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お使いになる前に

Web ブラウザーの設定
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基本設定を変更する
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ライセンス

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。

「ライセンス」について

ライセンスキー

の登録

利用するユー

ザー

カスタマイズ

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。
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運用管理

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。

「運用管理」について

システム管理

者の登録

システム管理

用パスワード

サポート登録

者の登録

システムメー

ルアカウント

メンテナンス時

間

個人データの

サーバー間で

の移行

サイボウズ

(R)Off iceの実

行環境の診断

連携システム

からの通知

パフォーマンス

連携認証 ロギング システムタスク

各アプリケーション

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。

個人フォルダ

(メモのサイズ

制限)

社内メール メール スケジュール

と設備予約

電話メモ（在席

情報）

タイムカード 掲示板 ファイル管理 アドレス帳

ユーザー名簿 リンク集 ワークフロー 報告書 プロジェクト ケータイ

「 メモ」「 ToDo リスト」「 cybozu .ne t」「 CybozuToo ls !」については、システム設定で

設定する項目はありません。

トップページのシステム設定については、 「 トップページでの連絡 」 「 トップページの最初の

レイアウト」 「 最新情報における制限」 を参照してください。

連携システムの通知のシステム設定については、 「 連携システムの通知」 を参照してください。

「デヂエ」のシステム設定については、『サイボウズ デヂエ 8』の「管理者マニュアル」を参照してく

ださい。

その他

定期的に行う操作について

データの保守（バックアップと最適化）

ファイル構成

html ファイルのカスタマイズ

ユーザーと管理者の権限

ファイルの入出力一覧

システム設定初期値一覧

入力制限値一覧
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「システムタスク」「サイボウズ Office8 ワークフロー」「サイボウズ Office8 報告書」「サイボウズ

Office8 プロジェクト」「サイボウズ Office 8 ケータイ」「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」「サイボ

ウズ　ネット連携サービス」を使用するには、別途ライセンスが必要です。
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「システム設定」画面へのアクセス方法

「Office 8」の「システム設定」へのアクセス方法や表示される項目について説明します。

「システム設定」画面へのアクセス方法は、システム管理者の登録方法により異なります。

システム管理用のパスワードが設定されている場合があります。

画面右下の システム設定 をクリックする

「システム管理用パスワードの入力」画面が表示されます。

システム管理用のパスワードを設定していない場合は、手順 3 に進みます。

システム管理用のパスワードを入力し、  をクリックする

「システム設定」画面が表示されます。

画面左上のタブを切り替える

画面の表示が選択したタブの表示に切り替わります。

システム設定のタブ

タブ 説明

 基本設定
基本的な管理項目のアイコンが表示されます。

「基本設定を変更する」

 詳細設定

ユーザー管理 ／ ライセンス ／ カスタマイズ ／ 運用管

理／ 各アプリケーション に分かれて設定できる項目が表示されま

す。

目的のアイコンをクリックする

詳細設定 タブに表示される項目

項目 説明

ユーザー管理
ユーザー管理に関する設定を変更できます。

「「ユーザー管理」について」

ライセンス
ライセンスに関する設定を変更できます。

「「ライセンス」について」

カスタマイズ

システム全般のカスタマイズに関する設定を変更できます。トップペー

ジ／ログインページをカスタマイズできます。

「カスタマイズについて」

運用管理

システム全般の運用管理に関する設定を変更できます。システム管理

者／サポート登録者を登録できます。

「「運用管理」について」

各アプリケーション 各アプリケーションに関する設定を変更できます。

　
個人フォルダ（メモ

のサイズ制限）

個人フォルダに関する設定を変更します。

「個人フォルダ」
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社内メール
社内メールに関する設定を変更します。

「社内メール」

メール
メールに関する設定を変更します。

「メール」

スケジュールと設

備予約

スケジュールと設備予約に関する設定を変更します。

「スケジュールと設備予約」

電話メモ（在席確

認）

電話メモに関する設定を変更します。

「電話メモ（在席確認）」

タイムカード
タイムカードに関する設定を変更します。

「タイムカード」

掲示板
掲示板に関する設定を変更します。

「掲示板」

ファイル管理
ファイル管理に関する設定を変更します。

「ファイル管理」

アドレス帳
アドレス帳に関する設定を変更します。

「アドレス帳」

ユーザー名簿
ユーザー名簿に関する設定を変更します。

「ユーザー名簿」

リンク集
リンク集に関する設定を変更します。

「リンク集」

ワークフロー
ワークフローに関する設定を変更します。

「ワークフロー」

報告書
報告書に関する設定を変更します。

「報告書」

プロジェクト
プロジェクトに関する設定を変更します。

「プロジェクト」

ケータイ
ケータイに関する設定を変更します。

「ケータイ」

ライセンス状況により表示されない項目もあります。

「デヂエ」のシステム設定画面にアクセスする場合は、「デヂエ」の操作画面で システム設定

をクリックしてください。

「システム設定」画面を表示すると、前回表示していたタブが選択されています。

システム管理者をパスワードのみで制限している場合は、「ログイン」画面右下の システム設

定 をクリックし、「システム設定」画面にアクセスすることもできます。

操作の途中でシステム設定の画面に遷移した場合は、画面の背景が黄色に切り替わります。
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基本設定を変更する

システム管理の基本設定を変更します。

「システム設定」画面の「基本設定」タブには、「Office 8」を使用するまでに必要な基本的な設定項

目が表示されています。導入を開始する前に、基本設定に表示されている設定項目をひと通り確

認してください。

画面右下の システム設定 をクリックする

「システム設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

「 基本設定」タブを選択する

「システム設定（基本）」画面が表示されます。

設定を変更する機能のアイコンをクリックする

基本設定の設定項目

項目 説明

最初にお読

みください!

「Office 8」のシステム管理について次のテーマごとに説明しています。

「インストール後に行う基本設定」

「困ったときは ...」

「設定次第ではこんなに便利 !」

「サンプルデータの一括削除について」

システム管理の基礎的な内容が説明されていますので、最初にお読みくださ

い。

「サンプルデータを一括削除する」

ユーザー

「Office 8」を利用するユーザーを設定します。

「ユーザーを設定する」

グループ

ユーザーが所属するグループを設定します。

「グループを設定する」

会社情報

会社情報を設定します。

「会社情報を変更する」

ライセンス

キーの登録

ライセンスを登録します。

「ライセンスを登録する」

システム管

理用パスワード

システム管理用のパスワードを設定します。

「システム管理用のパスワードを変更する」

メールサー

バー（既設）の登

録

メール機能で使用するメールサーバーを登録します。

「メールサーバーを登録する」
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基本設定で表示されている設定は、詳細設定の各項目で設定することもできます。
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サンプルデータを一括削除する

サンプルデータを一括削除します。

インストール時に同時にインストールされたサンプルデータを一括削除できます。

サンプルデータを一括削除すると、インストール後に登録したデータもすべて削除され、元に戻せま

せん。データが削除されるアプリケーションは次のとおりです。重要なデータは、削除の前にバック

アップを行い、保管しておくことをお勧めします。

ユーザー情報

グループ情報

社内メール

設備

設備グループ

スケジュール

掲示板

アドレス帳

報告書

プロジェクト

削除したくないデータがある場合は、削除するアプリケーションのデータのみ削除してください。

「ユーザーを削除する」　 「グループを削除する」　 「社内メールを一括削除する」　 「設備

を削除する」　 「設備グループを削除する」　 「スケジュールを一括削除する」　 「掲示板を

一括削除する」　 「アドレスデータを一括削除する」　 「報告書を一括削除する」　 「プロ

ジェクトを削除する」

画面右下の システム設定 をクリックする

「システム設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

「 基本設定」タブを選択し、 最初にお読みください ! をクリックする

「最初にお読みください !」画面が表示されます。

画面の一番下に表示される サンプルデータの一括削除 をクリックする

「サンプルデータの一括削除」画面が表示されます。

 をクリックする

削除する場合は、  をクリックする

データをバックアップする場合は、画面の「バックアップするべきディレクトリ」に表示されるディレク

トリのデータを保存してください。
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「 ユーザー管理」について

「 ユーザー管理」では、次の管理を行います。

項目 説明

ユーザー
「Office 8」を利用するユーザーを設定します。

グループ
ユーザーが所属するグループを設定します。

会社情報
会社情報を設定します。

ログイン方法
「Office 8」へのログイン方法を設定します。

パスワードの制限
パスワードに関する各種制限を設定します。

ユーザー管理 は、画面右下の システム設定 をクリックし、「 詳細設定」タブの 各アプリケーション の中

の ユーザー管理 から行います。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

システム設定の 基本設定 から、ユーザー／グループ／会社情報を設定することもできます。

「基本設定を変更する」
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ユーザーを設定する

ユーザーを設定します。

ユーザーを追加する

ユーザーを変更する

ユーザーの表示順を変更する

ユーザーを削除する

ユーザーデータのCSVファイルを読み込む

ユーザーデータをCSVファイルに書き出す

ユーザーを追加する前に、ユーザーが所属するグループを設定してください。

「グループを設定する」

「Office 8 基本セット」のライセンスキーをご購入済みのお客様は、ユーザーを追加する前に、必

ず、「ソフトウェア使用ライセンス」および「保守ライセンス」の登録を行ってください。

ユーザーを追加する

ユーザーを追加します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の ユーザー をク

リックする

「ユーザーの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

追加する をクリックする

「ユーザーの追加」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、  をクリックする

ユーザーの設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

名前 ユーザーの名前を入力します。

よみ 名前のよみを入力します。

ログイン名
ユーザーのログイン名を入力します。すでに登録されているユーザーのログイ

ン名とは異なる必要があります。

E-mail
ユーザーのE-mailアドレスを入力します。

「ユーザー情報のE-mailについて」

URL ユーザーまたはユーザーに関連するホームページのURLを入力します。
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連絡先
ユーザーの連絡先を入力します。ここで入力した内容が、在席情報の連絡

（先）欄の初期値になります。

パスワード／パス

ワード（確認）
ユーザーのパスワードを確認用とあわせ 2 回入力します。

最初に表示するグ

ループ

複数のグループに所属している場合、最初に表示するグループを選択しま

す。スケジュールや電話メモの画面で最初に表示するグループを選択しま

す。

所属するグループ
ユーザーが所属するグループを設定します。

「ユーザー（候補）を選択する」

ユーザー情報のログイン名について

ユーザー情報のログイン名は、ログイン方法を「ログイン名を入力する」に設定している場合に使用

します。また、「サイボウズリモートサービス」でシステム管理者としてログインする場合や、連携認

証を利用する場合にも使用するため、必要に応じて設定してください。

「連携認証とは」

ユーザー情報のE-ma i lについて

ユーザー情報のE-mail欄に登録されているアドレスは、個人フォルダなど「Office 8」で使用する

メールアドレスと連動しています。「メールアカウント（既設）の登録」で設定したメールアカウントが

E-mail欄に反映されます。

「Office 8」でメールを使用している場合は、「Office 8」で使用しているメールアドレスを入力してく

ださい。設定したメールアカウントは、メールの送受信で使用します。

「Office 8」では、プログラム内部でユーザーに個別 ID 番号を自動的に割り振って管理します。こ

のため、ユーザー名が重複している場合も、別ユーザーとして認識されます。

名前／ログイン名／所属するグループ以外の項目は、各ユーザーが設定内容を変更することもで

きます。

ユーザー名簿の「ユーザー名簿の項目」で設定したカスタマイズ可能な項目は、ユーザー情報の登

録時には設定できません。カスタマイズ可能な項目は、各ユーザーやシステム管理者が「ユーザー

情報の変更」画面で設定します。

『ユーザーマニュアル』の「ユーザー情報を変更する」

最初に表示するグループについて

予定や電話メモの表示など、各アプリケーションでグループの一覧画面を表示する場合に最初に

表示するグループを設定します。また、社内メールの宛先やスケジュールの参加者の選択時も、最

初に表示するグループが初期状態で表示されます。

所属するグループについて

ユーザーが所属するグループを設定できます。複数のグループに所属させることも可能です。

所属するグループを設定しないこともできますが、この場合は、カレンダーや社内メールの宛先選

択時に、メニューから「（全員）」を選択しないと、そのユーザーを確認できません。

ユーザーを変更する

ユーザーの設定を変更します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の ユーザー をク

リックする
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「ユーザーの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

グループを選択し、変更するユーザーの 変更する をクリックする

「ユーザーの変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、  をクリックする

「ユーザーの設定項目」

ユーザーの表示順を変更する

ユーザーの表示順を変更します。

同じグループ内でのユーザーの表示順を変更します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の ユーザー をク

リックする

「ユーザーの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

グループを選択し、 順番を変更する をクリックする

「ユーザーの順番変更」画面が表示されます。

表示順を変更し、  をクリックする

順番変更を最初からやり直す場合は、「最初から順番を変更する」タブを選択し、順番を変更してください。

右のリストには、「ユーザーの順番変更」画面を表示した時の順番でユーザー名が表示されています。

「表示順を変更する」

手順 2 で「（全員）」を選択すると、スケジュールの一覧画面などでグループの「（全員）」を選択した

場合のユーザーの表示順を変更できます。

ユーザーを削除する

ユーザーを削除します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の ユーザー をク

リックする

「ユーザーの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

グループを選択し、削除するユーザーの 削除する をクリックする

「ユーザーの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、  をクリックする
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ユーザーを削除すると

「office.odb」ファイル内にある該当ユーザーの「ユーザー名簿」「予定」「ToDo リスト」「個人フォル

ダ」のデータがすべて削除されます。また、掲示板やファイル管理に該当ユーザーが書き込み／登

録したデータは残りますが、ユーザーが存在しなくなるため、これらのデータを削除できるのはシス

テム管理者のみとなります。

削除したユーザーは、元に戻すことはできません。重要なデータは、削除の前にバックアップを行

い、保管しておくことをお勧めします。

「データをバックアップする」

ユーザーの選択削除について

「ユーザーの設定」画面で、削除するユーザーにチェックを入れ、  をクリックすると、選

択したすべてのユーザーをまとめて削除できます。

複数の項目にチェックを入れ、まとめて削除することもできます。

ユーザーの一括削除について

「ユーザーの設定」画面で、全てのユーザーを削除する をクリックすると、設定されているすべて

のユーザーをまとめて削除できます。

ユーザーデータのCSVファイルを読み込む

ユーザーデータのCSVファイルを読み込みます。

CSVファイルを作成するときの注意点については、「CSVファイルを作成するときの注意点」を参照してください。

CSVファイルを読み込むときは、変更がない場合でもすべての項目を読み込んでください。ファイル

に含まれていない項目は、ファイルを上書きすることでデータが削除されます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の ユーザー をク

リックする

「ユーザーの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

CSVファイルから読み込むをクリックする

「ユーザー情報のCSVファイルからの読み込み」画面が表示されます。

読み込むCSVファイルを選択し、  をクリックする

「ファイルを選択する」

内容を確認し、先頭行を項目名として無視するかどうかを設定する

先頭行を項目名として無視する場合は、「 先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れます。

 をクリックする

前の画面に戻る場合は、  をクリックします。

CSVファイルの読み込み時にエラーが発生した場合は、「エラー」画面が表示され、データを読み込

めません。

ユーザーデータのCSVファイル作成時は、次の点に注意してください。
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ユーザーIDが現在のユーザー情報のものと一致する場合、ユーザー情報が更新されます。

