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閲覧するページを選択してください。

「Office 8 基本セット」をインストールすると、「ワークフロー」、「報告書」、「プロジェクト」、および

「ファイルサーバー移行ツール」があわせてインストールされます。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする場合は、別途「サイボウズ Office 8 plus

デヂエ」をインストールしてください。

「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする（Windows版）」　「「サイボウズ

Office 8 plus デヂエ」をインストールする（Linux版）」

インストールの前に確認すること

インストールの前に確認すること

簡単インストールガイド

インストールから使用するまでの流れ

システム管理者の作業

ユーザーの作業

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使用するまでの流れ

インストール

Windows 環境でのインストール

Linux 環境でのインストール

バージョンアップ

Windows 環境でのバージョンアップ

最新版の「Office 8」にバージョンアップする

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップする

「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする

Linux 環境でのバージョンアップ

最新版の「Office 8」にバージョンアップする

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップする

「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする

アンインストール

Windows 環境でのアンインストール

アプリケーションを削除する

データを削除する

Linux 環境でのアンインストール

アプリケーションを削除する

データを削除する

資料
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サーバー／ドライブの移行

サーバーを移行する

ドライブを移行する

仮想ディレクトリについて

Windows の仮想ディレクトリについて

Linux の仮想ディレクトリについて

Apache のアンインストールについて

トラブルシューティング
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インストールの前に確認すること

「Office 8」をインストールする前に、次の項⽬を確認してください。

貴社のサーバー／ネットワーク環境を確認してください。

『製品情報』の「動作環境」

Web サーバーがインストールされていますか？
Windows環境でWeb サーバーがインストールされていない場合は、「Office 8」のインストールと同時に
Apache 2.2.15 をインストールすることもできます。

「対応している Web サーバーについて」

「Office 8」のインストーラーをダウンロードしていますか？
「Office 8」のインストーラーを、弊社のホームページにある『ダウンロード』からダウンロードしてくだ
さい。
インストールサーバーに設定されている⽇時は、正しく設定されていますか？
⽇時が正しく設定されていないと、正常に動作しない可能性があります。
製品をインストールするサーバーマシンで、アプリケーションやプロセスが終了していることを確認してく
ださい。
セキュリティやバックアップなどの常駐アプリケーションやプロセスが動いていると、影響を受けてしまう
可能性があるため、停⽌した状態で実施することを推奨しています。
次のユーザーで、Office 8をインストールするサーバーにログインしていますか？

Windows環境：インストール先のサーバーのAdministrator権限を持つユーザー

Linux環境：Root権限を持つユーザー

対応している Web サーバーについて
「Office 8」が対応している Web サーバーは次のとおりです。

OS Web サーバー 説明

Windows

IIS 6.0 IIS 6.0のインストール

IIS 7.x IIS 7.xのインストール

Apache 2.x Apache（Windows⽤）のインストール

Linux Apache 2.x -
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インストールから使用するまでの流れ

「Office 8」をインストールしてから使用するまでの流れを、システム管理者の作業とユーザーの作業に分けて説

明します。

システム管理者の作業

ユーザーの作業

システム管理者の作業

動作環境を確認する

『製品情報』の「動作環境」

「Office 8」のインストーラーをダウンロードする

『ダウンロード』

「Office 8」をサーバーにインストールする

「インストール（Windows）」

「インストール（Linux）」

「Office 8」にアクセスする

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

システム設定を行う

『管理者マニュアル』の「基本設定を変更する」

ユーザーの作業

　

「Office 8」にログインする

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

個人設定を行う

『ユーザーマニュアル』の「ユーザー情報を変更する」
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「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使用するまでの流れ

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使用するまでの流れを説明します。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使用するには、「サイボウズ Office 8」が必要です。はじめに、ご使

用中の「サイボウズ Office」のバージョンを確認してください。旧バージョンの製品を使用している場合は、

「Office 8」へのバージョンアップ作業が必要です。

「サイボウズ Office 8」にバージョンアップする

「サイボウズ Office 7」以前の製品を使用している場合は、「サイボウズ Office 8」にバージョンアップ

してください。

バージョンアップ時注意事項「Office 8」

「Windows 環境でのバージョンアップ」

「Linux 環境でのバージョンアップ」

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする

「デヂエ 6」以前の製品を使用している場合は、「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールし、

使用中のデータを上書きしてください。

「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする（Windows 環境）」

「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする（Linux 環境）」

使用中の「デヂエ」をアンインストールする

「「サイボウズ デヂエ」をアンインストールする場合」　
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Windows 環境でのインストール

「Office 8」をサーバーにインストールする手順を説明します。

Windows Server 2003 / WindowsXP Professional サーバーマシンで、IIS を使用される場

合は、OS および IIS 側の設定変更が必要になる場合があります。「Office 8」をインストール

する前に、次の『よくある質問と答え（FAQ）』を確認してください。

『WindowsXP Professional：アクセスできません。』　 『Windows Server 2003：アクセ

スできません。』

インストール環境を確認する

「インストールの前に確認すること」

ダウンロードした「  cbof-8.x.x-windows.exe」をダブルクリックする

インストーラーが起動します。

　　次へ　　  をクリックする

すでに同じサーバーに「Office 8」がインストールされている場合は、複数の製品をインストールするかどう

かの画面が表示されます。

「製品の複数インストールについて」

試用許諾契約書を確認し、同意する場合は「試用許諾契約に同意します」を選択し、

　　次へ　　  をクリックする

試用許諾契約に同意しない場合は、 　　キャンセル　　  をクリックし、インストールを中止します。

1 つ前の手順に戻る場合は、 　　戻る　　  をクリックします。
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インストール識別子を確認し、 　　次へ　　  をクリックする

通常はインストール識別子を変更する必要はありません。ただし、複数の「Office 8」をインストールする場

合は、インストールごとに別の識別子を設定する必要があります。

1 つ前の手順に戻る場合は、 　　戻る　　  をクリックします。

「インストール識別子とは」

Web サーバーがインストールされていない場合は、Web サーバーをあわせてインストールするかどうかの

画面が表示されます。

「Web サーバーのインストールについて」

CGI ディレクトリを確認し、 　　次へ　　  をクリックする

通常は CGI ディレクトリを変更する必要はありません。変更する場合は 　　参照　　  をクリックして、CGI

ディレクトリを指定してください。

1 つ前の手順に戻る場合は、 　　戻る　　  をクリックします。

最初に設定されている CGI 実行ディレクトリは、使用している Web サーバーにより異なります。

「CGI ディレクトリとは」

ディレクトリを変更する場合は、 「ディレクトリの変更について」 を参照してください。
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ドキュメントルートディレクトリを確認し、 　　次へ　　  をクリックする

通常はドキュメントルートディレクトリを変更する必要はありません。変更する場合は 　　参照　　  をクリッ

クして、ドキュメントルートディレクトリを指定してください。 1 つ前の手順に戻る場合は、 　　戻る　　  をク

リックします。最初に設定されているドキュメントルートディレクトリは、使用している Web サーバーにより異

なります。

「ドキュメントルートディレクトリとは」

ディレクトリを変更する場合は、 「ディレクトリの変更について」 を参照してください。

インストールするアプリケーションを選択し、 　　次へ　　  をクリックする

インストールしないアプリケーションがある場合は、チェックを外します。「サイボウズ Office 8 基本セット」

は必須です。必ずインストールされます。 1 つ前の手順に戻る場合は、 　　戻る　　  をクリックします。
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設定を確認し、 　　インストール　　  をクリックする

