 詳細 :%3
ErrorCode:%4
%1 ：変換元監査証跡ログファイル名
%2 ：CSV の行番号
%3 ：エラー情報
%4 ：エラーコード
（S）変換元監査証跡ログファイルの読み込みに失敗します。
（U）変換元監査証跡ログファイルの指定を見直してください。
（O）−
%1 ：変換先監査証跡ログファイル名

KARI43013-E
変換先監査証跡ログファイルに指定したパスが存在しません。ファイル名 :%1
%1 ：変換先監査証跡ログファイル名
（S）変換先監査証跡ログファイルのパスが存在しません。
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（U）変換先監査証跡ログファイルの指定を見直してください。
（O）−

KARI43014-E
変換先監査証跡ログファイルの書き込みでエラーが発生しました。ファイル名 :%1Line:%2 詳細
:%3 ErrorCode:%4
%1 ：変換先監査証跡ログファイル名
%2 ：CSV の行番号
%3 ：エラー情報
%4 ：エラーコード
（S）変換先監査証跡ログファイルの作成や書き込みに失敗します。
（U）変換先監査証跡ログファイルの作成や書き込みが可能か，アクセス権が適切かどう
か確認してください。
（O）−

KARI43015-E
変換元監査証跡ログファイルの文字コードの指定値が不正です。指定値 :%1
%1 ：指定した変換元監査証跡ログファイルの文字コード
（S）引数「-s」の値に「UTF-8」
，「SJIS」以外を指定しています。
（U）引数「-s」の値には「UTF-8 」
，または「SJIS」を指定します。
（O）−

KARI43016-E
変換先監査証跡ログファイルの文字コードの指定値が不正です。指定値 :%1
%1 ：指定した変換先監査証跡ログファイルの文字コード
（S）引数「-e」の値に「SJIS」以外を指定しています。
（U）引数「-e」の値には「SJIS」を指定します。
（O）−
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付録 A

クラス一覧

DocumentBroker Standard GUI で使用するクラス情報の一覧を次の表に示します。
表 A-1 DocumentBroker Standard GUI で使用するクラス情報一覧
項
番

クラス名称

スーパークラス名称

概要

1

ecmClass_DocContainer
フォルダクラス

dmaClass_Container

フォルダ階層のノード
を構成するクラス

2

ecmClass_FileDocCH
文書バージョン共通クラス

dmaClass_ConfigurationHistor
y

一般文書バージョン共
通情報管理クラス

3

ecmClass_FileDocDV
文書バージョン固有クラス

edmClass_VersionTracedDocVe
rsion

一般文書バージョン固
有情報管理クラス※ 1

4

ecmClass_FlowRoute
ルートクラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

ルート管理クラス

5

ecmClass_FlowDocCH
公開前文書バージョン共通クラス

dmaClass_ConfigurationHistor
y

審査・承認文書バー
ジョン共通情報管理ク
ラス

6

ecmClass_FlowDocDV
公開前文書バージョン固有クラス

edmClass_VersionTracedDocVe
rsion

審査・承認文書バー
ジョン固有情報管理ク
ラス※ 2

7

ecmClass_Flow
案件クラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

審査・承認案件管理ク
ラス

8

ecmClass_Approve
審査・承認結果クラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

審査・承認結果管理ク
ラス

9

ecmClass_Sign
タイムスタンプ・電子署名クラス

edmClass_VersionTracedDocVe
rsion

タイムスタンプおよび
電子署名管理クラス

10

ecmClass_DocNum
文書番号採番クラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

文書番号採番用クラス

11

−
パブリック ACL クラス

edmClass_PublicACL

パブリック ACL クラ
ス

12

ecmClass_InspectionInfo
監査証跡ログクラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

監査証跡ログクラス

13

ecmClass_TrustPoint
信頼ポイント管理クラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

信頼ポイント管理クラ
ス

14

edmClass_Relationship
文書間リレーションクラス

edmClass_Relationship

文書間リレーションク
ラス

15

ecmClass_DocTypeMaster
文書種別マスタクラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

文書種別マスタのクラ
ス

16

ecmClass_TypePropValueMaster
属性値マスタクラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

属性値マスタのクラス

17

ecmClass_JobInfo
ジョブ管理クラス

edmClass_IndependentPersiste
nce

ジョブ情報クラス
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項
番
18

クラス名称
ecmClass_FolderCapacity
フォルダ下容量管理クラス

スーパークラス名称

概要

edmClass_IndependentPersiste
nce

フォルダ下容量管理ク
ラス

（凡例） −：該当しない
注※ 1
• 文書の全文検索を実行する場合，DocumentBroker Text Search Index Loader の
処理対象文書クラスにこのクラスを指定してください。
• 審査・承認後に公開する文書ファイルの実体を PDF 形式に変換する場合，
DocumentBroker Rendering Option の処理対象文書クラスにこのクラスを指定し
てください。
• 一般文書を PDF 形式に変換して公開する場合，DocumentBroker Rendering
Option の処理対象クラスにこのクラスを指定してください。
注※ 2
審査・承認時に PDF 形式で文書ファイルを参照する場合，DocumentBroker
Rendering Option の処理対象文書クラスにこのクラスを指定してください。
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用語解説