それ以外の場合、新規にユーザーが追加されます。

新規にユーザーを追加する場合は、ユーザーIDを空にしてください。

パスワードの値が「*」の場合、パスワードは変更されません。

「*」以外の場合、その値にパスワードが設定されます。

「所属グループ」が複数ある場合は、「所属グループ」が該当する列のプルダウンメニューで、

すべての「所属グループ」を選択してください。

読み込み時に「（無視）」を選択すると、その項目は空白となります。データが登録されていた

場合、値は失われます。

ユーザーデータをCSVファイルに書き出す

ユーザーデータをCSVファイルに書き出します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の ユーザー をク

リックする

「ユーザーの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

CSVファイルへ書き出す をクリックする

「ユーザー情報のCSVファイルへの書き出し」画面が表示されます。

書き出す項目／書き出す順番を設定し、先頭行に項目名を書き出すかどうかを設定する

「ユーザー（候補）を選択する」

先頭行に項目名を書き出さない場合は、「 先頭行に項目名を書き出す」のチェックを外します。

 をクリックする

前の画面に戻る場合は、  をクリックします。

内容を確認し、  をクリックする

前の画面に戻る場合は、  をクリックします。

ファイルを保存する

表示される画面にしたがって、ファイルを保存する操作を行ってください。
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グループを設定する

グループを設定します。

ユーザーが所属するグループを設定します。

グループを追加する

グループを変更する

グループの表示順を変更する

グループを削除する

グループデータのCSVファイルを読み込む

グループデータをCSVファイルに書き出す

「グループ」とは

ユーザーが所属する組織を「グループ」と呼びます。グループごとにスケジュールを表示させたり、

社内メールなどの宛先選択時にメニューからグループを選択してユーザーを表示させたりできるの

で便利です。 また、掲示板／ファイル管理には、グループの追加と同時にグループ名と同じ名称の

グループカテゴリ／グループフォルダが作成されます。

「グループ週表示」画面

「掲示板（最新一覧）」画面
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グループを追加する

グループを追加します。

登録したグループ情報は、スケジュール（グループのスケジュールを表示している場合）／ユーザー名簿で閲覧で

きる「グループ情報の詳細」画面に表示されます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の グループ をク

リックする

「グループの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

追加する をクリックする

「グループの追加」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、  をクリックする

グループの設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

名前 グループの名前を入力します。

よみ 名前のよみを入力します。

E-mail グループの代表のE-mailアドレスを入力します。

URL グループに関連するホームページのURLを入力します。

連絡先 グループの代表の連絡先を入力します。

Fax グループのFax番号を入力します。

所属する

ユーザー

所属するユーザーを設定します。

「ユーザー（候補）を選択する」

名前／所属するユーザー以外の項目は、各ユーザーが設定内容を変更することもできます。

グループを変更する

グループの設定を変更します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の グループ をク

リックする

「グループの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

変更するグループの 変更する をクリックする

「グループの変更」画面が表示されます。
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必要な項目を変更し、  をクリックする

「グループの設定項目」

グループの表示順を変更する

グループの表示順を変更します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の グループ をク

リックする

「グループの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

順番を変更する をクリックする

「グループの順番変更」画面が表示されます。

表示順を変更し、  をクリックする

「表示順を変更する」

グループを削除する

グループを削除します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の グループ をク

リックする

「グループの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

削除するグループの 削除する をクリックする

「グループの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、  をクリックする

グループを削除すると

グループを削除すると、「掲示板」「ファイル管理」に登録されているグループカテゴリ／グループ

フォルダも削除されます。削除されたカテゴリやフォルダに登録されていたデータは次のとおりに処

理されます。

「掲示板」では、削除されたグループのフォルダ内の掲示は、最新一覧に（未分類）のデータと

して表示されます。未分類のデータは、「システム設定」で他のカテゴリへ移動することができ

ます。

「ファイル管理」では、削除されたグループのフォルダ内のデータは、削除されたグループの

データとして、「フォルダアイコン」（削除されたグループ名）の形でそのまま残ります。このフォ

ルダ内からファイルデータが 1 件もなくなった場合に、「フォルダアイコン」（削除されたグルー

プ名）は自動的に削除されます。

削除したグループは、元に戻すことはできません。重要なデータは、削除の前にバックアップを行
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い、保管しておくことをお勧めします。

「データをバックアップする」

グループの選択削除について

「グループの設定」画面で、削除するグループにチェックを入れ、  をクリックすると、選

択したすべてのグループをまとめて削除できます。

複数の項目にチェックを入れ、まとめて削除することもできます。

グループの一括削除について

「グループの設定」画面で、全てのグループを削除する をクリックすると、設定されているすべて

のグループをまとめて削除できます。

グループが削除され、どのグループにも所属しなくなったユーザーは、カレンダーや社内メールの

宛先選択時に、メニューから「（全員）」を選択しないと、確認できなくなります。

グループデータのCSVファイルを読み込む

グループデータのCSVファイルを読み込みます。

CSVファイルを作成するときの注意点については、「CSVファイルを作成するときの注意点」を参照してください。

CSVファイルを読み込むときは、変更がない場合でもすべての項目を読み込んでください。ファイル

に含まれていない項目は、ファイルを上書きすることでデータが削除されます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の グループ をク

リックする

「グループの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

CSVファイルから読み込むをクリックする

「グループのCSVファイルからの読み込み」画面が表示されます。

読み込むCSVファイルを選択し、  をクリックする

「ファイルを選択する」

内容を確認し、先頭行を項目名として無視するかどうかを設定する

先頭行を項目名として無視する場合は、「 先頭行を項目名として無視する」にチェックを入れます。

 をクリックする

前の画面に戻る場合は、  をクリックします。

CSVファイルの読み込み時にエラーが発生した場合は、「エラー」画面が表示され、データを読み込

めません。

グループデータのCSVファイル作成時は、次の点に注意してください。

グループIDが現在登録されているグループのものと一致する場合、グループ情報が更新され

ます。

それ以外の場合、新規にグループが追加されます。

新規にグループを追加する場合は、グループIDを空にしてください。

18



読み込み時に「（無視）」を選択すると、その項目は空白となります。データが登録されていた

場合、値は失われます。

グループデータをCSVファイルに書き出す

グループデータをCSVファイルに書き出します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の グループ をク

リックする

「グループの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

CSVファイルへ書き出す をクリックする

「グループ情報のCSVファイルへの書き出し」画面が表示されます。

書き出す項目／書き出す順番を設定し、先頭行に項目名を書き出すかどうかを設定する

「ユーザー（候補）を選択する」

先頭行に項目名を書き出さない場合は、「 先頭行に項目名を書き出す」のチェックを外します。

 をクリックする

前の画面に戻る場合は、  をクリックします。

内容を確認し、  をクリックする

前の画面に戻る場合は、  をクリックします。

ファイルを保存する

表示される画面にしたがって、ファイルを保存する操作を行ってください。
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会社情報を変更する

会社情報を変更します。

会社情報とは

「Office 8」を使用している会社の情報を登録します。会社名は、インストール後に表示される初回

アクセス画面で設定できます。

会社情報を変更すると、ログイン画面に表示される会社名を変更したり、画面の左上に表示される

「 」の製品ロゴを指定した画像に切り替えたりすることができます。

また、登録した会社情報は、「ヘルプ」画面で会社情報の（会社名）をクリックすると表示されます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理の 会社情報 をク

リックする

「会社情報」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

会社情報の設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

会社名 会社名を入力します。

会社よ

み
会社名のよみを入力します。

E-mail 会社の代表の E-mail アドレスを入力します。

会社

Tel
会社の代表の電話番号を入力します。

会社

Fax
会社の代表の Fax 番号を入力します。

URL 会社のホームページのURLを入力します。

ロゴ

会社のロゴを設定します。画像のURLを指定する場合は、「URLによる指定」左のテキスト

欄に画像のURLを指定します。画像ファイルを指定する場合は、  をクリックし、

ファイルを選択します。

ロゴに使用できる画像について 画像に指定できるファイルの種類は、gif, png, jpeg だけです。他
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の種類の画像は指定できません。また、ファイルを指定した場合は、製品の動作が遅くなる場合が

あります。

画像を指定しなかった場合は、「 」を表示します。

手順2 でURL欄に指定したURLを、「ログイン」画面に表示される会社名のリンク先に設定するかど

うかを変更することができます。

「ログイン画面をカスタマイズする」
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ログイン方法を変更する

ログイン方法を変更します。

ログイン方法を「ユーザー名で選ぶ」「グループ名とユーザー名で選ぶ」「ログイン名を入力する」から選択します。

パスワードの最低限の長さも設定することができます。

各ログイン方法でのログインの操作については、『ユーザーマニュアル』の「ログインする」を参照してください。

ログイン方法で「 ログイン名を入力する」を選択した場合は、必ずユーザー情報にログイン名を

設定してください。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理 の ログイン方法

をクリックする

「ログイン方法」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

ログイン方法の設定項目

項目 説明

ログイン

方法

ログイン方法を、「 ユーザー名で選ぶ」「 グループ名とユーザー名で選ぶ」「 ロ

グイン名を入力する」から選択します。

「Office 8」をインターネット上で使用する場合は、ログイン方法にご注意ください。ログイン方法を、

「ユーザー名を選択する方法」や「グループとユーザー名を選択する方法」に設定していると、イン

ターネットを通じて第三者がユーザー名やグループ情報を閲覧することが可能になります。

「Office 8」は、イントラネットでの通信環境を前提としています。「Office 8」をインターネット上で使

用する場合、サーバーとのやり取りに時間がかかる場合があります。

「 グループ名とユーザー名で選ぶ」は、グループを選択することで「名前」のメニューに表示され

るユーザーが絞られるため、ユーザーの選択が簡単になり、登録ユーザー数が 100 を超えるよう

な組織の場合に適しています。
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パスワードに関する制限を設定する

パスワードに関する各種制限を設定します。

ユーザーのパスワードの変更、パスワードの最低限の長さ、パスワードの有効期限と期限切れの通知を設定でき

ます。

パスワードの長さ、パスワードの有効期限、有効期限の通知については、ユーザーパスワード、システム管理用パ

スワード、ケータイ用のログインパスワードに適用されます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ユーザー管理の パスワードの制

限 をクリックする

「パスワードの制限」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

一般設定の設定項目

項目 説明

個人設定でのパ

スワード変更

ユーザーが個人設定でパスワードを変更することを許可するかどうかを設定し

ます。

パスワードの長さ 設定できるパスワードの最低の長さを設定します。

有効期限

パスワードの有効期限を設定します。

有効期限を設定しない場合は、「 無制限」を選択します。

有効期限を設定する場合は、「 ｜　｜日間（1～999）」を選択し、有効期限を

入力します。

期限切れの連絡

パスワードの有効期限が近づいたことを連絡するかどうかを設定します。

期限が近づいたことを連絡しない場合は、「 連絡しない」を選択します。

期限が近づいたことを連絡する場合は、「 ｜　｜日前から連絡する」を選択

し、連絡する日数を入力します。

ユーザーのパスワードの変更を許可していない場合は、パスワードの有効期限はシステム管理用

のパスワードのみ有効になります。

「個人設定でのパスワード変更」の設定は、ケータイ用のパスワードには適用されません。「許可し

ない」に設定しても、ケータイ用のパスワードについては、各ユーザーが個人設定で設定を変更で

きます。

パスワードの長さは、0～8文字以上から選択できます。

パスワードの有効期限や期限切れの連絡を設定すると、ログイン操作後にパスワードの再設定や

期限が近づいた旨を連絡する画面が表示します。

「パスワードの有効期限について」　「パスワードの有効期限について（ケータイ）」　「シス

テム管理用パスワードの有効期限について」
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「 ライセンス」について

「 ライセンス」では、次の管理を行います。

項目 説明

 ライセンス

キーの登録

ライセンスを登録します。

「利用する

ユーザーを設定す

る」

オプション製品を利用するユーザーを設定します。

ライセンス は、画面右下の システム設定 をクリックし、「 詳細設定」タブの ライセンス から行います。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

システム設定の 基本設定 から、ライセンスキーを登録することもできます。

「基本設定を変更する」
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ライセンスを登録する

ライセンスを登録します。

次の場合にライセンスの登録が必要です。

製品を使用する

バージョンアップ後に、引き続き製品を使用する

オプション製品の使用を開始する

保守ライセンスを引き続き使用する

製品を利用できるユーザー数を追加する

サイボウズから送付される「ライセンスキー証明書」を確認して、証明書に記載されている「ライセンスキー」と「お客

様番号」を登録します。

製品購入、使用ライセンスについては、『価格・見積・発注』をご覧ください。

「Office8」には、次のライセンスがあります。

ライセンスの種類

ライセンス 説明

ソフトウェア使用ライセン

ス

基本セットやオプション製品（ワークフロー／報告書／プロジェクト／

ケータイ）を使用するために必要なライセンスです。基本セットの「ソフト

ウェア使用ライセンス」を登録すると、試用期間が終了しても引き続き

「Office8」を使用できます。

バージョンアップライセン

ス

バージョンアップ後に引き続き製品を使用するために必要なライセンス

です。

ユーザー数追加ライセン

ス
製品を利用できるユーザー数を追加するために必要なライセンスです。

保守ライセンス
「継続サービス」を使用するために必要なライセンスです。継続サービス

の内容については、『ソフトウェア保守』を参照してください。

登録する「ライセンスキー」や「お客様番号」は、サイボウズから送付される「ライセンスキー証明書」

に記載されています。

ライセンスキーの登録後も、「ライセンスキー証明書」は大切に保管してください。

ライセンスを登録する

ユーザー数を追加する

ライセンスを解除する

お客様情報を送信する

ライセンスの登録状況を確認する

ライセンスの終了日が近づくと

ライセンスを登録する

ライセンスを登録します。

オプション製品を使用する場合は、オプション製品ごとにライセンスが必要です。必要に応じてオプション製品のラ

イセンスを登録してください。
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ユーザー数を追加する場合の「ユーザー数追加ライセンス」の登録については、「ユーザー数を追加する」を参照し

てください。

基本セットのライセンスキーは、登録後に修正／解除できません。入力内容に間違いがないかを確

認してから登録してください。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ライセンス の ライセンスキーの

登録 をクリックする

「ライセンスキーの登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

お客様番号を入力する

すでにお客様番号が設定されている場合は、手順 3 に進みます。

設定されているお客様番号を修正する場合は、 変更する をクリックし、お客様番号を変更してください。

基本セット欄に「ソフトウェア使用ライセンス」のライセンスキーを入力し、  をク

リックする

「お客様情報の登録」画面が表示されます。

オプション製品のライセンスキーを登録する場合は、該当するオプション製品欄にオプション製品のライセンス

キーを入力してください。

旧製品からバージョンアップした場合は、基本セット欄に「バージョンアップライセンス」のライセンスキーを入力し

てください。

「保守ライセンス」を登録する場合は、保守ライセンス欄にライセンスキーを入力してください。

お客様情報を登録し、  をクリックする

すでにお客様情報を登録している場合は、手順 5 に進みます。

お客様情報の設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

御社名 社名を入力します。

部署名 部署名を入力します。

郵便番号 郵便番号を入力します。

ご住所 住所を入力します。

電話番号 連絡先の電話番号を入力します。

FAX 番号 連絡先の Fax 番号を入力します。

担当者名 担当者の名前を入力します。

職種 担当者の職種を選択します。

E-mail 連絡先のメールアドレスを入力します。

内容を確認し、お客様情報をサイボウズに送信する

お客様情報を修正する場合は、  をクリックする

インターネットを利用して送信する場合は、  をクリックします。

FAX を利用して送信する場合は、画面を印刷し、03-5805-9116 に FAX してください。
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お客様情報について