インストールが始まります。

設定を変更する場合は、 　　戻る　　  をクリックします。

　　完了　　  をクリックする

　　OK　　  をクリックして「Office 8」の初回アクセス画面を表示し、動作を確認する

「Office 8」の初回アクセス画面と「README」が表示された場合、インストールは正常に終了しています。

「Office 8」の初回アクセス画面が表示されない場合は、 「「Office 8」のアクセス画面が表示されない場
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合」 を参照してください。

会社名／お名前を入力し、 　　次へ >>　　  をクリックする

入力された会社名／名前のサンプルデータを作成します。

「サンプルデータについて」

ログイン画面が表示されたら、画面下部にある システム設定 をクリックし、基本設定を行

う

『管理者マニュアル』の「基本設定を変更する」

「Office 8」のアクセス画面が表示されない場合

手順 12 で「Office 8」の初回アクセス画面が表示されない場合は、Web ブラウザーを起動

し、「Office 8」にアクセスしてください。

アクセスする URL は次のとおりです。

IIS の場合

http://(サーバーの IP アドレスまたはサーバー名）/scripts/（インストール識別子）

/ag.exe?

例）サーバーの IP アドレスが「192.168.1.1」、インストール識別子が「cbag」の場合

http://192.168.1.1/scripts/cbag/ag.exe?

例）サーバーのサーバー名が「bozuman.co.jp」、インストール識別子が「cbag」の場合

http://bozuman.co.jp/scripts/cbag/ag.exe?

Apache（Windows 用）の場合

http://（サーバーのホスト名　または　IP アドレス）/cgi-bin/（インストール識別子）

/ag.exe?

例）サーバーの IP アドレスが「192.168.1.1」、インストール識別子が「cbag」の場合
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http://192.168.1.1/cgi-bin/cbag/ag.exe?

例）サーバーのサーバー名が「bozuman.co.jp」、インストール識別子が「cbag」の場合

http://bozuman.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.exe?

「Office 8」のアクセス画面が表示されない場合」の操作を行っても「Office 8」の初回アクセ

ス画面が表示されない場合は、次の項目を確認してください。

サーバーの IP アドレスまたはサーバー名、ディレクトリ名、ファイル名などが正しく入力

されているか

CGI を実行できるディレクトリを指定しているか

仮想ディレクトリの設定は正しいか

「仮想ディレクトリについて」

あわせて 『よくある質問と答え（FAQ）』 も参照してください。

インストール識別子とは

1 台のサーバーに複数の「Office 8」をインストールする場合に指定する、個々の「Office 8」

を識別するための文字列です。

使用できる文字は、「A-Z」「a-z」「0-9」「-,()$!_' .+」です。また、先頭または末尾に「.」は使用

できません。インストール識別子は、20文字以内で設定してください。

インストール識別子は、アクセスURLの一部に使用されます。

CGI ディレクトリとは

製品の実行ファイルが保存されるディレクトリです。手順 6 で指定したディレクトリの下に手順

5 で指定したインストール識別子と同じディレクトリ（インストールディレクトリ）が作成され、こ

のディレクトリに製品の実行ファイルが保存されます。

ドキュメントルートディレクトリとは

製品の画像ファイルなどが保存されるディレクトリです。手順 7 で指定したディレクトリの下に

「cb80」と言う名前のディレクトリが作成され、このディレクトリに製品の画像ファイルなどが保

存されます。ドキュメントルートディレクトリを変更すると、製品の画面に正しく画像が表示され

ない場合があります。ホームディレクトリとも呼びます。

サンプルデータについて

ユーザーやスケジュール、掲示板などのデータがあらかじめ登録されています。サンプル

データをインストールすると、登録されているユーザーを使用して、これらのデータを参照した

り機能を試すことができます。

インストールしたサンプルデータは、運用前に一括削除することもできます。

「サンプルデータを一括削除する」

製品の複数インストールについて

1 つのサーバーに複数の「Office 8」をインストールする場合は、手順 3 で次の画面が表示さ

れます。「 この製品の新しいコピーをインストールする」を選択し、インストール作業を実行

すると、1 つのサーバーに複数の製品をインストールできます。複数の製品をインストールす

る場合は、手順 5 ですでにインストールしている「Office 8」で使用しているインストール識別

子とは異なる識別子を設定してください。
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Web サーバーのインストールについて

Web サーバーがインストールされていない場合は、手順 5 で 　　次へ　　  をクリックすると、

次の画面が表示されます。 　　はい　　  をクリックすると、Web サーバーをインストールしま

す。

「Apache （Windows用）のインストール」

 

また、すでにインストールされているWebサーバーを停止していたり、使用するポート番号を

80番から変更しているときも、警告画面が表示される場合があります。 　　はい　　  をクリック

すると、Web サーバー（Apache 2.2.15）をインストールします。 　　いいえ　　  をクリックする

と、WebサーバーをインストールせずにOffice 8のインストールを続けます。

ディレクトリの変更について

手順 6／7 で CGI ディレクトリ／ドキュメントルートディレクトリを変更する場合は、

　　参照　　  をクリックして表示される「フォルダの選択」画面で、CGI ディレクトリ／ドキュメ

ントルートディレクトリを選択し、 　　OK　　  をクリックします。
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Linux 環境でのインストール

「Office 8」を Linux 環境のサーバーにインストールする⼿順を説明します。

インストールには Linux コマンドを使⽤します。Linux シェル環境での作業経験がない場
合は、サーバー（Linux）のシステム管理者に協⼒を依頼してください。

インストール環境を確認する

「インストールの前に確認すること」

スーパーユーザーでログインする
su コマンドで、root 権限でログインします。（" -" を付けてください）

# su -

ダウンロードしたインストーラー「cbof-8.x.x-linux.bin」を適当なディレクトリ
に保存し、そのディレクトリに移動する
例） /tmp にインストーラーを保存した場合

# cp cbof-8.x.x-linux.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbof-8.x.x-linux.bin」を実⾏する

# sh cbof-8.x.x-linux.bin

⽇本語が表⽰されたら、「Y」を⼊⼒し、Enter キーを押す
「この⽇本語が正しく表⽰されている場合は Y を⼊⼒してください。」の部分が⽂字化けしている場合
は、英語表⽰モードでインストールしてください。「N」を⼊⼒してから Enter キーを押してくださ
い。

この⽇本語が正しく表⽰されている場合は Y を⼊⼒してください。
If you cannot read the above Japanese text, type 'N'.