DocumentBroker Standard GUI で使用する用語について説明します。

（英字）
DMA（Document Management Alliance ）
文書管理インターフェースの標準化を図る団体 AIIM（Association for Information and Image
Management International）によって定義される共通インターフェースです。

DN（Distinguished Name）
LDAP に対応するディレクトリサービスでは，組織とユーザの階層をツリー構造で管理します。DN
は，このツリー上にある各エントリを一意に識別するための識別名です。

Hitachi Content Archive Platform
DocumentBroker Standard GUI で文書をアーカイブするときの前提となるストレージシステムで
す。データの改ざんを防ぐ WORM 機能を持ちます。

LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）
TCP/IP 上で動作する解放型 DAP を提供し，X.500 のデータモデルを保持するためのプロトコルで
す。

OIID（Object Instance Identifier）
すべてのオブジェクトにプロパティとして付けられている識別子です。OIID は，文書空間識別子，
文書空間特有のオブジェクトの識別子などから構成され，次に示すように「dma://」で始まる URL
の形式で定義されています。なお，「…」は，途中の省略を示します。
（例）
dma:///07a17522-a626-11d0-b11f-0020af27a837/ …00000000001

RD エリア
データベースの表，インデクスおよびデータディクショナリを格納するデータ領域のことです。
データの格納単位の一つで，1 〜 16 個の HiRDB ファイルから構成されます。

RD エリア定義情報ファイル
DocumentBroker が使用するユーザ表およびインデクスを，どの RD エリアに格納するか定義する
ファイルです。このファイルは，DocumentBroker の文書空間の定義コマンド
（EDMCDefDocSpace ）を実行すると出力されます。

WAR ファイル
Web アプリケーションの構成要素を JAR ファイル形式に圧縮したファイルです。
Web アプリケーションの実行に必要な HTML ファイル，JSP ページ，Java クラスファイル，JAR
ファイル，配置ディスクリプタなどが含まれます。
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Web サービス
DocumentBroker Standard GUI を使用した文書管理サービスを，クライアントに対して提供する
サーバです。

WORM 機能
Hitachi Content Archive Platform が持つ，データの改ざんを防ぐ機能のことです。

（ア行）
アクセス権
フォルダや文書を作成したり，作成済みのフォルダや文書にアクセスしたりする権利です。

アルファベット異表記展開検索
アルファベットの文字列に対する異表記展開検索のことです。

案件
文書に対して審査・承認を依頼してから，その文書が審査・承認を経て，公開されるまでの処理単
位です。

一般文書
作成済みの文書で，公開していない文書のことです。

異表記展開検索
「HITACHI」と「Hitachi」，「コンピュータ」と「コンピューター」などのように，表記方法が異な
る文字列を同じ文字列と見なして検索することです。
DocumentBroker Standard GUI では，アルファベット異表記展開検索，かたかな異表記展開検索，
および全角半角異表記展開検索が利用できます。

イメージ文書登録サーバ
デジタル複合機でスキャンした紙の文書や受信した FAX を，DocumentBroker Standard GUI のイ
メージ文書として登録するサーバです。

インデクス情報ファイル
プロパティに定義するインデクスの情報が記述されているファイルです。このファイルは，
DocumentBroker の文書空間の定義コマンド（EDMCDefDocSpace）を実行すると出力されます。

オブジェクト操作ツール
DocumentBroker のシステムの運用・保守のために使用するツールです。

（カ行）
かたかな異表記展開検索
かたかなの文字列に対する異表記展開検索のことです。
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監査証跡ログ
フォルダや文書などに対するユーザの操作を記録した履歴のことです。監査証跡ログを参照するこ
とで，システムの使用状況や不正なアクセスがないかどうかを確認できます。

関連ファイル
文書に登録された文書ファイルのうち，主ファイル以外の文書ファイルのことです。関連ファイル
は複数登録できます。
関連ファイルには，一般文書に登録された一般関連ファイルと，公開文書に登録された公開関連
ファイルがあります。

公開フォルダ
公開文書を格納するフォルダのことです。

公開文書
審査・承認後に公開された文書のことです。

ごみ箱
削除した文書を一時的に退避する場所です。

（サ行）
システム管理者
DocumentBroker Standard GUI を使用したシステムを運用，管理，および保守するユーザです。

主ファイル
文書に一つだけ登録される文書ファイルのことです。主ファイルに対する操作が文書ファイル全体
に反映されます。

種別用プロパティ定義ファイル
文書種別マスタで指定するプロパティ項目（画面での表示名，プロパティのデータ型，入力方式な
ど）を定義するファイルです。

全角半角異表記展開検索
全角の文字列と半角の文字列に対する異表記展開検索のことです。

全文検索
文書中に含まれる文字列をキーワード（検索条件）として検索する方法です。

全文検索インデクス
文書から抽出したテキストデータを基に作成された全文検索用のインデクスです。

全文検索テキストインデクス登録サーバ
文書から全文検索用のテキストデータを抽出し，データベースに対してテキストインデクス情報を
登録するためのサーバです。
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（タ行）
チェックアウト
文書を更新するために，文書ファイルの実体をダウンロードして，ほかのユーザによって更新され
ないようにすることです。