送信されたお客様情報は、迅速かつ的確な電子メールサポートを行うため、また、バージョンアップ

を行う際などに使用します。

ご登録いただいたお客様の情報は、お客様の許可なく第三者に公開することは一切ございませ

ん。

趣旨をご理解のうえ、登録にご協力くださいますようお願い申し上げます。

また、お客様情報の取り扱いについては、『Privacy Policy（個人情報）の取り扱いについて』 をご

覧ください。

基本セットのユーザー数以下のオプション製品のライセンスキーは登録できません。基本セットと同

じユーザー数のライセンスキーを登録してください。（基本セット以上のユーザー数のライセンス

キーを登録しても、オプション製品を使用できるのは基本セットのユーザー数分だけです。）

ライセンスキーは、大文字小文字を区別し、「ライセンスキー証明書」に記載されているとおりに入

力してください。

ライセンスキーは半角のアルファベット文字です。

基本セットのライセンスキーが登録されていない場合は、オプション製品のライセンスキーは登録で

きません。はじめに基本セットのライセンスキーを登録してください。

オプション製品を使用する場合は、引き続き次の設定を行ってください。

利用するユーザーの設定

「利用するユーザーを設定する」

使用するアプリケーションの設定

「使用するアプリケーションを設定する」

保守ライセンスについて

「保守ライセンス」を登録すると、「継続サービス」を 1 年間使用できます。

「継続サービス」で使用できるサービスについては、『ソフトウェア保守』 を参照してください。

「サイボウズ Office 8 基本セット」の「ソフトウェア使用ライセンス」を登録すると、ライセンスキーを

登録した日から 1 年間、無償で「継続サービス」を使用できます。2 年目以降は、「保守ライセンス」

を登録することで使用可能です。

製品をバージョンアップして使用する場合は、旧製品のサービス使用期間は引き継ぎます。

バージョンアップライセンスについて

「バージョンアップライセンス」を登録すると、バージョンアップ後に製品を引き続き使用できるように

なります。

バージョンアップ前に使用していたサービスの使用期間は、バージョンアップ後にも引き継がれま

す。

ユーザー数を追加する

製品を利用するユーザー数を追加します。

ユーザー数を追加する場合は、「ユーザー数追加ライセンス」を登録してください。

現在登録されているライセンスキーのユーザー数以下のライセンスキーは登録できません。

基本セットのユーザー数を追加する場合は、オプション製品のユーザー数も追加してください。基本

セットのみユーザー数を追加した場合は、オプション製品は使用できなくなります。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ライセンス の ライセンスキーの
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登録 をクリックする

「ライセンスの登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

ユーザー数を追加する をクリックする

「ユーザー数の追加」画面が表示されます。

ユーザー数を追加する製品のライセンスキーを入力し、  をクリックする

内容を確認し、お客様情報をサイボウズに送信する

お客様情報を修正する場合は、  をクリックする

インターネットを利用して送信する場合は、  をクリックします。

FAX を利用して送信する場合は、画面を印刷し、03-5805-9116 に FAX してください。

ライセンスキーは、大文字小文字を区別し、「ライセンスキー証明書」に記載されているとおりに入

力してください。

ライセンスキーは半角のアルファベット文字です。

ライセンスを解除する

登録したライセンスを解除します。

基本セットのライセンスは解除できません。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ライセンス の ライセンスキーの

登録 をクリックする

「ライセンスキーの登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

解除するライセンスの 解除する をクリックする

「ライセンスの解除」画面が表示されます。

解除する場合は、  をクリックする

お客様情報を送信する

お客様情報を送信します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ライセンス の ライセンスキーの

登録 をクリックする

「ライセンスの登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

お客様情報を送信する をクリックする

「お客様情報の登録」画面が表示されます。
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内容を確認し、お客様情報をサイボウズに送信する

お客様情報を修正する場合は、  をクリックする

インターネットを利用して送信する場合は、  をクリックします。

FAX を利用して送信する場合は、画面を印刷し、03-5805-9116 に FAX してください。

ライセンスの登録状況を確認する

ライセンスの登録状況を確認します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 ライセンス の ライセンスキーの

登録 をクリックする

「ライセンスキーの登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

画面に表示されているライセンスの登録状況を確認する

画面には次の内容が表示されます。

ライセンスの登録状況

項目 説明

お客様番号
登録されているお客様番号（「ライセンスキー証明書」に記載されている番

号）が表示されます。

基本セット／ワークフ

ロー／報告書／プロ

ジェクト／ケータイ

ライセンスが登録されている場合は、次の項目が表示されます。

登録状況

使用ライセンスのユーザー数

証明書番号（「ライセンスキー証明書」に記載されている番号）

入力欄が表示されている製品は、ライセンスが登録されていません。

保守ライセンス有効期

限
保守ライセンスの終了日が表示されます。

手順 2 で保守ライセンスの購入履歴を確認する をクリックして表示される「保守ライセンスの確

認」画面では、保守ライセンスの証明書番号とライセンスの終了日を確認できます。

「Office 7」または「Office 6」からバージョンアップして使用している場合は、手順 2 で 「サイボウ

ズ（R）Of f ice  7  のライセンスを確認する」または「サイボウズ（R）Of f ice  6  のライセンスを確

認する 」をクリックすると、「Office 7」または「Office 6」で登録したライセンスを確認できます。

ライセンスの終了日が近づくと

ライセンスの終了日が近づくと、画面にライセンスの終了が近づいている旨のメッセージが表示されます。

保守ライセンスの終了日が近づいた場合

試用期間の終了日が近づいた場合
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保守ライセンスの終了日が近づいた場合

システム設定画面の上部に保守ライセンスの終了日が近づいた旨のメッセージが表示されます。

保守ライセンスの詳しい説明をクリックすると、説明ページを表示します。

ライセンスを購入する場合は、こちらのページをクリックしてください。

試用期間の終了日が近づいた場合

ユーザーの操作画面上部に試用期間の終了が近づいた旨のメッセージが表示されます。

［詳細］ をクリックすると、「試用期間終了」画面が表示されます。

ライセンスを購入する場合は、  をクリックしてください。

ライセンスキーの登録 をクリックすると、「ライセンスの登録」画面が表示されます。

オプション製品の試用期間について

オプション製品の試用期間は、該当するオプション製品を操作した時点から開始されます。

試用期間の終了日が近づいた場合は、該当するオプション製品の一覧画面を表示すると画面の上

部に試用期間の終了が近づいた旨のメッセージが表示されます。

オプション製品は、試用期間の終了後に一度だけ試用を再開できます。試用を再開する場合は、

試用を再開する をクリックし、試用を再開するオプション製品にチェックを入れて  をク

リックします。
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利⽤するユーザーを設定する

利⽤するユーザーを設定します。

利⽤ユーザーに設定されていないユーザーは、オプション製品を使⽤できません。
「Office 8 基本セット」は登録されているユーザー全員が利⽤するユーザーに設定されます。使⽤を停⽌す
るユーザーを設定できません。

追加されたユーザーは、初期設定ですべてのオプションが利⽤できる状態に設定されていま
す。オプション製品の使⽤を停⽌する場合は、利⽤するユーザーの設定を変更してください。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブから、 ライセンス の 利⽤する
ユーザー をクリックする
「利⽤するユーザーの登録」画⾯が表⽰されます。

「「システム設定」画⾯へのアクセス⽅法」

利⽤ユーザーを変更する製品の 変更する をクリックする
「利⽤するユーザーの変更」画⾯が表⽰されます。

利⽤するユーザーを設定し、  をクリックする

「ユーザー（候補）を選択する」
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「 カスタマイズ」について

「 カスタマイズ」では、次の管理を行います。

項目 説明

 トップページ

での連絡

トップページに表示するメッセージを設定します。

トップページ

の最初のレイアウト

トップページの最初のレイアウトを設定します。

最新情報に

おける制限

「最新情報」パーツで通知を既読にする機能を使用するかどうかを設定します。

 アプリケー

ションメニュー

アプリケーションメニューを設定します。

「アプリケーションメニューとは」

 使用するアプ

リケーション

使用するオプション製品を設定します。

ネット連携

サービス

ネット連携サービスを利用するかどうかを設定します。

書式編集と添

付ファイル

書式編集機能の使用可否／添付ファイルの表示方法を設定します。

 ログインペー

ジ

ログイン画面の表示内容を設定します。

カスタマイズ は、画面右下の システム設定 をクリックし、「 詳細設定」タブの カスタマイズ から行います。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」
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アプリケーションメニューを設定する

アプリケーションメニューを設定します。

システム管理者が設定しているアプリケーションメニューに加えて、ユーザー各自がアプリケーションメニューを追

加することができます。

アプリケーションメニューとは

画面上部に表示されているアイコンのメニューを「アプリケーションメニュー」と呼びます。 アイコンをクリックする

と、各アプリケーションの画面に切り替わります。 メニューの項目は、システム管理者が設定する項目に加え、

ユーザーが自分だけで使用する項目を設定することもできます。

ワークフロー／報告書／プロジェクトのアプリケーションメニューは、システム管理者がアプリケー

ションの使用を停止している場合、メニューに追加しても表示されません。

製品のバージョンアップにより、アプリケーション名の一部を以前の製品から引き継がれている場

合があります。

アプリケーションメニューを追加する

アプリケーションメニューを変更する

アプリケーションメニューの表示順を変更する

アプリケーションメニューを削除する

アプリケーションメニューを初期化する

アプリケーションメニューを追加する

アプリケーションメニューを追加します。

製品内のアプリケーションの他に、任意のホームページをメニューに追加することもできます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の アプリケーション

メニュー をクリックする

「アプリケーションメニューの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

追加する をクリックする

「アプリケーションメニューの追加」画面が表示されます。
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必要な項目を設定し、  をクリックする

アプリケーションメニューの設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

サイボウズ (R)

Office 内のアプリケー

ション

製品内のアプリケーションのメニューを追加する場合に選択します。

　
アプリケーション メニューに追加するアプリケーションを選択します。

タイトル メニューのタイトルを入力します。

任意のホームペー

ジへのリンク
任意のホームページのリンクを追加する場合に選択します。

　

タイトル メニューのタイトルを入力します。

URL メニューをクリックした場合に表示されるページの URL を入力します。

アイコン

メニューのアイコンを設定します。

画像の URL を指定する場合は、一列目のテキスト欄に指定する画像の

URL を入力します。

画像ファイルを指定する場合は、  をクリックし、アイコン画像を選

択します。

任意のホームページへのリンクのアイコンについて

画像に指定できるファイルの種類は、gif, png, jpeg だけです。他の種類の画像を指定した場合は

正しく画像を表示できません。また、ファイルを指定した場合は、製品の動作が遅くなる場合があり

ます。

アイコンを指定しなかった場合は、  になります。

アプリケーションメニューを変更する

アプリケーションメニューの設定内容を変更します。

製品内のアプリケーションのメニューから任意のホームページへのリンクに変更するなど、メニューの種類を変更

することはできません。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の アプリケーション

メニュー をクリックする

「アプリケーションメニューの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

変更するアプリケーションメニューの 変更する をクリックする

「アプリケーションメニューの変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、  をクリックする

「アプリケーションメニューの設定項目」
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アプリケーションメニューの表示順を変更する

アプリケーションメニューの表示順を変更します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の アプリケーション

メニュー をクリックする

「アプリケーションメニューの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

順番を変更する をクリックする

「アプリケーションメニューの順番変更」画面が表示されます。

表示順を変更し、  をクリックする

「表示順を変更する」

アプリケーションメニューを削除する

アプリケーションメニューを削除します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の アプリケーション

メニュー をクリックする

「アプリケーションメニューの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

削除するアプリケーションメニューの 削除する をクリックする

「アプリケーションメニューの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、  をクリックする

アプリケーションメニューを初期化する

アプリケーションメニューを初期化します。

アプリケーションメニューを初期化すると、アプリケーションメニューに表示される項目が初期状態に戻ります。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の アプリケーション

メニュー をクリックする

「アプリケーションメニューの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

インストール時の状態へリセットする をクリックする

「アプリケーションメニューのリセット」画面が表示されます。

画面下部にアプリケーションメニューの初期状態が画面に表示されます。

初期化する場合は、  をクリックする
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使用するアプリケーションを設定する

使用するアプリケーションを設定します。

ワークフロー／報告書／プロジェクトを使用するかどうかを設定できます。

メール機能を使用するかどうかを設定することもできます。

「Office 8 基本セット」に含まれているアプリケーションの使用は停止できません。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の 使用するアプリ

ケーション をクリックする

「使用するアプリケーション」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

使用を停止するアプリケーションのチェックを外し、  をクリックする

アプリケーションの使用を開始する場合は、チェックを入れます。

メール機能の使用を停止／開始する場合は、メールの使用を停止する をクリックしてください。

「メールの一般設定を変更する」

アプリケーションの使用を停止しても、各アプリケーションに登録されているデータは削除されませ

ん。使用を開始すると、すべてのデータが表示されます。

使用を停止したアプリケーションは、アプリケーションメニューからアイコンが削除され、通知一覧や

トップページに表示されたデータのリンクも削除されます。
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書式編集機能の使用可否／添付ファイルの表示方法を設定する

書式編集機能の使用可否／添付ファイルの表示方法を設定します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の 書式編集と添付

ファイル をクリックする

「書式編集機能と添付ファイル」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

書式編集機能と添付ファイルの設定項目

項目 説明

書式編集機能

書式編集機能を使用するかどうかを設定します。

書式編集機能を使用しない場合は、「 書式編集を使用しない」にチェックを

入れます。

画像ファイル

画像ファイルを本文と一緒に表示するかどうかを設定します。

画像ファイルを本文と一緒に表示しない場合は、「 画像ファイル（gif, jpeg な

ど）を本文と一緒に表示することを許可する」のチェックを外します。

書式編集機能を使用しないに設定した場合、メモ／社内メール／掲示板／トップページでの連絡／

ログインページでの連絡で、書式編集機能は使用できません。また、書式編集機能を使用して入力

されている文字は、テキスト表示に切り替わります。

画像ファイルを本文と一緒に表示するかどうかは、各ユーザーが個人設定で設定できます。ただ

し、本設定で、画像ファイルを本文と一緒に表示することを許可しない場合は、ユーザーの個人設

定から設定項目が消え、画像ファイルは本文と一緒に表示されなくなります。
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ログイン画面をカスタマイズする

ログイン画面をカスタマイズします。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 カスタマイズ の ログインページ

をクリックする

「ログインページの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

ログインページの設定の設定項目

項目 説明

会社名リンク
会社名をリンクにするかどうかを設定します。会社名をリンクにする場合

は、「 リンクを表示する」にチェックを入れます。

共有リンク集

ログイン画面に共有リンクを表示するかどうかを設定します。

共有リンクを表示する場合は、「 表示する」にチェックを入れ、「共有リ

ンク集の表示列数」「共有リンクのタイトルを表示する幅」を設定してくださ

い。

共有リンク集の表示列

数
共有リンク集を表示する場合、共有リンクの表示列数を選択します。

共有リンクのタイトルを

表示する幅
共有リンク集を表示する場合、共有リンクの表示幅を選択します。

連絡内容

ログイン画面にメッセージを表示するかどうかを設定します。

メッセージを表示する場合は、表示するメッセージを入力し、「連絡内容を

表示する位置」を設定してください。

書式編集機能を使用する場合は、「 書式編集（ ）」を選択します。

「書式編集を使う」

連絡内容を表示する位

置

連絡内容をパスワード入力部の上か下のどちらに表示するかを設定しま

す。

ログイン画面をカスタマイズすると

会社名リンクを「リンクを表示する」に設定すると、会社名がリンクになり、クリックすると会社情報の

URL 欄に設定したページを表示します。

共有リンク集を表示すると、表示列数と幅に設定された内容で共有リンクが表示されます。 連絡内

容を入力すると、表示する位置で設定した位置にメッセージを表示します。
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共有リンク集の表示列数は、1 / 2 / 3 から選択できます。