[Y] / [N]:

Enter キーまたは Space キーを押して、製品の試⽤許諾契約書を確認し、同意する
場合は「Y」を⼊⼒して、Enter キーを押す
試⽤許諾契約書に同意しない場合は、「N」を⼊⼒してから Enter キーを押して、インストールを中⽌
します。

試⽤許諾契約書に同意しますか？

[Y](はい) / [N](いいえ):

インストール識別⼦を確認し、Enter キーを押す
通常はインストール識別⼦を変更する必要はありません。何も⼊⼒せずに Enter キーを押します。ただ
し、複数の「Office 8」をインストールする場合は、インストールごとに別の識別⼦を設定する必要があ
ります。
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「インストール識別⼦とは」

=============== インストール識別⼦の設定 ===============

インストール識別⼦を設定してください。
インストール識別⼦は製品がインストールされるディレクトリの名前になります。

なにも⼊⼒せずに [Enter] キーを押すと、「cbag」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

-----------------------------------------------
古いバージョンの製品からバージョンアップする場合

使⽤中の製品と同じインストール識別⼦を設定してください。
インストール識別⼦は、実⾏ファイル(ag.cgi)が保存されているディレクトリの名前です。
例：/var/www/cgi-bin/cbag/ag.cgiの場合
  インストール識別⼦は「cbag」です。
-----------------------------------------------

[cbag]:

CGI ディレクトリを確認し、Enter キーを押す
通常は CGI ディレクトリを変更する必要はありません。何も⼊⼒せずに Enter キーを押します。
設定する CGI ディレクトリは、使⽤している Web サーバーにより異なります。

「CGI ディレクトリとは」

=============== CGI ディレクトリの設定 ===============

CGI ディレクトリを設定してください。
指定したディレクトリの下に、インストール識別⼦と同じ名前のディレクトリが作成されま
す。

このディレクトリに製品の実⾏ファイルがインストールされます。

なにも⼊⼒せずに [Enter] キーを押すと、「/var/www/cgi-bin」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

-----------------------------------------------
古いバージョンの製品からバージョンアップする場合

使⽤中の製品と同じCGIディレクトリを設定してください。
CGIディレクトリは、実⾏ファイル(ag.cgi)が保存されているディレクトリのひとつ上の階
層のディレクトリです。
例：/var/www/cgi-bin/cbag/ag.cgiの場合
  CGIディレクトリは「/var/www/cgi-bin」です。
-----------------------------------------------

ドキュメントルートディレクトリを確認し、Enter キーを押す
通常はドキュメントルートディレクトリを変更する必要はありません。何も⼊⼒せずに Enter キーを押
します。
設定するドキュメントルートディレクトリは、使⽤している Web サーバーにより異なります。

「ドキュメントルートディレクトリとは」

=============== ドキュメントルートディレクトリの設定
===============
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ドキュメントルートディレクトリを設定してください。
指定したディレクトリの下に、「cb80」という名前のディレクトリが作成されます。

このディレクトリに製品の画像ファイルなどがインストールされます。

なにも⼊⼒せずに [Enter] キーを押すと、「/var/www/html」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

[/var/www/html]:

使⽤するオプション製品を選択し、Enter キーを押す
すべてのオプション製品を使⽤する場合は、何も⼊⼒せずに Enter キーを押します。
使⽤しないオプション製品がある場合は、使⽤しないオプション製品の番号を⼊⼒し、Enter キーを押
します。[●] が付いている製品を使⽤します。
「サイボウズ Office 8 基本セット」は必須です。必ずインストールされます。
インストールを中⽌する場合は、「Q」を⼊⼒してから、Enter キーを押します。

オプション製品の設定

使⽤するオプション製品を設定してください。

[●]  サイボウズ (R) Office 8 基本セット（必須）
[●] 1. サイボウズ (R) Office 8 ワークフロー
[●] 2. サイボウズ (R) Office 8 報告書
[●] 3. サイボウズ (R) Office 8 プロジェクト

[●] が付いている製品を使⽤します。
番号を⼊⼒して [Enter] キーを押すと、使⽤するかどうかを切り替えられます。

設定を終了するには [Enter] キーを押してください。

[Enter](選択の確定 / 設定の終了) / [Q]（インストールを中⽌）:

Web サーバーの実⾏ユーザー名を確認し、Enter キーを押す
通常は、Web サーバーの実⾏ユーザー名には「apache」を設定するため、何も⼊⼒せず Enter キーを
押します。
Web サーバーの実⾏ユーザー名を変更する場合は、実⾏ユーザー名を⼊⼒し、Enter キーを押します。

「Web サーバーの実⾏ユーザーとは」

=============== Web サーバーの実⾏ユーザー名の設定
===============

Web サーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

なにも⼊⼒せずに [Enter] キーを押すと、「apache」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

[apache]:

インストールの設定を確認し、問題がなければ「Y」を⼊⼒して Enter キーを押す。
インストールが始まります。
設定を変更する場合は「N」を⼊⼒してから Enter キーを押します。

=============== インストールの設定の確認 ===============
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インストールの設定を確認してください。

インストール識別⼦: ｃbag
CGI ディレクトリ: /var/www/cgi-bin
ドキュメントルートディレクトリ: /var/www/html
Web サーバーの実⾏ユーザー名: apache
スケジューリングサービスの起動 / 停⽌ファイル: /etc/rc.d/init.d/ofss_cbag
アンインストールの実⾏ファイル: /var/www/cgi-bin/cbsg/uninstall_cbag

使⽤する製品
サイボウズ (R) Office 8 基本セット
サイボウズ (R) Office 8 ワークフロー
サイボウズ (R) Office 8 報告書
サイボウズ (R) Office 8 プロジェクト

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ):

インストールが完了したら、試⽤許諾契約書と README の保存場所を確認する

=============== インストールの終了の確認 ===============

インストールが正常に終了しました。
使⽤する前に README を読んでください。

-----------------------------------------------
試⽤許諾契約書と README の保存先は次のとおりです。

試⽤許諾契約書: /var/www/cgi-bin/cbag/LICENSE
README: /var/www/cgi-bin/cbag/README
-----------------------------------------------

Web ブラウザーで次の URL にアクセスしてください。

http://(サーバーの IP アドレスまたはホスト名)/(CGI ディレクトリ)/(インストール識別
⼦)/ag.cgi
例: http://webserver.cybozu.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi
例: http://192.168.1.1/cgi-bin/cbag/ag.cgi

動作を確認する
Web ブラウザーを起動し、「Office 8」にアクセスします。初回アクセス画⾯が表⽰されれば、インス
トールは正常に終了しています。

アクセスする URL は次のとおりです。
例）「Office 8」を /usr/local/www/cgi-bin/cbag にインストールした場合
http://(サーバーの IP アドレスまたはサーバー名)/cgi-bin/cbag/ag.cgi?

サーバーの IP アドレスが「192.168.1.1」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://192.168.1.1/cgi-bin/cbag/ag.cgi
サーバー名が「bozuman.co.jp」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://bozuman.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi

「Office 8」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、 「「Office 8」の初回アクセス画⾯が表⽰さ
れない場合」 を参照してください。
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会社名／お名前を⼊⼒し、 をクリックする
⼊⼒された会社名／名前のサンプルデータを作成します。

「サンプルデータについて」

ログイン画⾯が表⽰されたら、画⾯下部にある システム設定 をクリックし、基本
設定を⾏う

『管理者マニュアル』の「基本設定を変更する」

「Office 8」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合
次の項⽬を確認してください。

サーバーの IP アドレスまたはサーバー名、ディレクトリ名、ファイル名などが正しく
⼊⼒されているか
CGI を実⾏できるディレクトリを指定しているか
仮想ディレクトリの設定は正しいか

「仮想ディレクトリについて」
あわせて、 『よくある質問と答え（FAQ）』 も参照してください。

製品の複数インストールについて
1 つのサーバーに複数の「Office 8」をインストールする場合は、⼿順 7 で、すでにイン
ストールしている「Office 8」で使⽤している識別⼦とは異なる識別⼦を⼊⼒し、インス
トール作業を実⾏すると、1 つのサーバーに複数の製品をインストールできます。