チェックイン
チェックアウトした文書を更新し，新しい版（バージョン）の文書をフォルダに再登録することで
す。

定義情報ファイル
オブジェクトを定義するファイルです。このファイルに定義されている情報は，メタ情報として追
加されます。このファイルは，DocumentBroker の文書空間の定義コマンド
（EDMCDefDocSpace ）を実行すると出力されます。

ディレクトリサーバ
ユーザ情報，組織情報，およびグループ情報を管理するサーバです。

データベースサーバ
文書管理サーバによって管理される文書ファイルの実体とプロパティの格納，検索などの処理をす
るサーバです。

同義語展開検索
同じ意味を示すキーワードを関連づけた辞書を使用した検索のことです。例えば，検索条件として
「パソコン」を指定した場合に，「電子計算機」，「パーソナルコンピュータ」，「PC」など，検索条件
と同じ意味を持つ単語を含む文書も検索できます。

（ナ行）
ノードフォルダ
フォルダ体系に対して階層の分類を整理するために使用するフォルダです。
ノードフォルダには文書を格納できません。

（ハ行）
バージョン付き文書
複数の版（バージョン）を持ち，版（バージョン）を管理する文書です。

フォルダ
フォルダのプロパティと，フォルダに格納するファイルとの関連づけについての情報で構成される
概念です。これらの情報はデータベースに格納されて管理されます。
DocumentBroker Standard GUI で扱うフォルダには，文書フォルダ，公開フォルダ，およびノー
ドフォルダがあります。

353

付録 B 用語解説

フォルダ管理者
フォルダ階層を管理するユーザです。

フォルダ指定検索
指定したフォルダに格納されている文書を検索する方法です。

プロパティ
フォルダや文書に関する付加情報です。

プロパティ検索
文書のプロパティ（作成日やファイルサイズなど）を検索条件として検索する方法です。

文書
Word やテキストエディターなどのアプリケーションプログラムで作成したファイルの実体と，その
ファイルのプロパティを合わせて文書といいます。主ファイルと関連ファイルの複数のファイルを
持つことができます。また，複数の版（バージョン）を持つことができ，それぞれの版にファイル
を持つことができます。文書には一般文書と公開文書があります。

文書管理サーバ
文書の管理機能を提供するサーバです。

文書空間
文書管理サーバが管理するメモリ空間です。DocumentBroker が管理するファイルのプロパティや
フォルダなどのオブジェクトの構成が定義されているリポジトリとしても位置づけられます。

文書空間情報ファイル
文書空間のアクセス制御情報や使用する RD エリア名を定義するファイルです。このファイルは，
データベース容量見積もり支援ツールで出力されます。

文書クラス定義ファイル
文書空間を構築するためのデータベース容量を見積もるときに使用する情報を定義するファイルで
す。このファイルは，データベース容量見積もり支援ツールで出力されます。

文書作成ユーザ
文書を作成するユーザです。

文書参照ユーザ
文書を参照するユーザです。

文書種別
文書の種類を表す定義です。

文書フォルダ
一般文書を格納するフォルダのことです。文書の登録の可否が指定できます。

文書リンク
文書と文書の関連づけです。
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文書レンダリングサーバ
文書ファイルの実体を PDF 形式に変換するサーバです。

（マ行）
見積もり基礎情報ファイル
データベースを見積もるときの基データとして使用するファイルです。このファイルは，
DocumentBroker の文書空間の定義コマンド（EDMCDefDocSpace）を実行すると出力されます。

（ラ行）
リファレンスファイル文書
文書を「文書の実体（コンテント）」と「文書の格納先の情報（コンテントロケーション）」に分け
て管理する文書のことです。
DocumentBroker Standard GUI では，文書をリファレンスファイル文書の形式にして，文書の実
体をストレージシステムに，文書の格納先の情報をデータベースに格納することで，文書をアーカ
イブしています。
このとき，文書をリファレンスファイル文書の形式にするために，DocumentBroker サーバのリ
ファレンスファイル管理機能を使用しています。

リファレンスファイル文書化機能
文書をアーカイブするために，DocumentBroker Standard GUI に登録されている文書をリファレ
ンスファイル文書の形式に変更する機能です。

ルート
案件の審査・承認処理をだれが実行するか，承認後にどのフォルダで文書を公開するかなど，文書
の公開に必要な情報を定義したものです。

ルート管理者
案件の作成に必要なルートの定義や削除，およびアクセス権を更新するユーザです。

ルート定義
案件の審査・承認処理をどういう順で，だれが実行するかを定義した情報です。
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