共有リンクのタイトルを表示する幅は、半角文字で 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 から選択できま

す。
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「 運用管理」について

「 運用管理」では、次の管理を行います。

項目 説明

 システム管理

者の登録

システム管理者を登録します。システム管理者の制限方法（パスワード／ユーザー）

を設定することもできます。

システム管理

用パスワード

システム管理用のパスワードを設定します。

サポート登録

者の登録

サポート登録者を登録します。

「サポート登録者とは」

システムメー

ルアカウント

システムメールアカウントの登録や、システムメールアカウントを使用するかどうかを

設定します。

「システムメールアカウントとは」

メンテナンス時

間

メンテナンス時間を設定します。

「メンテナンス時間とは」

個人データの

サーバー間での移行

個人データをサーバー間で移行します。

 サイボウズ

（R）Office の実行環

境の診断

使用している「Office 8」の実行環境を確認します。

連携システム

からの通知

通知を許可するシステムの設定や、連携システムからの通知機能を使用するかどう

かを設定します。

「連携システムからの通知とは」

 パフォーマンス
最適化処理を有効にするかどうかを設定します。

連携認証

連携認証を利用するかどうかを設定します。

「連携認証とは」

ロギング
ログを設定します。

システムタスク

スケジューリングサービスを利用し、定期的にデータベースの最適化やバックアップ

を行うかどうかを設定します。

運用管理 は、画面右下の システム設定 をクリックし、「 詳細設定」タブの 運用管理から行います。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

システム設定の 基本設定 から、システム管理用のパスワードを変更することもできます。

「基本設定を変更する」
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システム管理者を登録する

システム管理者を登録します。

システム管理者をパスワードで制限するかユーザーで制限するかを設定します。システム管理者をユーザーで制

限する場合は、システム管理者になるユーザーをあわせて設定します。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 運用管理の  システム管理者の

登録 をクリックする

「システム管理者の登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

システム管理者の制限方法を選択し、  をクリックする

システム管理者の制限方法

項目 説明

パスワード

のみで制限す

る

システム管理者をパスワードで制限します。

システム

管理者になれ

るユーザーを

制限する

システム管理者をユーザーで制限します。システム管理者になれるユーザーを設

定してください。

「ユーザー（候補）を選択する」

システム管理

用パスワード

の設定

システム管理者用のパスワードを変更できます。

「システム管理用のパスワードを変更する」

システム管理者をユーザーで制限すると、システム管理者に設定されていないユーザーには 

システム設定 のリンクが表示されません。また、「ログイン」画面にも システム設定 のリンク

が表示されません。
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システム管理用のパスワードを変更する

システム管理用のパスワードを変更します。

初期設定では、パスワードなしに設定されています。

システム管理者をパスワードで制限する場合は、必ずシステム管理用のパスワードを設定してくだ

さい。

システム管理用のパスワードを変更した場合は、システム管理者にパスワードの変更を連絡してく

ださい。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理 の システム管理用の

パスワード をクリックする

「システム管理用のパスワード」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

パスワードを変更し、  をクリックする

確認用とあわせ 2 回パスワードを入力してください。

システム管理用パスワードの有効期限について

システム管理用パスワードの有効期限が設定されている場合は、有効期限が切れると次の画面が

表示されます。新しいパスワードを設定して、  をクリックし、パスワードを変更してくださ

い。

「パスワードに関する制限を設定する」

「パスワードの有効期限が切れた場合」

有効期限の通知が設定されている場合は、期限が近づくと次の画面が表示されます。新しいパス

ワードを設定するか、 をクリックして後日パスワードを変更してください。

「パスワードの有効期限が近づいた場合」
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サポート登録者を登録する

サポート登録者を登録します。

「お客様サポートオンライン」への問い合わせは、保守ライセンスが必要です。試用期間中、または

保守ライセンスのサービス期間中のお客様のみ、「お客様サポートオンライン」への問い合わせを

ご利用できます。

サポート登録者とは

運用上の不明点や困ったことなどを「お客様サポートオンライン」へ問い合わせることができるユー

ザーを、「サポート登録者」と呼びます。

サポート登録者は 3 名まで登録できます。また、サポート登録者は、メールアドレスの登録が必要

です。

問い合わせ方法については、 『ユーザーマニュアル』の「「お客様サポートオンライン」へ問い合わ

せる」 を参照してください。

サポート登録者に設定されているユーザーは、画面右下に サポートのリンクが表示されます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理 の サポート登録者の登

録 をクリックする

「サポート登録者の登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

サポート登録者を設定し、  をクリックする

「ユーザー（候補）を選択する」

手順 2 でメールアドレスを登録していないユーザーをサポート登録者に追加した場合は、メールア

ドレスの設定画面が表示され、メールアドレスを設定することができます。設定したメールアドレス

は、ユーザー情報の E-mail 欄に反映されます。
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システムメールアカウントを設定する

システムメールアカウントを設定します。

システムメールアカウントを使用するかどうかを設定することもできます。

システムメールアカウントとは

メール機能とは別にシステム管理者が使用する管理用のメールアカウントを「システムメールアカ

ウント」と呼びます。

システムメールアカウントはメール機能を使用しない場合でも利用できます。

システムメールアカウントは、次の機能で利用できます。

スケジュールの予定通知のメール転送

電話メモのメール転送

ケータイのアクセス URL のメール転送

システムタスクの実行結果のメール転送

「予定の更新情報をメールで転送する」 「電話メモの登録情報をメールで転送する」

「ケータイのログイン URL をメールで転送する」 「実行結果をメールで転送する」

システムメールアカウントを設定する

システムメールアカウントを使用する機能を設定する

システムメールアカウントを設定する

システムメールアカウントを設定します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の システムメールアカ

ウント をクリックし、 システムメールアカウントの登録 をクリックする

「システムメールアカウントの登録」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

システムメールアカウントの登録の設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

送信メールサーバー名

（SMTP）
送信メールサーバー名（SMTP）を入力します。

送信メールサーバー

ポート番号

送信メールサーバーポート番号を入力します。送信メールサーバーポート

番号は、送信メールサーバー名（SMTP）を入力した場合のみ必須です。

E-mail 使用するメールアドレスを入力します。

SMTP 認証の設定項目

SMTP 認証を行う場合は、「 SMTP 認証を行う」にチェックを入れ、次の設定を行ってください。
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画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

認証識別 認証識別を選択します。

アカウント名 SMTP 認証に使用するアカウント名を入力します。

パスワード SMTP 認証に使用するパスワードを入力します。

POP be fore  SMTP の設定項目

受信後に送信を行う（POP before SMTP）場合は、「 受信後に送信を行う（POP before SMTP）」に

チェックを入れ、次の設定を行ってください。

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

送信までの待ち時間 送信までの待ち時間を選択します。

受信メールサーバー名

（POP3）

受信メールサーバー（POP3）の IP アドレス、またはホスト名を入力しま

す。 POP3 サーバーが APOP 認証に対応している場合は、「 APOP

認証を行う」にチェックを入れます。

受信メールサーバー

ポート番号
受信メールサーバーポート番号を入力します。

POP3 アカウント名 受信メールサーバー（POP3）へのアカウント名を入力します。

POP3 パスワード 受信メールサーバー（POP3）へのパスワードを入力します。

システムメールアカウントの使用を停止する場合は、手順 2 で入力した項目を削除し、

をクリックしてください。個別の機能でのシステムメールアカウントの使用を停止する場合は、「シス

テムメールアカウントを使用する機能を設定する」を参照してください。

システムメールアカウントを使用する機能を設定する

システムメールアカウントを使用する機能をします。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の システムメールアカ

ウント をクリックし、 システムメールアカウントの使用 をクリックする

「システムメールアカウントの使用許可」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

システムメールアカウントを使用する機能の「 使用する」にチェックを入れ、

をクリックする

使用しない場合は、「 使用する」のチェックを外します。

スケジュールの予定通知のメール転送にシステムメールアカウントを使用しない場合は、スケ

ジュールのメール転送機能が使用できません。

電話メモのメール転送にシステムメールアカウントを使用しない場合は、ユーザーのメールアカウン

トを使用しメール転送機能を使用できます。
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ケータイのアクセス URL のメール転送の設定欄は、ケータイが使用可能な場合のみ表示されま

す。

システムタスクの実行結果のメール転送に、システムメールアカウントを使用するかどうかは設定

できません。
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メンテナンス時間を設定する

メンテナンス時間を設定します。

メンテナンス時間中は「Office 8」へのアクセスを一次的に中断します。バックアップ作業などを行うときは、メンテ

ナンス時間を設定してください。

メンテナンス時間とは

メンテナンス時間中は、次の画面が表示され、すべてのユーザーが「Office 8」にアクセスできなく

なります。長時間のメンテナンス時間を設定する場合はご注意ください。

システムタスクの開始時間をメンテナンス時間に設定されている時間内に設定すると、システムタ

スクは起動しません。メンテナンス時間の開始時間は、必ずシステムタスクの開始時間より後に設

定してください。

「システムタスク（最適化やバックアップ）を設定する」

メンテナンス時間中は、メールデータの退避のコマンドラインの操作は実行できません。

「メールデータを退避する」

メンテナンス時間を設定する

メンテナンス時間を解除する

メンテナンス時間を設定する

メンテナンス時間を設定します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の、 メンテナンス時間

をクリックする

「メンテナンス時間」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

メンテナンス時間の設定項目

項目 説明

時刻 メンテナンスの開始時間と終了時間を選択します。

メッセージ メンテナンス中に表示される画面に表示するメッセージを入力します。

メンテナンス中に表示される画面には、手順 2 で入力したメッセージのほかに、メンテナンスの開
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始時間と終了時間が表示されます。

メンテナンス時間を解除する

メンテナンス時間の設定を解除します。

メンテナンス時間は、解除しない限り設定した時間に毎日繰り返されます。メンテナンスを毎日行わ

ない場合は、メンテナンス終了後、メンテナンス時間の設定を解除してください。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の メンテナンス時間 を

クリックする

「メンテナンス時間」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

 をクリックする

メンテナンス時間中の解除について

メンテナンス時間中にメンテナンスを解除する場合は、「Office 8」がインストールされているサー

バーから、次のファイルを削除してください。

削除するファイル：（インストール先ディレクトリ）/cb5/data/maint

ファイルを削除すると、メンテナンスが終了し、メンテナンス時間の設定も解除されます。
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個人データをサーバー間で移行する

個人データをサーバー間で移行します。

個人データを別のサーバーもしくはディレクトリ上で動作する「Office 8」との間で移行できます。

個人データの移行はユーザーごとに行います。複数のユーザーの個人データを移行する場合は、ユーザーごとに

移行作業を行ってください。

移行先の「Office 8」は、製品のバージョンが同じで、プロダクト ID が異なる「Office 8」である必要

があります。

プロダクト ID については、 ヘルプで確認できます。

個人データの中から次のデータが移行されます。

スケジュールの予定

ToDo リスト

電話メモ（在席確認）

タイムカード

ユーザー名簿

個人設定（ユーザー情報、メール送信情報、署名、個人フォルダ、スケジュール等）

個人データ移行の流れ

個人データを書き出す

個人データを読み込む

個人データ移行の流れ

個人データを移行する流れを説明します。

個人データは、次のステップにしたがって移行します。

個人データをファイルに書き出す

移行元の「Office8」で、ユーザーを選択し、指定したユーザーの個人データ

をファイルに書き出します。

「個人データを書き出す」

移行するユーザーを追加する

移行先の「Office 8」で、個人データを読み込むユーザーを追加します。

Step1 で選択したユーザーと同じ名前のユーザーを追加してください。

「ユーザー（候補）を選択する」

個人データをファイルから読み込む

移行先の「Office 8」で、Step1 で書き出したファイルを読み込みます。

「個人データを読み込む」

正しくデータが移行されたかどうかを確認する
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移行先の「Office 8」で、個人データが正しく移行されたかどうかを確認しま

す。

正しく移行できたことを確認できたら、移行先の「Office 8」で、必要に応じて

次の設定を行ってください。

ユーザーのログイン名の設定

ログインパスワードの変更

所属グループの設定

メールアカウントの設定

「サイボウズ Office 8 ケータイ」の設定

移行元のユーザーを削除する

移行元の「Office 8」で、データを移行したユーザーを削除します。

「ユーザーを削除する」

個人データを書き出す

移行元の「Office 8」で、個人データを書き出します。

書き出したファイルを編集したり、ファイルの拡張子を「.agu」から変更しないでください。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の 個人データのサー

バー間移行 をクリックする

「個人データのサーバー間移行」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

ユーザーを選択して、データを書き出す をクリックする

「個人データの書き出し（ユーザーの指定）」画面が表示されます。

書き出すユーザーを設定し、  をクリックする

「個人データの書き出し（確認）」画面が表示されます。

「ユーザー（候補）を選択する」

 をクリックする

個人データを読み込む

移行先の「Office 8」で、個人データを読み込みます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の 個人データのサー

バー間移行 をクリックする

「個人データのサーバー間移行」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

ユーザーを選択して、データを読み込む をクリックする

「個人データの読み込み（ユーザーの指定）」画面が表示されます。
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読み込むユーザーを設定し、  をクリックする

「個人データの書き出し（ファイル指定）」画面が表示されます。

「ユーザー（候補）を選択する」

 をクリックして、読み込むファイルを指定し、  をクリックする

「○○さんのデータのサーバー間での移行」画面が表示されます。

内容を確認し、  をクリックする
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「Office 8」の実行環境を確認する

「Office 8」がインストールされているサーバーの環境（Web サーバーの設定）を確認します。

「お客様サポートオンライン」への問い合わせ時など、サーバーの環境を確認するときに利用できます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の サイボウズ (R)

Off ice の実行環境の診断 をクリックする

「サイボウズ (R) Office の実行環境の診断」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

実行環境を確認する

値欄に現在使用しているサーバーの実行環境が表示されます。

実行環境の診断の項目

パラメータ 説明

GATEWAY_INTERFACE
Web サーバーが使用している「CGI のバージョン番号」が表示され

ます。

SERVER_NAME

Web サーバーの「ホスト名」、または「IP アドレス」が表示されます。

※この値が、「Office 8」をインストールしているサーバーの「ホスト

名」（または「IP アドレス」）と違っている場合、トラブルの原因となり

ますので、一度ご確認ください。

※Web サーバーによっては、Web サーバーの設定ツールなどで設

定した値が「SERVER_NAME」として使用されてしまうこともあり、こ

の値が間違っていると、トラブルの原因となります。

※Linux の Apache では、httpd.conf で「SERVER_NAME」を明示

的に指定する仕様になっています。httpd.conf を編集して正しい

「SERVER_NAME」を指定してから Apache を再起動してください。

正しい値が設定されている場合は、問題ありません。

SERVER_PORT
Web サーバーが使用している「TCP/IP のポート番号」が表示され

ます。通常は 80 が設定されます。

SERVER_PROTOCOL
Web サーバーが使用している「プロトコルの名前」と、その「バー

ジョン番号」が表示されます。

SERVER_SOFTWARE
Web サーバーの「ソフトウェア名」と「バージョン番号」が表示されま

す。

HTTP_USER_AGENT
現在、「Office 8」へアクセスしている Web ブラウザー名が表示さ

れます。

DocumentRoot

Web サーバーの「ドキュメントルートのディレクトリの絶対パス」が表

示されます。Web サーバーのコンテンツは、このドキュメントルート

ディレクトリ以下に格納されます。

Dir

「Office 8」を実行する「サーバーマシン上でのディレクトリの絶対パ

ス」が表示されます。

※このディレクトリは、「Office 8」の実行ファイル「ag.exe」（Linux

版は「ag.cgi」）が存在するディレクトリと一致している必要がありま

す。

※絶対パスの末尾のディレクトリ名が、製品のインストール識別子

になります。
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DiskFreeSpace

「Office 8」がインストールされているサーバーのハードディスクの

空き容量が表示されます。

※空き容量が 10 MB より少なくなると、安全のため「Office 8」が

動作しなくなりますのでご注意ください。
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最適化処理を設定する