Web サーバーの実⾏ユーザーとは
次のコマンドで Web サーバーの起動ユーザー名を確認できます。
例）Web サーバープロセス名が httpd の場合

> ps aux | grep httpd
nobody 5235 0.0 1.9 540 576 ?? I  30Nov99  0:00.25 httpd

結果の最初の項⽬に表⽰されるのが、Web サーバーの起動ユーザー名です。
例の場合は nobody が、 Web サーバー の起動ユーザー名です。
※root もユーザー名として表⽰されることがありますが、 root は起動ユーザー名として
設定しないでください。
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Windows 環境でのバージョンアップ

Windows 環境で「Office 8」にバージョンアップする手順を説明します。

旧製品から「Office 8」にバージョンアップした場合、ライセンス状態が試用版になります。改

めてライセンスを登録してください。

『Office 7からのバージョンアップ』

旧製品から「Office 8」にバージョンアップしたときに、モバイルオプション（例：「Office 7 ケー

タイ」など）を使用している場合は、あわせてモバイルオプションも「Office 8 ケータイ」にバー

ジョンアップしてください。

『「サイボウズ ケータイ 4」／「サイボウズ AG ケータイ」／「Office 6 ケータイ」／

「Office 7 ケータイ」から、「Office 8 ケータイ」にバージョンアップする』

バージョンアップ作業を行うと、「（CGIディレクトリ）\（インストール識別子）\cb5\page\

backup」フォルダにバージョンアップ前の製品のテンプレートファイルを自動的にバックアップ

します。

最新版の「Office 8」にバージョンアップする

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップする

「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする

最新版の「Office 8」にバージョンアップする

最新版の「Office 8」にバージョンアップします。

インストール環境を確認する

「インストールの前に確認すること」

ユーザーの「Office 8」へのアクセスを一時的に中止する

データベースファイルの破損を防ぐために、「Office 8」でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーから

「Office 8」へのアクセスが行われない状態でバージョンアップを行ってください。

『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する」

「Office 8」のデータファイルをバックアップする

バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを行ってください。

バックアップの対象となるデータは、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/

『管理者マニュアル』の「データをバックアップする」
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ダウンロードした最新版の「cbof-8.x.x-windows.exe」 をダブルクリックする

インストーラーが起動します。

「下で選択した製品をアップデートする」を選択し、バージョンアップする製品を選択してか

ら、 　　次へ　　  をクリックする

　　次へ　　  をクリックする

試用許諾契約書を確認し、同意する場合は「 試用許諾契約書に同意します」を選択し、

　　次へ　　  をクリックする

試用許諾契約に同意しない場合は、 　キャンセル　  をクリックし、インストールを中止します。

1つ前の手順に戻る場合は、 　　戻る　　  をクリックします。
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設定を確認し、 インストール  をクリックする

バージョンアップが始まります。

1つ前の手順に戻る場合は、 　　戻る　　  をクリックします。

　　完了　　  をクリックする

メンテナンス時間を解除する
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『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を解除する」

動作を確認する

Webブラウザーを起動して「Office 8」にアクセスし、次の項目を確認してください。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表示できる

ログイン画面下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップす

る

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップします。

インストール環境を確認する

「インストールの前に確認すること」

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」のインストールディレクトリとインストール識別

子を確認する

インストールディレクトリとインストール識別子は、「システム設定」の「サイボウズ（R）Office の実行環境の

診断」画面の「Dir」欄で確認できます。

『サイボウズAGシステム管理マニュアル』の「サイボウズ AGの実行環境の診断」

『Office 6　システム管理マニュアル』の「サイボウズ(R) Office の実行環境の診断」

『Office 7 管理マニュアル』の「「Office7」の実行環境を確認する」

ユーザーの「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」へのアクセスを一時的に中止する

データベースファイルの破損を防ぐために、「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」でメンテナンス時

間を設定するか、ユーザーから「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」へのアクセスが行われない状

態でバージョンアップを行ってください。

『サイボウズAGシステム管理マニュアル』の「メンテナンス時間の設定」 

『Office 6 システム管理マニュアル』の「メンテナンス時間の設定」

『Office 7 管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する」

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」のデータファイルをバックアップする

バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを行ってください。バックアップの対象とな

るデータは、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/

「Office 8」を上書きインストールする

新規にインストールする場合と同様の手順 2 ～ 6 を実行してください。

手順 5／6 では、「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」を使用している環境のインストール識別子

／CGI ディレクトリを設定します。

「Windows環境でのインストール」
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　　はい　　  をクリックする

　　OK　　  をクリックする

ドキュメントルートディレクトリ、使用するオプション製品を設定する

新規にインストールする場合と同様の手順 7 ～ 11 を実行してください。

バージョンアップ前の製品を使用している環境のインストールディレクトリを設定します。

「Windows環境でのインストール」

メンテナンス時間を解除する

『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を解除する」

動作を確認する

Web ブラウザーを起動して「Office 8」にアクセスし、次の項目を確認してください。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表示できる

ログイン画面下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする
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「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップします。

「Office　4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする場合は、いったん「Office 6」にバージョンアップし

てから、「Office 8」にバージョンアップする必要があります。

「Office 4」以前の製品を「Office 6」にバージョンアップする

『Office 6 システム管理マニュアル』の「サイボウズ Office 4 以前の製品からのバージョンアップ」

「Office 8」にバージョンアップする

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップする
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Linux 環境でのバージョンアップ

Linux 環境で「Office 8」にバージョンアップする手順を説明します。

旧製品から「Office 8」にバージョンアップした場合、ライセンス状態が試用版になります。改めてラ

イセンスを登録してください。

『Office 7からのバージョンアップ』

旧製品から「Office 8」にバージョンアップしたときに、モバイルオプション（例：「Office 7 ケータイ」

な）を使用している場合は、あわせてモバイルオプションを「Office 8 ケータイ」にバージョンアップ

してください。

『「サイボウズ ケータイ 4」／「サイボウズ AG ケータイ」／「Office 6 ケータイ」／「Office

7 ケータイ」から、 「Office 8 ケータイ」にバージョンアップする』

バージョンアップ作業を行うと、「（CGIディレクトリ）/（インストール識別子）/cb5/page/backup」

ディレクトリにバージョンアップ前の製品のテンプレートファイルを自動的にバックアップします。

最新版の「Office 8」にバージョンアップする

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップする

「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする

最新版の「Office 8」にバージョンアップする

最新版の「Office 8」にバージョンアップします。

インストール環境を確認する

「インストールの前に確認すること」

ユーザーの「Off ice 8」へのアクセスを一時的に中止する

データベースファイルの破損を防ぐために、「Office 8」でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーから「Office

8」へのアクセスが行われない状態でバージョンアップを行ってください。

『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する」

「Off ice 8」のデータファイルをバックアップする

バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを行ってください。

バックアップの対象となるデータは、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/

『管理者マニュアル』の「データをバックアップする」

スーパーユーザーでログインする

su コマンドで、root 権限でログインします。（" -" を付けてください）

# su -
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ダウンロードした最新版のインストーラー「cbof-8 .x .x- l inux .b in」を適当なディレクトリに

保存し、そのディレクトリに移動する

例）　/tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbof-8.x.x-linux.bin /tmp

# cd /tmp

インストーラー「cbof-8 .x .x- l inux .b in 」を実行する

# sh cbof-8.x.x-linux.bin

日本語が表示されたら、「Y」を入力し、Enterキーを押す

「この日本語が正しく表示されている場合はYを入力してください。」の部分が文字化けしている場合は、英語表示

モードでインストールしてください。「N」を入力してからEnterキーを押してください。

この日本語が正しく表示されている場合はYを入力してください。

If you cannot read the above Japanese text, type 'N'.

[Y]　/ [N]:

EnterキーまたはSpaceキーを押して、製品の試用許諾契約書を確認し、同意する場合

は「Y」を入力して、Enterキーを押す

試用許諾契約書に同意しない場合は、「N」を入力してからEnterキーを押して、インストールを中止します。

試用許諾契約書に同意しますか？

[Y](はい) / [N](いいえ):

バージョンアップする製品のインストール識別子を入力し、Enterキーを押す

===================== インストール識別子の設定 =====================

この製品はすでにインストールされています。

すでにインストールされている製品のインストール識別子は次のとおりです。

cbag

同じ製品を新規にインストールする場合、異なるインストール識別子を設定してください。

バージョンアップまたはアンインストールする場合は、すでにインストールされている製品と同じイン

ストール識別子を設定してください。

なにも入力せずに[Enter]キーを押すと、「cbag」が設定されます。

[cbag]:

「1」を入力し、Enterキーを押す

=============== 操作の選択 ===============

この製品（インストール識別子）に実行する操作を選択してください。

1:　バージョンアップする

2:　アンインストールする

3:　インストールを中止する
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[1] / [2] / [3]:

Webサーバーの実行ユーザー名を確認し、Enterキーを押す

通常は、Webサーバーの実行ユーザー名には「apche」を設定するため、何も入力せずEnterキーを押します。

Webサーバーの実行ユーザー名を変更する場合は、実行ユーザー名を入力し、Enterキーを押します。

=============== Webサーバーの実行ユーザー名の設定 ===============

Webサーバーの実行ユーザー名を設定してください。

なにも入力せずに[Enter]キーを押すと、「apache」が設定されます。

通常は変更する必要はありません。

[apache] :

バージョンアップの設定を確認し、問題がなければ「Y」を入力してEnterキーを押す

バージョンアップが始まります。

=============== インストールの設定の確認 ===============

インストールの設定を確認してください。

インストール識別子: cbag

CGIディレクトリ: /var/www/cgi-bin

ドキュメントルートディレクトリ: /var/www/html

WEBサーバーの実行ユーザー名: apache

スケジューリングサービスの起動/停止ファイル:   /etc/rc.d/init.d/ofss_cbag

アンインストールの実行ファイル: /var/www/cgi-bin/cbag/uninstall_cbag

使用する製品

サイボウズ(R) Office 8 基本セット

サイボウズ(R) Office 8 ワークフロー

サイボウズ(R) Office 8 報告書

サイボウズ(R) Office 8 プロジェクト

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ):

メンテナンス時間を解除する

『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を解除する」

動作を確認する

Webブラウザーを起動して「Office 8」にアクセスし、次の項目を確認してください。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表示できる

ログイン画面下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップす

る
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「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップします。

デザインギャラリーを使用している場合、「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップすると、

バージョンアップ後にデザインギャラリーを再度インストールしてください。

「Linux環境にインストールする（「サイボウズ Office 8 デザインギャラリー」）」

リモートサービスを使用している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利用製

品を再登録する必要があります。製品のみバージョンアップすると、画像やアイコンが表示されなく

なる場合があります。

「よくある質問と答え（FAQ）」

インストール環境を確認する

「インストールの前に確認すること」

「サイボウズ AG」／「Off ice 6」／「Off ice 7」のインストールディレクトリとインストール

識別子を確認する

インストールディレクトリとインストール識別子は、「システム設定」の「サイボウズ（R）Office の実行環境の診断」

画面の「Dir」欄で確認できます。

『サイボウズAGシステム管理マニュアル』の「サイボウズ AGの実行環境の診断」

『Office 6　システム管理マニュアル』の「サイボウズ(R) Office の実行環境の診断」

『Office 7 管理マニュアル』の「「Office7」の実行環境を確認する」

ユーザーの「サイボウズ AG」／「Off ice 6」／「Off ice 7」へのアクセスを一時的に中止

する

データベースファイルの破損を防ぐために、「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」でメンテナンス時間を設

定するか、ユーザーから「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」へのアクセスが行われない状態でバージョ

ンアップを行ってください。

『サイボウズAGシステム管理マニュアル』の「メンテナンス時間の設定」

『Office 6 システム管理マニュアル』の「メンテナンス時間の設定」

『Office 7 管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する」

「サイボウズ AG」／「Off ice 6」／「Off ice 7」のデータファイルをバックアップする

バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを行ってください。 バックアップの対象となる

データは、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/

「Off ice 8」を上書きインストールする

新規にインストールする場合と同様の手順 2 ～ 8 を実行してください。

手順 7／8 では、「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」を使用している環境のインストール識別子／CGI

ディレクトリを設定します。

「Office 7」の場合は、手順 8 は省略されます。

「Linux環境でのインストール」

「1」を入力し、Enter キーを押す

===================== 操作の選択 =====================

この製品(cbag)に実行する操作を選択してください。
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1: バージョンアップする

2: アンインストールする

3: インストールを中止する

[1] / [2] / [3]:

「サイボウズ AG」／「Office 6」からバージョンアップする場合は、次の画面が表示されます。

バージョンアップする場合は、「Y」を入力し、Enter キーを押してください。

インストール識別子を変更する場合は、「N」を入力し、Enter キーを押してください。

指定したディレクトリには、古いバージョンの製品がインストールされています。

サイボウズ(R) Office 8 をインストールすると、これらの製品は使用できなくなります。

サイボウズ(R) Office 8 をこのディレクトリにインストールしますか?

[Y](インストール) / [N](インストール識別子を変更) / [Q](インストールを中止) :

ドキュメントルートディレクトリ、使用するオプション製品、Web サーバーの実行ユーザー

名を設定する

新規にインストールする場合と同様の手順 9 ～ 13 を実行してください。

「Linux環境でのインストール」

メンテナンス時間を解除する

『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を解除する」

動作を確認する

Web ブラウザーを起動して「Office 8」にアクセスし、次の項目を確認してください。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表示できる

ログイン画面下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする

「Office 4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップします。

「Office　4」以前の製品から「Office 8」にバージョンアップする場合は、いったん「Office 6」にバージョンアップしてか

ら、「Office 8」にバージョンアップする必要があります。

リモートサービスを使用している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利用製

品を再登録する必要があります。製品のみバージョンアップすると、画像やアイコンが表示されなく

なる場合があります。

「よくある質問と答え（FAQ）」

「Off ice 4」以前の製品を「Off ice 6」にバージョンアップする

『Office 6 システム管理マニュアル』の「サイボウズ Office 4 以前の製品からのバージョンアップ」

「Off ice 8」にバージョンアップする
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「「サイボウズ AG」／「Office 6」／「Office 7」から「Office 8」にバージョンアップする」
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Windows 環境でのアンインストール