最適化処理を設定します。

最適化処理を有効に設定することで、画面の出力処理を高速化することができます。

最適化処理を有効に設定するには、約 15 MB の空きディスク容量が必要になります。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の パフォーマンス をク

リックする

「パフォーマンス」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

パフォーマンスの設定項目

項目 説明

最適化処理を

有効にする

最適化処理を有効にするかどうかを設定します。最適化処理を無効に設定する

場合は、「 最適化処理を有効にする」のチェックを外します。
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連携認証を設定する

連携認証を設定します。

連携認証とは

連携認証を設定すると、「Office 8」から連携認証に対応している製品にログインする際に、ログイ

ン操作が不要になります。

「Office 8」は、「オープン統合認証 ver.2」および「サイボウズ共通認証」に対応しています。 各認

証形式に対応している製品については、『連携認証対応製品』 を参照してください。

「Office 8」は、「オープン統合認証 ver.2」および「サイボウズ共通認証」に対応しています。「オー

プン統合認証 ver.2」を選択することをお勧めします。

連携認証を利用する製品間では、ユーザーのログイン名は同一のものを使用する必要がありま

す。認証する製品を確認し、ログイン名を設定してください。

また、ログイン名が連携認証を利用する製品間で同一でない場合は、認証先のユーザーを識別で

きなかったり、異なるユーザーに対して認証が行われてしまうなどの危険があります。ユーザー名

は必ず同一のものに設定してください。

連携認証は、Web ブラウザーの Cookie に認証情報を書き込みます。このため、「Office8」をイン

ストールしているサーバーと認証先の製品をインストールしているサーバーが、FQDN（完全修飾ド

メイン名）で名前解決できる環境である必要があります。サーバーの環境については、ネットワーク

管理者、またはネットワーク構築業者にご相談ください。

「連携認証」の設定は、次回ログイン時から適用されます。

連携認証を使用するには、「Office 8」での設定の他に、「デヂエ」などの認証先の製品でも設定が

必要です。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の 連携認証 をクリック

する

「連携認証」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

連携認証の設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

有効

連携認証を有効にするかどうかを設定します。

連携認証を有効に設定する場合は、「 連携認証を有効にする」にチェックを

入れます。

モード
使用する認証形式を選択します。

「オープン統合認証 ver.2」を選択することをお勧めします。

Cookie名
使用するCookie名を設定します。

「オープン統合認証 ver.2」を選択した場合にのみ設定してください。

認証パスワード／

認証パスワード

（確認用）

認証に使用するパスワードを、確認用とあわせて2回入力します。

認証先の製品側で設定したパスワードと同じパスワードを設定してください。
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有効時間 Cookie の有効時間を選択します。

発行ドメイン
連携認証に使われる、「Cookie が有効となる URL の範囲」を指定します。

ドメインが xxx.cybozu.co.jpの場合は、xxx.cybozu.co.jpと入力します。

旧製品から「Office 8」にバージョンアップした場合は、画面上部に「新しい認証パスワードを設定し

てください。バージョンアップ後に認証パスワードが再設定されていません。」と表示されます。認証

パスワードを再設定してください。

使用するWebブラウザーによっては、「発行ドメイン」に設定する値のピリオドの数によって、連携認

証を利用できない場合があります。

Cook ie  の有効時間について

連携認証は、「Office 8」にアクセスするたびに Web ブラウザーの Cookie に認証情報を書き込む

ため、Cookie の有効時間に設定した時間内であれば、連携認証が有効になります。

Cookie の有効時間が終了した場合は、「連携認証」は行われず、アクセスしたそれぞれの製品で

認証を行います。

有効期限は、10分 / 30分 / 1時間 / 3時間 / 6時間 / 12時間 / 1日 から選択できます。

Cook ie  の発行範囲について

「連携認証」は、Cookie に書き込まれた「domain=」の値を参照し、アクセス先の URL と合致した

場合に、「連携認証」が行われます。

「発行ドメイン」を設定する場合は、Cookieの発行範囲をなるべく限定して設定してください。ログイ

ン情報を持つ Cookie の発行を狭い範囲で行うことで、ログイン情報を容易に取得できないように

するためです。
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ログを設定する

ログを設定します。

ログの保存期間を設定したり、ログの閲覧、ログの一括削除、ログの書き出しなどログを管理します。

初期設定では、ログを保存しない設定になっています。ログを保存する場合は、「ログを保存するか

どうかを設定する」を参照し、書き出すログの種類と保存する期間を設定してください。

ログを保存するかどうかを設定する

ログを閲覧する

ログを一括削除する

ログをファイルに書き出す

ログファイルの見かたについて

システムタスクのログについては、「システムタスクの一覧」画面から書き出すことができます。

「ログファイルを書き出す」

ログを保存するかどうかを設定する

ログを保存するかどうかを設定します。

ログの保存期間や、書き出すログの種類を設定できます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の ロギング をクリック

し、 ログ設定 をクリックする

「ログの設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

ログの設定の設定項目

項目 説明

ログの保存期間

設定

ログを保存する期間を選択します。「（保存しない）」を選択した場合は、ログを

保存されないため、ログを確認することができません。

ログの出力設定
ログを書き出す項目を設定します。ログを書き出す項目にチェックを入れてくだ

さい。

ログの保存期間について

ログの保存期間設定で設定された期間を過ぎたログは、自動的に削除されます。ログを保管してお

く場合は、削除される前にファイルに書き出してください。

ログの保存期間は、（保存しない） / 1日 / 3日 / 1週間 / 1ヶ月 / 3ヶ月 / 無制限 から選択でき

ます。
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「ログをファイルに書き出す」

ログの出力について

次の操作について、ログを出力するかどうかを設定できます。

各ユーザーのログイン／ログアウト

システム管理者のログイン

ファイルのダウンロード（添付ファイル含む）ただし、ファイル管理に登録されていない添付ファ

イルをダウンロードした場合は、ログは出力されません。）

各種CSVファイルの書き出し

ユーザーデータの書き出し

システム管理用／ユーザーのパスワードの変更

パスワード制限の変更

システム管理者の登録

ログイン方法の変更

ユーザーの追加／削除／ログイン名の変更

ケータイの設定変更（利用の一時停止、端末認証の利用停止、ログイン名の変更、パスワー

ドの変更）

ログを閲覧する

ログを閲覧します。

日付を指定し、指定した日のログを閲覧できます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の ロギング をクリック

し、 ログ一覧 をクリックする

「ログの一覧」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

ログを閲覧する日を選択する

「日付指定カレンダーを使う」

ログを閲覧する

内容欄に表示されるリンクをクリックすると、ログの詳細を確認できます。

ログを一括削除する

保存されているログを一括削除します。

日付を指定し、指定した日付より前に保存されているログデータを削除できます。

当日のログは削除できません。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の ロギング をクリック

し、 ログの一括削除 をクリックする

「ログの一括削除」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」
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削除の基準となる日付を選択して、  をクリックする

「日付指定カレンダーを使う」

削除する場合は、  をクリックする

ログデータを一括削除すると、指定した日付以前に保存されているすべてのログデータが削除さ

れ、元に戻すことができません。重要なデータは、削除の前にファイルに書き出し、保管しておくこと

をお勧めします。

「ログをファイルに書き出す」

ログをファイルに書き出す

ログをファイルに書き出します。

期間を指定し、指定した期間のログデータをファイルに書き出すこともできます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の ロギング をクリック

し、 ログの書き出し をクリックする

「ログの書き出し」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

書き出す期間を設定し、先頭行に項目名を書き出すかどうかを設定する

「ユーザー（候補）を選択する」

先頭行に項目名を書き出さない場合は、「 先頭行に項目名を書き出す」のチェックを外します。

書き出すログの期間の設定項目

項目 説明

全てのログを

書き出す
保存されているすべてのログをファイルに書き出す場合に選択します。

期間を指定し

てログを書き出す

期間を指定してログをファイルに書き出す場合に選択します。書き出す期間を

設定してください。

「日付指定カレンダーを使う」

 をクリックする

表示される画面にしたがって、ファイルを保存する操作を行ってください。

システムタスクのログの書き出しについては、 運用管理 の システムタスク から行ってくだ

さい。

「ログファイルを書き出す」

ログファイルの見かたについて

ログファイルの見かたについて説明します。
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書き出したログは、「syslog.log」という名称のファイルに、1 操作を 1 行としてテキスト形式で保存されます。

ログに書き出される項目

項目 説明

ログ種別 ログの種別を表示します。

アプリケーション ID 操作を行ったアプリケーション名を表示します。

イベント ID 操作を行ったイベント名を表示します。

日時 操作を行った日時を表示します。

ユーザー ID 操作を行ったユーザーのユーザー ID を表示します。

ユーザー名 操作を行ったユーザーのユーザー名を表示します。

URL 操作を行った URL を表示します。

IP アドレス 操作を行ったクライアントパソコンの IP アドレスを表示します。

内容 行った操作の詳細内容を表示します。
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システムタスク（最適化やバックアップ）を設定する

システムタスク（最適化やバックアップ）を設定します。

「システムタスク」を利用するには、別途保守ライセンスが必要です。

システムタスクの開始時間をメンテナンス時間に設定されている時間内に設定すると、システムタ

スクは起動しません。システムタスクの開始時間は、必ずメンテナンス時間の開始時間より前に設

定してください。

「メンテナンス時間を設定する」

システムタスクの実行中はメンテナンス時間になります。また、システムタスクは処理が終了すると

自動的にメンテナンス時間を終了します。

システムタスクの終了時間を設定すると、処理が終了しない場合でも終了時間になると処理を中断

し、メンテナンス時間を終了します。

データベースの最適化とデータのバックアップは、同時に実行できません。開始時刻の設定は、他

の処理と時間帯が重ならないように設定してください。

システムタスクの実行時間は、製品の使用状況により異なります。

システムタスクの実行中は、サーバーの日付を変更しないでください。実行中にサーバーの時間を

変更すると、以降のシステムタスクが正しく起動しない場合があります。

バックアップデータは、設定した世代数分のデータを保存します。世代数を超えたバックアップデー

タは古いデータから上書きされます。

バックアップデータを保存するディレクトリには、ディレクトリを作成しないでください。ディレクトリを

作成すると、バックアップ処理が、正常に動作しない場合があります。

実行結果をメールで通知する

データベースを最適化する

データをバックアップする

ログファイルを書き出す

スケジューリングサービスの停止／開始／再起動については、 「よくある質問と答え（FAQ）」 を参

照してください。

最適化やバックアップを手動で行う場合や、リストアについては、 「データの保守（バックアップと最

適化）」 を参照してください。

実行結果をメールで通知する

システムタスクの実行結果をメールで通知します。

システムタスクの実行結果（完了、中断）を、指定したメールアドレスにメールで転送します。

実行結果のメール転送機能を利用する場合は、システムメールアカウントの設定が必要です。

「システムメールアカウントを設定する」
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「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の システムタスク をク

リックし、 一般設定（メール通知） をクリックする

「システムタスクの一般設定」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

必要な項目を設定し、  をクリックする

システムタスクの一般設定の設定項目

項目 説明

実行結果の通知アドレ

ス
実行結果を通知するメールアドレスを設定します。

実行結果のメール通知を中止する場合は、手順 2 で「実行結果の通知アドレス」欄を空白に設定し

てください。

転送されるメールの差出人（From）について

転送されるメールの差出人のメールアドレスは、システムメールアカウントに設定されているメール

アドレスになります。

データベースを最適化する

データベースを定期的に最適化します。

（インストールディレクトリ）/cb5/data 配下に保存されているすべての odb ファイルを最適化します。

最適化を実行すると、肥大化した odb ファイルを整理して「Office 8」 の処理速度を改善することができます。

定期的に実行する条件や開始／終了時刻、最適化処理の前にバックアップをとるかどうかを設定できます。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の システムタスク をク

リックし、 システムタスクの一覧 をクリックする

「システムタスクの一覧」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

「データベース最適化」欄の 変更する をクリックする

「システムタスクの変更」画面が表示されます。

すでにデータベース最適化が設定されている場合は、「スケジュール」欄に設定内容が表示されます。

変更する必要な項目を設定し、  をクリックする

データベース最適化の設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

繰り返し条件

繰り返す条件を次の項目から選択します。

実行しない

毎日

毎週○曜日：繰り返す曜日をメニューから選択します。

開始時刻 システムタスクの開始時刻を設定します。
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終了時刻
システムタスクの終了時刻を設定します。終了時刻を設定すると、処理状況に関わら

ず終了時間になると自動的に処理を中断します。

バックアップ

最適化処理の前にデータをバックアップするかどうかを設定します。

最適化処理前にデータをバックアップする場合は、「 最適化前にバックアップを実

行する」にチェックを入れ、バックアップデータを保存するサーバー上のディレクトリを

絶対パスで入力し、バックアップを保存する世代数を選択します。

手順 3 でバックアップ先のディレクトリを変更すると、バックアップのシステムタスクのバックアップ

先のディレクトリも変更されます。

バックアップを保存する世代は、1世代 / 2世代 / 3世代 / 4世代 / 5世代 から選択できます。

データをバックアップする

データをバックアップします。

次のファイルをバックアップします。

(インストールディレクトリ)/cb5/data

(インストールディレクトリ)/cb5/file

定期的に実行する条件や、開始／終了時刻、バックアップファイルを保存するディレクトリを設定できます。

ロギングで保存しているログのデータをバックアップする場合は、手動で次のディレクトリをバック

アップしてください。

「データをバックアップする」

（インストールディレクトリ）/cb5/log/

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の システムタスク をク

リックし、 システムタスクの一覧 をクリックする

「システムタスクの一覧」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

「バックアップ」欄の 変更する をクリックする

「システムタスクの変更」画面が表示されます。

すでにバックアップが設定されている場合は、「スケジュール」欄に設定内容が表示されます。

変更する必要な項目を設定し、  をクリックする

バックアップの設定項目

画面の項目欄に「*」が付いている項目は必ず入力してください。

項目 説明

繰り返し条件

繰り返す条件を次の項目から選択します。

実行しない

毎日

毎週○曜日：繰り返す曜日をメニューから選択します。

開始時刻 システムタスクの開始時刻を設定します。
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終了時刻
システムタスクの終了時刻を設定します。終了時刻を設定すると、処理状況に関わら