Windows 環境で使用している場合に、「Office 8」をアンインストールする方法について説明します。

アプリケーションを削除したあとに、必要に応じてデータを削除します。

アンインストールする前に、データをバックアップしておくことをお勧めします。

『管理者マニュアル』の「データをバックアップする」

削除したデータを、元に戻すことはできません。くれぐれもご注意ください。誤って削除してし

まった場合、弊社ではサポート致しかねます。あらかじめご了承ください。

アンインストールは、Administrator 権限のあるユーザーで行ってください。

アプリケーションを削除する

データを削除する

「Office 8」をインストールしたときに、Apache が自動的にインストールされた場合は、

Apache を別途アンインストールする必要があります。

「Apache のアンインストールについて」

アプリケーションを削除する

アプリケーションを削除します。

Windows のスタートメニューから、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順

に選択する

アンインストールする「サイボウズ Office 8」を選択し、 　　変更と削除　　  をクリックする

複数の「Office 8」をインストールしている場合は、アンインストールする「Office 8」を選択してください。

　　はい　　  をクリックして、アンインストールを開始する

アンインストールを中止する場合は、 　　キャンセル　　  をクリックします。
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　　完了　　  をクリックする

これでアンインストールは終了です。

データを削除する

アプリケーションを削除したあとに、不要になったデータを手動で削除します。

削除するデータは、次のとおりです。

（ドキュメントルートディレクトリ）¥cb80 以下の全ファイルと全フォルダ

（ドキュメントルートディレクトリ）は、使用している Web サーバーの種類によって、初期設定が異なります。

IIS の場合

C:¥InetPub¥wwwroot¥cb80

Apache の場合

C:¥Program Files¥Apache Group¥Apache¥htdocs¥cb80

Apache2.2.x の場合

C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Apache2.2¥htdocs¥cb80

（CGI ディレクトリ）¥（インストール識別子） 以下の全ファイルと全フォルダ

（CGI ディレクトリ）は、使用している Web サーバーの種類によって、初期設定が異なります。

IIS の場合

C:¥InetPub¥scripts¥（インストール識別子）

Apache の場合
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C:¥Program Files¥Apache Group¥Apache¥cgi-bin¥（インストール識別子）

Apache2.2.x の場合

C:¥Program Files¥Apache Software Foundation¥Apache2.2¥cgi-bin¥（インストール識別子）

「Office 8」を複数インストールしている場合、すべての「Office 8」をアンインストールしないと

きは、（ドキュメントルートディレクトリ）¥cb80 以下の全ファイルと全フォルダは削除しないでく

ださい。使用中の「Office 8」の画面が正しく表示されなくなります。

ドキュメントルートディレクトリやインストールディレクトリ（（CGI ディレクトリ）¥（インストール識

別子））は、「システム設定」の「サイボウズ（R）Office の実行環境の診断」画面で確認できま

す。

ドキュメントルートディレクトリ：「DocumentRoot」欄に表示されています。

インストールディレクトリ：「Dir」欄に表示されています。

『管理者マニュアル』の「「Office 8」の実行環境を確認する」
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Linux 環境でのアンインストール

Linux 環境で使用している場合に、「Office 8」をアンインストールする方法について説明します。

アプリケーションを削除したあとに、必要に応じてデータを削除します。

アンインストールする前に、データをバックアップしておくことをお勧めします。

『管理者マニュアル』の「データをバックアップする」

削除したデータを、元に戻すことはできません。くれぐれもご注意ください。誤って削除してしまった

場合、弊社ではサポート致しかねます。あらかじめご了承ください。

アンインストールは、Root 権限のあるユーザーで行ってください。

アプリケーションを削除する

データを削除する

アプリケーションを削除する

アプリケーションを削除します。

スーパーユーザーでログインする

# su -

アンインストールする「Off ice 8」のインストールディレクトリに移動する

例）インストールディレクトリに「/var/www/cgi-bin/cbag」を指定した場合

# cd /var/www/cgi-bin/cbag

アンインストーラー「uninstal l _（インストール識別子）」を実行する

例）インストール識別子に「cbag」を指定した場合

# ./uninstall_cbag

これでアンインストールは終了です。

データを削除する

アプリケーションを削除したあとに、不要になったデータを手動で削除します。

削除するデータは、次のとおりです。

（ドキュメントルートディレクトリ）/cb80 以下の全ファイルと全フォルダ

（ドキュメントルートディレクトリ）は、使用している Web サーバーの種類によって、初期設定が異なります。

（CGI ディレクトリ）\（インストール識別子） 以下の全ファイルと全フォルダ

（CGI ディレクトリ）は、使用している Web サーバーの種類によって、初期設定が異なります。

「Office 8」を複数インストールしている場合、すべての「Office 8」をアンインストールしないとき
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は、（ドキュメントルートディレクトリ）/cb80 以下の全ファイルと全フォルダは削除しないでください。

使用中の「Office 8」の画面が正しく表示されなくなります。

ドキュメントルートディレクトリやインストールディレクトリ（（CGI ディレクトリ）/（インストール識別

子））は、「システム設定」の「サイボウズ（R）Office の実行環境の診断」画面で確認できます。

ドキュメントルートディレクトリ：「DocumentRoot」欄に表示されています。

インストールディレクトリ：「Dir」欄に表示されています。

『管理者マニュアル』の「「Office 8」の実行環境を確認する」
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サーバー／ドライブの移⾏

「Office 8」を使⽤しているサーバーやドライブを移⾏する⼿順について説明します。

サーバー／ドライブを移⾏しても、新たにライセンスを購⼊する必要はありません。

データには、システム設定情報（ライセンスキーの情報）が含まれています。サーバー／ドラ
イブを移⾏しても、ライセンスキーを再度設定する必要はありません。

サーバーの移⾏を⾏う前に、移⾏先のサーバーで「Office 8」を試⽤できます。
移⾏元のサーバーと移⾏先のサーバーで、2 つの「Office 8」を利⽤できます。
ただし、2 つの「Office 8」で利⽤しているデータは、統合、同期、連携することはできませ
ん。試⽤したデータまたは、これまで運⽤しているデータのどちらかを削除することになりま
す。

サーバーを移⾏する

ドライブを移⾏する

サーバーを移⾏する

「Office 8」を使⽤しているサーバーを移⾏します。

移⾏先の OS が移⾏元の OS と異なる場合も、サーバーを移⾏することができます。

はじめに、次のステップにしたがって移⾏元のサーバーで操作します。

「Office 8」の環境を確認する

移⾏作業を開始する前に、移⾏元のサーバーで次の項⽬を確認してくだ
さい。

「Office 8」のファイル構成

『管理者マニュアル』の「ファイル構成」

「Office 8」のインストールディレクトリ
「Office 8」のインストールディレクトリは、「Office 8」の「シ
ステム設定」の「サイボウズ（R）Office の実⾏環境の診断」画⾯
で確認できます。「Dir」欄に表⽰されるディレクトリが、「Office
8」のインストールディレクトリです。

『管理者マニュアル』の「「Office 8」の実⾏環境を確認す
る」

移⾏元の「Office 8」に、メンテナンス時間を設定する

『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する 」

移⾏元のサーバーで、「Office 8」のスケジューリングサービス
を停⽌する

スケジューリングサービスの停⽌、開始、または再起動については、次
のページを参照してください。

『よくある質問と答え(FAQ)』
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データをバックアップする

バックアップの対象になるデータは、次のとおりです。
（インストールディレクトリ）/cb5/data フォルダ以下の全ての
データ
（インストールディレクトリ）/cb5/file フォルダ以下の全てのデー
タ
（インストールディレクトリ）/cb5/log フォルダ以下の全てのデー
タ

『管理者マニュアル』の「データをバックアップする」

続いて、次のステップにしたがって移⾏先のサーバーで操作します。

「サイボウズ Office 8 デザインギャラリー」を利⽤している場合は、移⾏先のサーバーで動
作確認を⾏った後に、再度デザインギャラリーをインストールしてください。

「サイボウズ Office 8 デザインギャラリー（インストールマニュアル）」

「Office 8」をインストールする

移⾏先のサーバーに「Office 8」をインストールしてください。

「Windows 環境でのインストール」  「Linux 環境でのイン
ストール」

移⾏先のサーバーで、「Office 8」のスケジューリングサービス
を停⽌する

スケジューリングサービスの停⽌については、次のページを参照してく
ださい。

『よくある質問と答え(FAQ)』 

「Office 8」のデータを移⾏する

移⾏元のサーバーから、「Office 8」の次のデータを移⾏してくださ
い。

＜移⾏元サーバーのデータ＞
・ （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
・ （インストールディレクトリ）/cb5/log

         ↓上書きコピー

＜移⾏先サーバーのディレクトリ＞
・ （インストールディレクトリ）/cb5

移⾏元のサーバーから移⾏先のサーバーへファイルをコピーします。
移⾏元でバックアップをとったデータを、移⾏先のサーバーへ上書きコ
ピーします。

移⾏先のサーバーで、「Office 8」のスケジューリングサービス
を開始する

スケジューリングサービスの開始や再起動については、次のページを参
照してください。
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『ユーザーマニュアル』の『よくある質問と答え(FAQ)』

移⾏先の「Office 8」で、メンテナンス時間を解除する

「メンテナンス時間を解除する」

動作確認する

「Office 8」にアクセスし、動作を確認してください。
Web ブラウザーを起動して、移⾏先のサーバーにインストールした
「Office 8」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する
移⾏元のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

最後に、次のステップにしたがって移⾏元のサーバーで操作します。

「Office 8」をアンインストールする

移⾏元の「Office 8」をアンインストールしてください。
移⾏先のサーバーでの動作が問題ないことを確認し、移⾏元の「Office
8」をアンインストールしてください。

「Windows 環境でのアンインストール」  「Linux 環境での
アンインストール」

弊社では、データの紛失等のトラブルに対する保証はいたしかねます。あらかじめご了承くだ
さい。

移⾏先での操作の Step3 で記載している以外のデータを移⾏しないでください。正常にご利
⽤いただけない場合があります。

FTP でデータを転送する場合は、バイナリモードで⾏ってください。

編集されたテンプレート html ファイルを移⾏する場合、移⾏元サーバーと移⾏先サーバーの
「Office 8」のバージョンが違うことが原因で正常に動作しないことがあります。マイナー
バージョンが違う「Office 8」のテンプレート html ファイルは、移⾏しないでください。

Linux の場合、上書きコピーの作業によりファイルの所有者（owner）が変更されることが
あります。ファイルの所有者（owner）が変更されると、データを登録／変更することができ
なくなります。データを移⾏した後に、移⾏先サーバーのファイルの所有者（owner）が、
「Web サーバーを起動しているユーザーである」ことを確認してください。

Windows の場合、上書きコピーの作業によりアクセス権が変更されることがあります。デー
タファイルがアクセスできる状態になっていることを確認してください。

サーバー間の OS が異なる場合でも、コード変換などを⾏う必要はありません。

Windows のサーバーから、Linux のサーバーへ移⾏する場合は、次の例を参考にデータを移
⾏してください。

＜移⾏元サーバーのデータ＞
インストールディレクトリが
C:\InetPub\scripts\cbag\cb5 の場合

・ C:\InetPub\scripts\cbag\cb5\data
・ C:\InetPub\scripts\cbag\cb5\file
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・ C:\InetPub\scripts\cbag\cb5\log

         ↓上書きコピー

＜移⾏先サーバーのディレクトリ＞
インストールディテクトリが
/home/httpd/cgi-bin/cbag/cb5 の場合

・ /home/httpd/cgi-bin/cbag/cb5

ドライブを移⾏する

 

「Office 8」を運⽤しているドライブとは別のドライブに、「Office 8」を移⾏します。

「Office 8」のデータだけを異なるドライブに移動することはできません。データを移動する
ときは、移動するドライブに「Office 8」をインストールする必要があります。

「サイボウズ Office 8 デザインギャラリー」を利⽤している場合は、移⾏先のドライブで動
作確認を⾏った後に、再度デザインギャラリーをインストールしてください。

「サイボウズ Office 8 デザインギャラリー（インストールマニュアル）」

はじめに、次のステップにしたがって移⾏元のドライブで操作します。

「Office 8」の環境を確認する

移⾏作業を開始する前に、移⾏元のドライブで次の項⽬を確認してくだ
さい。

「Office 8」のファイル構成

『管理者マニュアル』の「ファイル構成」

「Office 8」のインストールディレクトリ
「Office 8」のインストールディレクトリは、「Office 8」の「シ
ステム設定」の「サイボウズ（R）Office の実⾏環境の診断」画⾯
で確認できます。「Dir」欄に表⽰されるディレクトリが、「Office
8」のインストールディレクトリです。

『管理者マニュアル』の「「Office 8」の実⾏環境を確認す
る」

移⾏元の「Office 8」に、メンテナンス時間を設定する

『管理者マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する」

移⾏元のドライブで、「Office 8」のスケジューリングサービス
を停⽌する

スケジューリングサービスの停⽌、開始、または再起動については、次
のページを参照してください。

『よくある質問と答え(FAQ)』

データをバックアップする

バックアップの対象になるデータは、次のとおりです。
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（インストールディレクトリ）/cb5/data フォルダ以下の全ての
データ
（インストールディレクトリ）/cb5/file フォルダ以下の全てのデー
タ
（インストールディレクトリ）/cb5/log フォルダ以下の全てのデー
タ

『管理者マニュアル』の「データをバックアップする」

「Office 8」をアンインストールする

移⾏後、「Office 8」の⼆重運⽤を防ぐために、移⾏元の「Office 8」
をアンインストールしてください。

「Windows 環境でのアンインストール」  「Linux 環境での
アンインストール」

続いて、次のステップにしたがって移⾏先のドライブで操作します。

「Office 8」をインストールする

移⾏先のドライブに「Office 8」をインストールしてください。
インストールディレクトリは、移⾏先のドライブのディレクトリを指定
します。

「Windows 環境でのインストール」  「Linux 環境でのイン
ストール」

仮想ディレクトリを設定する

移⾏先のドライブに仮想ディレクトリを設定してください。

「仮想ディレクトリについて」

動作確認する

移⾏先の「Office 8」にアクセスし、動作を確認してください。
Web ブラウザーを起動して、移⾏先のドライブにインストールした
「Office 8」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

移⾏先のドライブで、「Office 8」のスケジューリングサービス
を停⽌する

スケジューリングサービスの停⽌については、次のページを参照してく
ださい。

『よくある質問と答え(FAQ)』

「Office 8」のデータを移⾏する

移⾏元のドライブから、「Office 8」の次のデータを移⾏してくださ
い。

＜移⾏元ドライブのデータ＞
・ （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
・ （インストールディレクトリ）/cb5/log
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         ↓上書きコピー