ず自動的に処理を中断します。

バックアップ

バックアップファイルを保存するディレクトリを設定します。

バックアップデータを保存するサーバー上のディレクトリを絶対パスで入力し、バック

アップを保存する世代数を選択します。

手順 3 でバックアップ先のディレクトリを変更すると、データベース最適化のシステムタスクのバッ

クアップ先のディレクトリも変更されます。

ログファイルを書き出す

システムタスクの実行結果のログファイルを書き出します。

「システム設定」画面で、「 詳細設定」タブから、 運用管理の システムタスク をク

リックし、 システムタスクの一覧 をクリックする

「システムタスクの一覧」画面が表示されます。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

ログファイルを書き出す項目の ログを書き出す をクリックする

ファイルを保存する

表示される画面にしたがって、ファイルを保存する操作を行ってください。

ログファイルには、システムタスクの実行状況が記録されています。
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定期的に行う作業について

社員の入社／退職や組織の変更など、運用時に定期的に行う作業について説明します。

入社時のユーザー追加

退職時のユーザー削除

組織の変更

ライセンスの更新

入社時のユーザー追加

社員の入社時などに行う一連の操作について説明します。

ユーザーを追加する

「ユーザーを追加する」

メールアカウントを設定する

「メールアカウントを登録する」

利用できるオプション製品を設定する

「利用するユーザーを設定する」

各種アクセス権を設定する

必要に応じて、スケジュールと設備予約／電話メモ／掲示板／ファイル管理

のアクセス権を設定してください。

「スケジュールと設備予約にアクセス権を設定する」

「電話メモにアクセス権を設定する」

「カテゴリにアクセス権を設定する」

「フォルダにアクセス権を設定する」

管理権限を設定する

必要に応じて、追加するユーザーをシステム管理者／サポート登録者／運

用管理者に設定してください。

「システム管理者を登録する」

「サポート登録者を登録する」

「ブックの運用管理者を登録する（アドレス帳）」

「運用管理者を登録する（ワークフロー）」

「運用管理者を登録する（報告書）」

多数のユーザー／メールアカウントの追加など、大規模な変更はCSVファイルで行うと便利です。

また、変更したユーザー／メールアカウントの情報はCSVファイルに書き出しておくことを推奨しま

す。

「ユーザーデータのCSVファイルを読み込む」
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「ユーザーデータをCSVファイルに書き出す」

「メールアカウントデータを CSV ファイルから読み込む 」

「メールアカウントデータを CSV ファイルへ書き出す 」

退職時のユーザー削除

社員の退職時に行う一連の操作について説明します。

ユーザーを削除する

「ユーザーを削除する」

ユーザーを削除すると

「office.odb」ファイル内にある該当ユーザーの「ユーザー名簿」「予定」「ToDo リスト」「個人フォル

ダ」のデータがすべて削除されます。 また、掲示板やファイル管理に該当ユーザーが書き込み／登

録したデータは残りますが、ユーザーが存在しなくなるため、これらのデータを削除できるのはシス

テム管理者のみとなります。

削除したユーザーは、元に戻すことはできません。重要なデータは、削除の前にバックアップを行

い、保管しておくことをお勧めします。

「データをバックアップする」

変更したユーザーの情報はCSVファイルに書き出しておくことを推奨します。

「ユーザーデータをCSVファイルに書き出す」

組織の変更

組織の変更時に行う一連の操作について説明します。

グループを追加／変更／削除する

「グループを追加する」  「グループを変更する」  「グループを削除

する」

ユーザーが所属するグループを変更する

「グループを変更する」

ユーザー／グループの表示順を変更する

「ユーザーの表示順を変更する」  「グループの表示順を変更する」

グループを削除すると

グループを削除すると、「掲示板」「ファイル管理」に登録されているグループカテゴリ／グループ

フォルダも削除されます。 削除されたカテゴリやフォルダに登録されていたデータは次のとおりに処

理されます。

「掲示板」では、削除されたグループのフォルダ内の掲示は、最新一覧に（未分類）のデータと

して表示されます。未分類のデータは、「システム設定」で他のカテゴリへ移動することができ
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ます。

「ファイル管理」では、削除されたグループのフォルダ内のデータは、削除されたグループの

データとして、「フォルダアイコン」（削除されたグループ名）の形でそのまま残ります。このフォ

ルダ内からファイルデータが 1 件もなくなった場合に、「フォルダアイコン」（削除されたグルー

プ名）は自動的に削除されます。

削除したグループは、元に戻すことはできません。重要なデータは、削除の前にバックアップを行

い、保管しておくことをお勧めします。

「データをバックアップする」

変更したグループの情報はCSVファイルに書き出しておくことを推奨します。

「ユーザーデータをCSVファイルに書き出す」

ライセンスの更新

ライセンス更新時に行う一連の操作について説明します。

ライセンスを購入する

『各種ライセンスのお見積もり』  『各種ライセンスのご発注』

ライセンスを登録する

「ライセンスを登録する」

ライセンスを購入してオプション製品の使用を開始する場合は、システム設定でオプション製品の

使用を開始に設定する必要があります。

「使用するアプリケーションを設定する」
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データの保守（バックアップと最適化）

データをバックアップ／リストア／最適化します。

保守ライセンスを購⼊している場合は、定期的に最適化やバックアップを⾏うこともできま
す。

「システムタスク（最適化やバックアップ）を設定する」

データをバックアップする

データをリストアする

データベースを最適化する

データをバックアップする

データをバックアップします。

データが破損したときや、誤って必要なデータを削除してしまったときのためにデータをバックアップし
ます。
バックアップするディレクトリ／ファイルを、外部媒体（磁気テープ／CD-R／MO／別のハードディスク
等）に⼿動でコピーしてバックアップを⾏います。

バックアップするディレクトリは次のとおりです。
（インストールディレクトリ）/cb5/data/
（インストールディレクトリ）/cb5/file /

1⽇に1回、バックアップをとることをお奨めします。

データのバックアップ作業は、メンテナンス時間を設定するなど、ユーザーが「Office 8」
にアクセスしない時間帯に⾏ってください。ユーザーの操作中にバックアップ作業を⾏う
と、操作前までのデータしか保存されないなど、データに差分が⽣じる場合があります。

「メンテナンス時間を設定する」

ロギングで保存しているログのデータをバックアップする場合は、次のディレクトリもバッ
クアップしてください。

（インストールディレクトリ）/cb5/log/

データのバックアップの処理は、スケジューリングサービスを停⽌してから⾏ってくださ
い。スケジューリングサービスの停⽌／開始／再起動については、『よくある質問と答え
（FAQ）』 を参照してください。

⽬的のディレクトリのファイル構成を確認する

「ファイル構成」

必要なデータを、外部媒体などにコピーする
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データベースファイルの修復について
「Office 8」では、データベースファイルを⾃動的に保存しています。ユーザーの各動作が
正常に終了されなかった場合は、次のエラー画⾯が表⽰され、  をクリックすると
データベースファイルを⾃動的に修復します。ただし、添付ファイルは修復されません。

データをリストアする

データをリストアします。

バックアップしたファイルをリストア（復旧）します。

データのリストアの処理は、スケジューリングサービスを停⽌してから⾏ってください。ス
ケジューリングサービスの停⽌／開始／再起動については、『よくある質問と答え
（FAQ）』 を参照してください。

CD-Rなどからバックアップデータをリストアした場合は、ファイルの属性が「読み取り専
⽤」になっている場合があります。 この場合は、ファイル名を右クリックし、プロパティ
の「全般」タブから属性の「 読み取り専⽤」のチェックを外してください。

所有者：httpd起動ユーザー
所有グループ：root
パーミッション：644

利⽤中のサイボウズ Officeにリストアする

他のサーバーにインストールしたサイボウズ Officeにリストアする

利⽤中のサイボウズ Officeにリストアする

メンテナンス時間を設定する

「メンテナンス時間を設定する」

バックアップ元でバックアップファイルをコピーし、リストア先
の該当のディレクトリをリネームして、バックアップデータと置
き換える

ファイル構成を確認し、バックアップしたディレクトリと同じ位置に
データをリネームして置き換えます。

リストア先のディレクトリをリネームする例：
(インストールディレクトリ)/cb5/data → (インストールディレク
トリ)/cb5/data_bak
(インストールディレクトリ)/cb5/file → (インストールディレク
トリ)/cb5/file_bak
バックアップファイルを置き換える例：
(インストールディレクトリ)/cb5配下にバックアップファイルを配
置します。
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・data(バックアップファイル) → (インストールディレクト
リ)/cb5/data(バックアップファイル)
・file(バックアップファイル) → (インストールディレクト
リ)/cb5/file(バックアップファイル)

「ファイル構成」

メンテナンス時間を解除する

(インストールディレクトリ)/cb5/data/以下にあるmaint ファイルを
削除して、メンテナンス時間を解除します。

「メンテナンス時間を解除する」

Webブラウザーを起動してサイボウズ Officeにアクセスし、動
作確認する

次の項⽬を確認します。
バックアップした状態のデータを、正常に閲覧または表⽰できる。
正常にデータを登録または変更できる。

他のサーバーにインストールしたサイボウズ Officeにリストアする

他のサーバーにサイボウズ Officeをインストールする

「インストールマニュアル」

メンテナンス時間を設定する

「メンテナンス時間を設定する」

バックアップ元でバックアップファイルをコピーし、リストア先
の該当のディレクトリをリネームして、バックアップデータと置
き換える

ファイル構成を確認し、バックアップしたディレクトリと同じ位置に
データをリネームして置き換えます。

リストア先のディレクトリをリネームする例：
(インストールディレクトリ)/cb5/data → (インストールディレク
トリ)/cb5/data_bak
(インストールディレクトリ)/cb5/file → (インストールディレク
トリ)/cb5/file_bak
バックアップファイルを置き換える例：
(インストールディレクトリ)/cb5配下にバックアップファイルを配
置します。
・data(バックアップファイル) → (インストールディレクト
リ)/cb5/data(バックアップファイル)
・file(バックアップファイル) → (インストールディレクト
リ)/cb5/file(バックアップファイル)

「ファイル構成」
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メンテナンス時間を解除する

(インストールディレクトリ)/cb5/data/以下にあるmaint ファイルを
削除して、メンテナンス時間を解除します。

「メンテナンス時間を解除する」

Webブラウザーを起動してサイボウズ Officeにアクセスし、動
作確認する

次の項⽬を確認します。
バックアップした状態のデータを、正常に閲覧または表⽰できる。
正常にデータを登録または変更できる。

データベースを最適化する

データベースを最適化します。

（インストールディレクトリ）/cb5/data配下に保存されているすべてのodbファイルを最適化します。
最適化を実⾏すると、肥⼤化した odb ファイルを整理して「Office 8」 の処理速度を改善することがで
きます。

データベースの最適化の作業は、データをバックアップしてから⾏ってください。
「データをバックアップする」

最適化処理は、「Administrator権限」（Linux環境の場合は、「root権限」）を持つユー
ザーで⾏ってください。

最適化処理の実⾏中は、⾃動的にメンテナンス時間が設定されます。 また、別途メンテナ
ンス時間を設定している場合、設定されている時間帯に最適化処理を実⾏することはできま
せん。

データの最適化の処理は、スケジューリングサービスを停⽌してから⾏ってください。スケ
ジューリングサービスの停⽌／開始／再起動については、『よくある質問と答え（FAQ）』
を参照してください。

スタートメニューから、プログラム⇒アクセサリ⇒コマンドプロンプトの順にクリッ
クする

ag.exe（cgi）が保存されているディレクトリまで移動する
ag.exeが保存されているディレクトリについては、「サイボウズ(R) Off ice の実⾏環境の診断」画⾯の
Dir欄で確認できます。

「「Office 8」の実⾏環境を確認する」

コマンドを実⾏する
最適化処理が実⾏されます。

最適化処理のコマンド

環境 説明

Windowsサーバー ag.exe -x optimize -N

Linuxサーバー ./ag.cgi -x optimize -N
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ファイル構成

「Office 8」のファイル構成について説明します。

「サイボウズ(R) Office の実行環境の診断」画面のDocumentRoot／Dir欄で、現在インストールさ

れているサーバーの環境を確認することができます。

「「Office 8」の実行環境を確認する」

「Office 8」をインストールすると、インストール時に設定したCGIディレクトリ／ドキュメントルートディレクトリの下に、次の

ような構成でファイルが保管されます。

 ・・・「Office 8」をインストール時に作成されるファイル

 ・・・「Office 8」をインストール時に作成されるディレクトリ

 ・・・「サイボウズ Office 8 ケータイ」をインストールした場合に作成されるファイル

 ・・・「サイボウズ Office 8 ケータイ」をインストールした場合に作成されるディレクトリ

CGIディレクトリ

ドキュメントルートディレクトリ

CGIディレクトリ

<インストール識別子>

├  ag.exe(cgi) ：「Office 8」の実行ファイル

├  Readme.txt ：Readme ファイルです。

├  License.txt ：試用許諾書です

├  k.exe(cgi) ：「ケータイ」をインストールした場合の実行ファイル

├  sched.exe(cgi) ：スケジューリングサービスの実行ファイル

├  cb5  

│ ├  file 「Office 8」に添付したデータ／使用しているアプリケーションの一時データファイル

│ ├  log ログファイル

│ ├  page 画面を表示するためのテンプレートファイル

│ │ ├ (注1) backup テンプレートファイルのバックアップフォルダ

│ │ │ └  mobile ：「ケータイ」をインストールした場合のテンプレートファイルのバックアップフォルダ

│ │ ├  *.html  

│ │ ：  

│ ├  module 使用しているアプリケーションの情報

│ │ ├ Basic（基本セット）  

│ │ ├ Smart（ケータイ） ：「ケータイ」をインストールした場合のテンプレートファイルのバックアップフォルダ

│ └ data 「Office 8」に登録されたデータを保存する

│  ├ notify 通知データの一時保存フォルダ

│  ├ message 社内メールのデータファイル

│  │ └ message.odb ：社内メールのデータ
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│  ├ personal データベースファイル（○○.odb）

│  │ ├ (注2) userID.odb ：ユーザーごとの登録データ

│  │ ：  

│  ├ address.odb ：アドレス帳のデータ

│  ├ biz.odb ：サイボウズ ネット連携サービス ／継続サービスのデータ

│  ├ cabinet.odb ：ファイル管理のデータ

│  ├ calendar.odb ：スケジュールのデータ

│  ├ forum.odb ：掲示板のデータ

│  ├ office.odb ：「Office 8」の基本情報

│  ├ workflow.odb ：ワークフローのデータ

│  ├ report.odb ：報告書のデータ

│  ├  project.od ：プロジェクトのデータ

     ：  

(注1)上書きインストール時にインストーラーが作成するディレクトリ

(注2)実行ファイルが作成するファイル

data ディレクトリ以下の「.mrr」ファイルは自動修復のためのファイルです。

コマンドラインの操作（メールの退避）を行うと、mailsave.logのログファイルが作成されます。

「メールデータを退避する」

ドキュメントルートディレクトリ

 cb80 　　:　「Office 8」で使われる画像ファイル

通常、Windows 版では C:\InetPub\wwwroot\cb80 になります。
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htmlファイルのカスタマイズ

「Office 8」は、テンプレートのhtml ファイルを編集し、画面に表示されるリンク名を変更したり、画像ファイルを置き換え

て表示するアイコンの画像を変更するといったカスタマイズが可能です。

カスタマイズを行う前に、必ず「カスタマイズの注意点」をお読みください。

カスタマイズ時の注意点

再インストール／バージョンアップ時の注意点

カスタマイズ時の注意点

弊社では、カスタマイズのいかなる結果についても責任を負いかねます。あらかじめご了承くださ

い。html ファイルのカスタマイズは、お客様の全責任において実行していただきます。あらかじめご

了承ください。

カスタマイズは、このカスタマイズ時の注意点をよくご理解の上、万全の準備を行ってから実行してください。

カスタマイズを行う前に、必ず元の html ファイルをバックアップしてください。

未搭載の機能の追加／現機能の変更など、仕様部分の変更に関わるカスタマイズはできません。また、弊社では

有償無償に関わらず、カスタマイズサービスは行っておりません。あらかじめご了承ください。

トップページ、およびフレームのテンプレートファイルは、スクリプトが多用されています。複雑な構成となっており

ますのでカスタマイズはお勧めできません。

バージョンアップ時にはプログラムを修正しており、基本的にテンプレートファイルが上書きされます。バージョン

アップ後には、前のファイルを上書きコピーするのではなく、再度カスタマイズ作業を行ってください。

テンプレート HTML ファイルには、プログラムが記述されています。カスタマイズを行うときは、Microsoft

FrontPage などの「HTML 編集ソフト」は使用せず、メモ帳などの「テキストエディタ」で編集してください。

「HTML 編集ソフト」の中には自動的にソースを書き換えるものがあるため、テンプレート HTML ファイルが正しく

動作しなくなるおそれがあります。

Copyright は必ず表示されます。これは、弊社商品の著作権を法的に守るためです。

再インストール時には、テンプレート html ファイルをバックアップしてください。html ファイルについては、「再イン

ストール、バージョンアップ時の注意点」をご覧ください。

再インストール／バージョンアップ時の注意点

再インストールやマイナーバージョンアップを行うと、基本的にテンプレートファイルは上書きされます。カスタマイズした

html ファイルが上書きされないように、前もってバックアップを取るようにしてください。

バージョンアップ時には、テンプレートファイル内のプログラムを修正しておりますので、バックアッ

プファイルを戻さないでください。お手数ですが、再度カスタマイズを行っていただきますよう、お願

いいたします。

Windows 版の場合は、インストール時にインストーラーが自動的にバックアップを取ります。

例えば、C:\InetPub\scripts\cbag\cb5\page にある、「Office 8」のテンプレート html ファイルをカスタマイズしたファ

イルは C:\InetPub\scripts\cbag\cb5\page\backup にコピーされ、現在使っている html ファイルは新しいバージョン

のものに置き換えられます。

次の表は、再インストール後のバックアップファイルの場所を表したものです。

テンプレート htm l  ファイルのバックアップ先
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cbag(インストールしたディレクトリ)

└ cb5  

 ├ page  

 ： ├ AGIndex.html 新規にインストールされたテンプレートファイル

  ├ SystemAdmin.html  

  ├ ・・・  

  └ backup バックアップされたファイル

   ├ index.html  

   ├ SystemAdmin.html  

   ├ ・・・  
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ユーザーと管理者の権限

「Office 8」で、ユーザー／システム管理者／運用管理者が行える操作の権限について説明します。

設定方法については、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

アプリケーションごとに、操作の権限を次の印で表しています。

○：操作の権限がある

×：操作の権限がない

－：操作できない

社内メール

メール

スケジュール

電話メモ（在席確認）

ToDoリスト

掲示板

ファイル管理

アドレス帳

ワークフロー

報告書

プロジェクト

社内メール

社内メールの権限

操作 ユーザー システム管理者

宛先変更 ○（差出人のみ） －

一括削除 × ○

本文変更 ○（差出人のみ） －

再利用作成 ○（差出人、宛先のユーザー） －

添付ファイルの閲覧（添付ファイル

が公開されていない場合）
○（差出人、宛先のユーザー） －

添付ファイルの更新（添付ファイル

が公開されていない場合）
○（ファイルを添付したユーザー） ×

メール

メールの権限

操作 ユーザー システム管理者
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メールアカウントの設定
○（システム管理者の設定によ

る）
○

受信メールをサーバーに残す
○（システム管理者の設定によ

る）
○

新着メールチェック機能
○（システム管理者の設定によ

る）
○

メールアドレスのリンク先に

<a href=mailto:. . .> を使用する
○ ×

メールの保存サイズの制限 × ○

受信メールサイズ／送信メールサイズ

の制限
× ○

スケジュール

スケジュールの権限

操作 ユーザー システム管理者

登録／変更／削除 ○（システム管理者の設定による） －

閲覧 ○（システム管理者の設定による） －

登録／変更／削除（自分の予定） ○ －

登録／変更／削除（他のユーザー

の予定）
○（システム管理者の設定による） －

フォローの書き込み／削除 ○（システム管理者の設定による） －

一括削除 × ○

電話メモ（在席確認）

電話メモ（在席確認）の権限

操作 ユーザー システム管理者

登録 ○ －

確認 ○（本人のみ） －

削除 ○（本人と登録者） －

ToDoリスト

ToDoリストの権限

操作 ユーザー システム管理者

閲覧／登録／変更／削除／完了

（ToDo）
○（本人のみ） －

登録／変更／削除（カテゴリ） ○（本人のみ） －
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掲示板

掲示板の権限

操作 ユーザー システム管理者

閲覧 ○（システム管理者の設定による） －

書き込み ○（システム管理者の設定による） －

再利用作成 ○（差出人、宛先のユーザー） －

削除 ○（差出人のみ） ○

一括削除 × ○

フォローの書き込み
○（差出人、システム管理者の設

定による）
－

フォローの削除 ○（差出人のみ） ○

添付ファイルの閲覧（添付ファイル

が公開されていない場合）

○（差出人、システム管理者の設

定による）
－

添付ファイルの更新（添付ファイル

が公開されていない場合）
○（ファイルを添付したユーザー） ×

ファイル管理

ファイル管理の権限

操作 ユーザー システム管理者

閲覧（フォルダ） ○（システム管理者の設定による） －

登録／変更／削除（フォルダ） ○（システム管理者の設定による） －

編集解除 ○（本人のみ） ○

一括削除 × ○

アドレス帳

アドレス帳の権限

操作 ユーザー 運用管理者 システム管理者

閲覧 ○ － －

登録／変更 ○ ○ －

削除 ○（登録者のみ） × ○

一括削除 × × ○

編集（アドレス項目） ○ ○ －

CSV ファイルの読み込

み／書き出し

○（非公開アドレスデータ

のみ）

○（公開アドレスデータの

み）
－

絞り込みの設定 × ○ －
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ワークフロー

ワークフローの権限

操作 ユーザー 運用管理者 システム管理者

運用管理者の設定 × × ○

申請番号の表示 × × ○

申請後の経路変更の許

可
× × ○

申請フォームの作成／変

更／削除
× ○ －

CSV ファイルの読み込

み／書き出し（申請

フォーム／申請データ）

× ○ －

作成／変更／削除（申請

フォームカテゴリ）
× ○ －

役割の設定 × ○ －

全申請データの閲覧 × ○ －

申請の送信 ○ ○ －

申請の取消 ○（※ 1） × －

申請経路の変更 ○（※ 1） ○ －

申請データの削除 × ○ ○

申請データの一括削除 × × ○

※1　申請者は可能です。

※2　運用管理者は可能です。

報告書

報告書の権限

操作 ユーザー 運用管理者 システム管理者

運用管理者の設定 × × ○

報告書項目の編集 × × ○

報告書の登録 ○ － －

報告書の閲覧／編集／

削除／再利用作成

○（登録者の設定によ

る）
－ －

表示の設定 ○ × －

絞り込みの設定 × ○ －

CSVファイルの読み込み

／書き出し
× ○ ×
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プロジェクト

プロジェクトの権限

操作

プロジェクトメンバー プロジェクト外ユーザー

プロジェク

ト管理者

テーマ責

任者

タスク担

当者
その他

システム管

理者
その他

プロジェクトの追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○

プロジェクトの削除 ○ × × × ○ ×

プロジェクトの変更 ○ × × × ×（※4） ×

公開プロジェクトの

閲覧
○ ○ ○ ○ ○ ○

非公開プロジェクト

の閲覧
○ ○ ○ ○ △ ×

プロジェクトの設定 ○ × × × × ×

メモについての編

集
○ × × × × ×

マイルストーンの編

集
○ × × × × ×

リンク／掲示の編

集
○ × × × × ×

テーマの追加／変

更
○ ○ ○ ○ × ×

テーマの削除／移

動
○ ×（※1） ×（※1） ×（※1） × ×

タスクの追加／変

更
○ ○ ○ ○ × ×

タスクの削除／移

動
○ ×（※2） ×（※2） ×（※2） × ×

タスクの開始／完

了
○ ○ ○ ○ × ×

掲示の追加／変更 ○ ○ ○ ○ × ×

掲示の削除／移動 ○ ×（※3） ×（※3） ×（※3） × ×

プロジェクトの完了

／再開
○ × × × × ×

テーマ／タスク／掲

示の追加／変更／

削除／移動（完了し

たプロジェクト）

× × × × × ×

※1　テーマの登録者は可能です。

※2　タスクの登録者は可能です。

※3　掲示の登録者は可能です。

※4　「プロジェクトの順番変更と削除」画面から非公開プロジェクトのプロジェクト名のみ閲覧可能です。
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プロジェクトのトップへの掲示の追加は、プロジェクト管理者のみ可能です。

プロジェクトの登録者がメンバーに入っていない場合、プロジェクトが非公開プロジェクトのときでも

登録直後のみ内容を閲覧できます。
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ファイルの入出力一覧

「Office 8」で、ユーザー／システム管理者／運用管理者が行えるファイルの入出力の操作について説明します。

入出力できる項目を次の印で表しています。

○：操作できる（○をクリックすると、各操作のマニュアルを表示します。）

×：操作できない

ユーザーの操作

システム管理者の操作

運用管理者の操作

ユーザーの操作

CSVファイルの入出力

項目 CSV出力 CSV入力

記念日 ○ ○

予定 ○ ×

タイムカード ○ ×

非公開アドレス ○ ○

テキストファイルの入出力

項目 テキスト出力 テキスト入力

スケジュール（日報） ○ ×

社内メール ○ ×

メール ○ ×

掲示 ○ ×

報告書 ○ ×

プロジェクト（掲示） ○ ×

システム管理者の操作

CSVファイルの入出力

項目 CSV出力 CSV入力

ユーザー情報 ○ ○

グループ情報 ○ ○

リンク集（共有リンク） ○ ○

メールアカウント ○ ○
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設備 ○ ○

祝日 ○（全祝日／特定年の祝日） ○

予定 ○ ○

設備予約データ ○ ×

タイムカード ○ ×

ユーザー名簿 ○ ×

aguファイルの入出力

項目 agu出力 agu入力

個人データ ○ ○

テキストファイルの入出力

項目 テキスト出力 テキスト入力

ログ ○ ×

ログ（システムタスク） ○ ×

運用管理者の操作

CSVファイルの入出力

項目 CSV出力 CSV入力

公開人名データ ○ ○

会社情報 ○ ○

ワークフロー（申請フォーム） ○ ○

ワークフロー（申請データ） ○ ×

報告書 ○ ○
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システム設定初期値一覧

「Office 8」のシステム設定／運用管理の初期値について説明します。

旧バージョンの製品からバージョンアップして「Office 8」を使用しているときは、旧製品の設定が引

き継がれるため、初期設定が異なる場合があります。

ユーザー管理

カスタマイズ

運用管理

個人フォルダ

社内メール

メール

スケジュールと設備予約

電話メモ

タイムカード

掲示板

ファイル管理

アドレス帳

ユーザー名簿

リンク集

ワークフロー

報告書

プロジェクト

ケータイ

ユーザー管理

ユーザー管理の初期設定

設定メニュー 初期設定

会社情報 URL：http://cybozu.co.jp/

ログイン方法
ログイン方法：ユーザー名で選ぶ

パスワードの最低限の長さ：0

カスタマイズ

カスタマイズの初期設定
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設定メニュー 初期設定

トップページの最初のレ

イアウト

上段：スケジュール （固定）

左段：ToDo リスト／タイムカード／リンク集

中央段：お探し物／最新情報／ネット連携サービス（共通）

最新情報における制限 チェックした項目を既読にする機能を使用しない：チェックなし

アプリケーションメニュー

の設定

トップページ／個人フォルダ／スケジュール／設備予約／電話メモ(在席確認)／

タイムカード／ToDoリスト／掲示板／ファイル管理／アドレス帳／ユーザー名簿

／リンク集／cybozu.net／CybozuTools！/ワークフロー／報告書／プロジェク

ト

使用するアプリケーショ

ン
インストール時の設定により異なります。

ネット連携サービス

「サイボウズ(R) ネット連携サービス」を利用する：利用する

コンテンツ：ニュース／サイボウズからのお知らせ／企業検索

天気予報：使用する

書式編集機能と添付ファ

イル

書式編集を使用しない：使用しない

画像ファイル（gif, jpeg など）を本文と一緒に表示することを許可する：許可する

ログインページの設定

会社名リンク：リンクを表示しない

共有リンク：表示しない

共有リンクの表示列数：1

共有リンクのタイトルを表示する幅：20

連絡内容を表示する位置：パスワード入力部分の下

運用管理

運用管理の初期設定

設定メニュー 初期設定

システム管理者の登録 パスワードのみで制限する

システム管理用のパス

ワード
パスワードなし

サポート登録者の登録 登録者なし

システムメールアカウント

予定の通知のメール転送：使用しない

電話メモのメール転送：使用しない

ケータイのURL送信：使用しない

システムメールアカウントの登録：登録なし

メンテナンス時間 設定なし

連携システムからの通知 連携システムからの通知：使用しない

パフォーマンス 最適化処理を有効にする：有効にする

連携認証 無効

ロギング ログの保存期間：保存しない

システムタスク
データベース最適化：実行しない

バックアップ：実行しない

個人フォルダ
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個人フォルダの初期設定

設定メニュー 初期設定

個人フォルダのメモのサ

イズ制限
1 ユーザーあたりの保存できるメモの添付ファイルの総サイズ：無制限

社内メール

社内メールの初期設定

設定メニュー 初期設定

社内メールの一般設定
閲覧状況確認機能の初期値：「確認しました」ボタンをつけない

アプリケーション名：メニューから選択する　「社」

メール

メールの初期設定

設定メニュー 初期設定

メールの使用停止と新着

メールチェック

メールの使用：使用しない

ログイン時の新着メールチェック：行う

メールのサイズ制限

1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズ：無制限

受信メールサイズの制限：1MB

送信メールサイズの制限512KB

ユーザーの権限

メールアカウントの登録：許可する

受信メール（POP3）サーバーにメールを残す設定：許可する

新着メールチェック機能：許可する

スケジュールと設備予約

スケジュールと設備予約の初期設定

設定メニュー 初期設定

スケジュールの一般設定

予定（予約）を設定する単位：30分単位

過去の予定（予約）を保存する期間：1年

設備は何ヶ月先まで予約可能か：無制限

設備の予約情報の表示：予定内容

予定の変更：登録者と参加者以外のユーザーの変更を許可する

非公開の予定：登録できる

非公開の予定の表示：登録された非公開の予定を完全に隠さない

グループのスケジュールの表示：表示しない

祝日の表示：表示する

繰り返しの設備予約：登録できる

予定メニュー 会議／休み

祝日 2000～2008年の祝日

アクセス権 全員：閲覧・変更・追加・削除が可能
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電話メモ

電話メモの初期設定

設定メニュー 初期設定

行き先メニュー なし

タイムカードと在席情報

の連動
連動しない

アクセス権 アクセス権なし

タイムカード

タイムカードの初期設定

設定メニュー 初期設定

タイムカードの一般設定

タイムカードの自動打刻：利用する

集計の開始日：1日

月度の表示：0

日付が変わる時間：4:00

ユーザーの時刻の修正：許可する

掲示板

掲示板の初期設定

設定メニュー 初期設定

掲示板の一般設定 議論の許可の初期値：掲示上で議論する

カテゴリとアクセス権 アクセス権：（全体）　閲覧・フォロー・作成が可能

ファイル管理

ファイル管理の初期設定

設定メニュー 初期設定

ファイル管理の一般設定

一度に表示する履歴の件数：10

削除したファイルを保存する期間：1日間

ロック機能：使用しない

バージョン管理機能：使用する

アクセス権 全員：閲覧・変更・追加・削除が可能

ファイルのサイズ制限
一般ファイルのサイズ制限：無制限

添付ファイルのサイズ制限：無制限

アドレス帳

アドレス帳（システム設定）の初期設定
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設定メニュー 初期設定

アドレス帳の一般設定 アドレスの新規登録時：標準で『非公開』を選択しない

個人の項目 標準の項目：名前（必須）／よみ（必須）／役職／Tel／E-mail／画像／メモ

会社の項目
標準の項目: 会社コード／会社名（必須）／会社よみ（必須）／部課／郵便番号

／住所／地図／路線／会社Tel／会社Fax／URL

運用管理者 登録ユーザー全員

アドレス帳（運用管理）の初期設定

設定メニュー 初期設定

絞り込みの設定 設定なし

ユーザー名簿

ユーザー名簿の初期設定

設定メニュー 初期設定

ユーザー名簿の項目 標準の項目：名前／よみ／E-mail／URL／連絡先

リンク集

リンク集の初期設定

設定メニュー 初期設定

共有リンク
サイボウズ 株式会社／cybozu.net／マニュアル オンライン／よくある質問と答

え／サイボウズコミュニティ

ワークフロー

ワークフロー（システム設定）の初期設定

設定メニュー 初期設定

番号の表示と経路変更

可否

番号：表示する

申請後に経路の変更：許可しない

運用管理者 登録ユーザー全員

ワークフロー（運用管理）の初期設定

設定メニュー 初期設定

申請フォームの設定
交通費精算書／備品・消耗品購入届（単品）／有給休暇およびその他休暇申

請・欠勤届／住所変更届／押印申請

役職の設定 課長／部長／経理担当

報告書
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報告書（システム設定）の初期設定

設定メニュー 初期設定

報告書の項目の設定

標準の項目：標題（必須）／会社／相手参加者／参加者（必須）／日付（必

須）／時間

カスタマイズ可能な項目：内容（文字列（複数行））／課題（文字列（複数行））／

資料（ファイル）

運用管理者 登録ユーザー全員

報告書（運用管理）の初期設定

設定メニュー 初期設定

絞り込みの設定 設定なし

プロジェクト

プロジェクトの初期設定

設定メニュー 初期設定

非公開プロジェクトの可

否
非公開プロジェクトの登録：許可しない

ケータイ

ケータイの初期設定

設定メニュー 初期設定

使用するアプリケーショ

ン

基本セット：使用する

ワークフロー：使用する

報告書：使用する

プロジェクト：使用する
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⼊⼒制限値⼀覧

「Office 8」の各操作の⼊⼒制限値について説明します。

⼊⼒制限数は、全半⾓関係ありません。

システム設定

個⼈設定

個⼈フォルダ

社内メール

メール

スケジュールと設備予約

電話メモ（在席確認）

タイムカード

ToDoリスト

掲⽰板

ファイル管理

アドレス帳

連携システムからの通知

リンク集

ワークフロー

報告書

プロジェクト

ケータイ

システム設定

システム設定の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ユーザーの追加
ユーザーの変更

名前

100
よみ

ログイン名

E-mail

URL 255

連絡先 100

パスワード/パスワード（確認
⽤）

64（半⾓⽂字のみ）
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グループの追加
グループ情報の変更

名前

100よみ

E-mail

URL 255

連絡先
100

Fax

会社情報

会社名

100

会社よみ

E-mail

会社 Tel

会社 Fax

URL 255

アプリケーションメニューの追
加
アプリケーションメニューの変
更

タイトル 100

URL
255

アイコン

アイコン（参照） 無制限

システム管理者⽤パスワードの
設定

パスワード/パスワード（確認
⽤）

64（半⾓⽂字のみ）

メンテナンス時間の設定 メッセージ 無制限

個⼈設定

個⼈設定の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ユーザー情報

よみ
100

E-mail

URL 255

連絡先 100

パスワードの変更
パスワード/パスワード（確認
⽤）

64（半⾓⽂字のみ）

Myグループの設定 Myグループ名 100

アプリケーションメニューの追
加
アプリケーションメニューの変
更

タイトル 100

URL 100

アイコン 255

アイコン（参照） 無制限

パーツの変更
パーツ名

無制限
URL
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「始める」メニューの設定
タイトル 100

URL 255

個⼈設定（基本）

パスワード/パスワード（確認
⽤）

64（半⾓⽂字のみ）

E-mail アドレス 100

POP3 アカウント名 無制限

POP3 パスワード 無制限（半⾓⽂字のみ）

個⼈フォルダ

個⼈フォルダの制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

フォルダの作成
フォルダ名

無制限
メモ

ファイル情報の変更

タイトル

無制限メモ

コメント

ファイルの更新
ファイル

無制限
コメント

メモの書き込みメモの変更 標題 100

  内容 無制限

個⼈フォルダ 個⼈フォルダ検索 100

個⼈フォルダの検索（詳細検
索）

検索⽂字列 100

個⼈フォルダ（個⼈設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

メール・社内メールの振り分け
保存の追加
メール・社内メールの振り分け
保存の変更

振り分け保存名

100

条件：標題が

差出⼈が

宛先が

CC が

社内メール

社内メールの制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

社内メールの送信 標題 100
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本⽂ 無制限

社内メール本⽂ フォロー 無制限

社内メールの編集
標題 100

本⽂ 無制限

社内メール（システム設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

社内メールの⼀般設定 アプリケーション名 255

メール

メールの制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

メールの送信

宛先

無制限CC

BCC

標題 100

本⽂

無制限署名

ファイル

宛先アドレスの選択（別ウィン
ドウ）

⼈名検索
100

ユーザー名簿検索

メール（システム設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

メールサーバーの追加
メールサーバーの変更

メールサーバー名

100送信メールサーバー名（SMTP）

受信メールサーバー名（POP3）

受信メールサーバーポート番号 5

メールアカウント（既設）の登
録内容の変更

E-mail アドレス 100

SMTP アカウント名 無制限

SMTP パスワード 無制限（半⾓⽂字のみ）

POP3 アカウント名 無制限

POP3 パスワード 無制限（半⾓⽂字のみ）

メールアカウント（既設）の
CSVファイルからの読み込み

ファイル名 無制限

メール（個⼈設定）の制限値
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画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

メールアカウント（既設）の登
録

メールサーバー名 100

E-mail アドレス
無制限

SMTP アカウント名

SMTP パスワード 無制限（半⾓⽂字のみ）

POP3 アカウント名 無制限

送信情報 From ⾏に表記する名前 無制限

署名の追加
署名の変更

署名の名称
無制限

署名の内容

スケジュールと設備予約

スケジュールと設備予約の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

予定の登録
予定の変更

予定
無制限

メモ

スケジュール スケジュール検索 100

スケジュールの検索（詳細検
索）

検索⽂字列 100

会社情報の選択 会社名検索 100

スケジュールと設備予約（システム設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

設備の追加
設備の変更

設備名 100

メモ 無制限

設備グループの追加
設備グループの変更

設備グループ名 100

予定メニュー 予定メニュー 無制限

スケジュールデータのCSVファ
イルからの読み込み

ファイル名 無制限

祝⽇のCSVファイルからの読み
込み

ファイル名 無制限

スケジュールと設備予約（個⼈設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

予定メニュー 予定メニュー 無制限

記念⽇の登録 記念⽇名 100

予定の通知のメール転送 通知を受けるメールアドレス 無制限

94



電話メモ（在席確認）

電話メモ（在席確認）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

電話メモの登録

依頼主

無制限電話番号

伝⾔

在席情報の変更
在席情報

無制限
連絡先

電話メモ（在席確認）（個⼈設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

⾏き先メニュー ⾏き先メニュー 無制限

電話メモのメール転送 電話メモを受け取るメール 無制限

タイムカード

タイムカードの制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

時刻の修正 備考 無制限

ToDoリスト

ToDoリストの制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ToDo の登録
ToDo の変更

ToDo 名
無制限

メモ

ToDo リスト ToDo ⼀覧検索 100

ToDo ⼀覧の検索（詳細検索） 検索⽂字列 100

ToDoリスト（個⼈設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ToDoのカテゴリ ToDoのカテゴリ 無制限

掲⽰板

掲⽰板の制限値

95



画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

掲⽰板 掲⽰板検索 100

掲⽰板の検索（詳細検索） 検索⽂字列 無制限

掲⽰の書き込み
標題 100

本⽂ 無制限

掲⽰本⽂

内容

無制限フォロー

ファイル

ファイルの更新
ファイル

無制限
コメント

ファイル情報の変更

タイトル

無制限メモ

コメント

ファイル管理

ファイル管理の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ファイル管理 ファイル検索 100

ファイルの検索（詳細検索） 検索⽂字列 100

フォルダの作成
フォルダ情報の変更

フォルダ名 100

メモ 無制限

ファイルの追加
タイトル 100

メモ 無制限

ファイル情報の変更

タイトル 100

メモ 無制限

コメント  

フォルダ情報の変更
フォルダ名 100

メモ 無制限

ファイル管理 ファイル検索 100

ファイルの検索（詳細検索） 検索⽂字列 100

フォルダの作成
フォルダ情報の変更

フォルダ名 100

メモ 無制限

アドレス帳

アドレス帳の制限値
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画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

アドレス帳（⼈名⼀覧） ⼈名検索 100

⼈名の検索（詳細検索） 検索⽂字列 無制限

アドレス帳（会社⼀覧） 会社検索 100

会社の検索（詳細検索） 検索⽂字列 無制限

⼈名の登録

検索条件 無制限

名前（姓/名） 100

よみ（姓/名） 100

役職 100

Tel 100

E-mail 100

画像
無制限

メモ

個⼈⽤アドレスグループ 100

会社名 100

会社よみ 100

部課 100

郵便番号 100

住所 100

路線 100

会社 Tel 100

会社 Fax 100

URL 255

IP 電話の項⽬ 100

会社名情報の登録

検索条件 無制限

会社名 100

会社よみ 100

部課 100

郵便番号 100

住所 100

路線 無制限

会社 Tel 100

会社 Fax 100

URL 255

IP 電話の項⽬ 100

会社情報の検索 検索⽂字列 100
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絞り込みの追加絞り込みの変更
絞り込み名

100
絞り込み条件

アドレス帳（システム設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

会社の項⽬の追加
会社の項⽬の変更
個⼈の項⽬の追加
個⼈の項⽬の変更

項⽬名 100

項⽬名（メニュー） 無制限

アドレス帳（個⼈設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

個⼈⽤アドレスグループの追加
個⼈⽤アドレスグループの変更

⼈名検索 無制限

個⼈⽤アドレスグループ名 100

⾮公開の⼈名データのCSVファ
イルからの読み込み

ファイル 無制限

連携システムからの通知

連携システムからの通知（システム設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

通知を許可するドメインの追加
通知を許可するドメインの変更 URL 255

リンク集

リンク集の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

共有リンクの追加
共有リンクの変更
リンクの追加
リンクの変更

タイトル 100

URL 255

メモ 無制限

ワークフロー

ワークフローの（システム設定）制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ワークフロー（最新⼀覧） ワークフロー検索 100

ワークフローの検索（詳細検
索）

検索条件（申請番号）

無制限検索条件（申請フォーム名 ⽂
字列）
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検索条件（申請フォーム名 メ
ニュー）

検索条件（標題）

検索条件（申請者）

検索条件（決裁者）

検索条件（フォーム項⽬）

申請の作成

標題 100

⽂字列（1⾏） 99

⽂字列（複数⾏） 無制限

数値 14

⽇付 4

ファイル名 無制限

未処理申請の取り消し コメント 無制限

申請の取り消し コメント 無制限

新しい経路の設定 コメント 無制限

ワークフロー（運⽤管理）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ワークフロー検索（詳細検索）

申請番号 9

標題

無制限申請者

⼊⼒項⽬（⽂字列）

申請フォームの追加
申請フォーム名

無制限
説明

管理者メモの変更 管理者⽤メモ 無制限

申請フォームの項⽬の追加
申請フォームの項⽬の情報の変
更

標題 初期値
100

標題 コメント

⽂字列 項⽬名
100(⽂字列 1 ⾏)
無制限(⽂字列複数⾏)

⽂字列 初期値

⽂字列 コメント

⽂字列 サイズ 2 桁

数値 項⽬名 100

数値 初期値 14

数値 単位

100数値 コメント

数値 セパレータ

⽇付 項⽬名 100
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⽇付 コメント

⽇付 セパレータ

チェックボックス 項⽬名
100

チェックボックス コメント

ラジオボタン 項⽬名 100

ラジオボタン ラジオ項⽬ 無制限

メニュー 項⽬名

100メニュー コメント

メニュー セパレータ

メニュー 初期値 無制限

ファイル添付 項⽬名

100ファイル添付 コメント

ファイル添付 セパレータ

⾃動計算 項⽬名

100
⾃動計算 単位

⾃動計算 コメント

⾃動計算 セパレータ

⾃動計算
計算内容 定数の場合 10

申請フォームカテゴリの追加
申請フォームカテゴリの変更

カテゴリ名 無制限

役割の設定 役割の設定 無制限

報告書

報告書の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

報告書の作成
報告書の変更

標題 100

会社 無制限

相⼿参加者 100

⽂字列 無制限

ファイル名  

報告書の詳細 フォロー 無制限

絞り込みの追加絞り込みの変更
絞り込み名 無制限

絞り込み条件  

報告書検索 検索⽂字列 100

報告書の検索（詳細検索） 検索条件 無制限
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報告書のCSVファイルからの読
み込み

ファイル名 無制限

報告書（システム設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

報告書の項⽬の追加
報告書の項⽬の変更

項⽬名 100

初期値
100(⽂字列 1 ⾏)
無制限(⽂字列複数⾏)

メニュー項⽬ 無制限

プロジェクト

プロジェクトの制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

プロジェクト⼀覧 全プロジェクト検索 100

プロジェクト内容 プロジェクト内検索 100

全プロジェクトの検索（詳細検
索）

検索条件 無制限

タスク項⽬の追加
タスク項⽬の変更

項⽬名 100

⼊⼒欄の横幅 3 桁

⼊⼒欄の縦幅  

プロジェクトのCSVファイルか
らの読み込み

ファイル名 無制限

プロジェクトの追加プロジェク
トの変更

プロジェクト名 100

メモ
無制限

ロゴ

リンクの追加
リンクの変更

タイトル 100

URL 255  

掲⽰の追加
掲⽰の変更

標題 100

内容

無制限ファイル

フォロー

テーマの追加
テーマの変更

テーマ名 100

メモ 無制限

タスクの追加
タスクの変更

タスク名 100

メモ 無制限

マイルストーンの追加
マイルストーンの変更

⾒出し 100

メモ 無制限
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ケータイ

ケータイ（システム設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

ケータイのログイン URL ログインURL 255

ケータイ（個⼈設定）の制限値

画⾯ 項⽬名 制限値（⽂字数）

携帯メールアドレスとケータイ
ログイン名

ログイン名 20（半⾓⽂字のみ）

パスワード/パスワード（確認
⽤）

15（半⾓⽂字のみ）

携帯メール/携帯メール（確認
⽤） 100
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