＜移⾏先ドライブのディレクトリ＞
・ （インストールディレクトリ）/cb5

移⾏元のドライブから移⾏先のドライブへファイルをコピーします。
移⾏元でバックアップをとったデータを、移⾏先のドライブへ上書きコ
ピーします。

移⾏先のドライブで、「Office 8」のスケジューリングサービス
を開始する

スケジューリングサービスの開始や再起動については、次のページを参
照してください。

『よくある質問と答え(FAQ)』

移⾏先の「Office 8」で、メンテナンス時間を解除する

「メンテナンス時間を解除する」

動作確認する

移⾏先の「Office 8」にアクセスし、動作を確認してください。
Web ブラウザーを起動して、移⾏先のドライブにインストールした
「Office 8」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する
移⾏元のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

弊社では、データの紛失等のトラブルに対する保証はいたしかねます。あらかじめご了承くだ
さい。

移⾏先での操作の Step5 で記載している以外のデータを移⾏しないでください。正常にご利
⽤いただけない場合があります。

FTP でデータを転送する場合は、バイナリモードで⾏ってください。

編集されたテンプレート html ファイルを移⾏する場合、移⾏元ドライブと移⾏先ドライブの
「Office 8」のバージョンが違うことが原因で正常に動作しないことがあります。マイナー
バージョンが違う「Office 8」のテンプレート html ファイルは、移⾏しないでください。

Linux の場合、上書きコピーの作業によりファイルの所有者（owner）が変更されることが
あります。ファイルの所有者（owner）が変更されると、データを登録／変更することができ
なくなります。データを移⾏した後に、移⾏先サーバーのファイルの所有者（owner）が、
「Web サーバーを起動しているユーザーである」ことを確認してください。

Windows の場合、上書きコピーの作業によりアクセス権が変更されることがあります。デー
タファイルがアクセスできる状態になっていることを確認してください。

移⾏先のドライブでホームディレクトリを変更する場合は、Web サーバー側でも、ホーム
ディレクトリの設定を変更する必要があります。
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仮想ディレクトリについて

Windows の仮想ディレクトリについて

Linux の仮想ディレクトリについて

Windows の仮想ディレクトリについて

仮想ディレクトリは、Web ブラウザーで指定される URL と、サーバー上の実ディレクトリとを結びつける役
割をします。

簡単には次の組み合わせで構成されます。

仮想ディレクトリの設定は、Web サーバーで⾏います。

項⽬ 説明

ディレクトリ Web で公開するファイルを⼊れておくディレクトリです。

エイリアス名 Web ブラウザーからアクセスするとき、URL に指定する名前です。

ディレクトリへの
アクセス権 Web サーバーがそのディレクトリに対してできることです。

Windows 版で利⽤する Web サーバー（IIS）では、初期状態で次の項⽬が設定されています。

ディレクトリ：C:\InetPub\scripts
エイリアス名：/scripts
アクセス権：読み取り不可、実⾏可能

この設定では、Web ブラウザーから
   http://（サーバーのホスト名）/scripts/test.exe
にアクセスすると、 Web サーバーでは、/scripts が指す実⾏可能のアクセス権を持つ C:\InetPub\scripts
ディレクトリにある text.exe が実⾏されます。

/scripts のアクセス権が実⾏可能になっていれば、その下にあるすべてのディレクトリも実⾏可能なアクセス
権を保持します。つまり、/scripts/sales/test1.exe や /scripts/system/test2.exe もすべて実⾏可能で
す。
サイボウズ製品は、初期設定の C:\InetPub\scripts へインストールすると、仮想ディレクトリの設定を⾏わ
なくても、http://（サーバーのホスト名）/scripts/cbag/ag.exe?にアクセスすれば、「Office 8」を実⾏す
ることができます。

C:\InetPub\scripts 下のディレクトリ以外の場所へインストールした場合は、仮想ディレクトリを新たに設
定する必要があります。

『仮想ディレクトリを新規に作成する（IIS 5.0の場合）』  『仮想ディレクトリを新規に作成する（IIS
6.0の場合）』  『仮想ディレクトリを新規に作成する（IIS 7.0/7.5の場合）』

Linux の仮想ディレクトリについて

Apache での「仮想ディレクトリ」は、Script Alias（CGI 実⾏可能ディレクトリ）として、Apache の設定
ファイル「httpd.conf」で定義されます。

「Office 8」のインストール時に、インストーラーは、「インストール識別⼦の設定」「CGI ディレクトリの設
定」でインストールディレクトリの初期状態を表⽰します。
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「Linux 環境でのインストール」

（CGI ディレクトリ）/（インストール識別⼦）がインストールディレクトリの初期状態です。

インストーラーで初期状態に表⽰されたディレクトリとは異なる場所に「Office 8」をインストールする場合
は、そのディレクトリが「httpd.conf」で Script Alias に設定されている必要があります。

例）インストールディレクトリとアクセス URL を、次のように設定する場合
  インストールディレクトリ ： /cgi/cybozu/cbag
  アクセス URL       ： http:// サーバー名 /cybozu/cbag/ag.cgi?

「httpd.conf」に、次の内容を追加します。

ScriptAlias /cybozu/ "/cgi /cybozu/"
<Directory "/cgi /cybozu">
    AllowOverride None
    Options ExecCGI
    Order allow,deny
    Allow from all
< /Directory>

# ScriptAlias: This controls which directories contein server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the realname directory are treated as applications and
# run by dhe server when requested rather than as documents sent to the client.
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptsAlias directives as to
# Alias.
# ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
# < Directory "/var/www/cgi-bin">
#    AllowOverride None
#    Options ExecCGI
#    Order allow,deny
# < /Directory>
######################################
ScriptAlias /cybozu/ "/cgi /cybozu/"
<Directory "/cgi /cybozu">
    AllowOverride None
    Options ExecCGI
    Order allow,deny
    Allow from all
< /Directory>
######################################

上記のように「httpd.conf」の Script Alias に設定してあるディレクトリは、インストール⼿順の⼿順
7／8（「インストール識別⼦の設定」「CGI ディレクトリの設定」）でインストール先として指定できます。

「Linux 環境でのインストール」
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Apache のアンインストールについて

Windows 環境で「Office 8」をインストールしたときに、Apache が自動的にインストールされた場合の、Apache

のアンインストールについて説明します。

Windows のデスクトップ画面の下側に表示されるタスクバーにある Apache のアイコンを右

クリックして、表示されるメニューから「Exit」を選択する

Windows のスタートメニューから、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順

に選択する

「Apache HTTP Server 2.2.x」を選択し、 　　削除　　  をクリックする

　　はい　　  をクリックする

アンインストールが始まります。

44


	目次
	インストールの前に確認すること
	簡単インストールガイド
	インストールから使用するまでの流れ
	システム管理者の作業
	ユーザーの作業


	インストール
	Winodows 環境でのインストール
	Linux 環境でのインストール

	バージョンアップ
	Windows 環境でのバージョンアップ
	最新版の｢Office 8｣にバージョンアップする
	｢サイボウズ AG｣／｢Office 6｣／｢Office 7｣から｢Office 8｣にバージョンアップする
	｢Office 4｣以前の製品から｢Office 8｣にバージョンアップする

	Linux 環境でのバージョンアップ
	最新版の｢Office 8｣にバージョンアップする
	｢サイボウズ AG｣／｢Office 6｣／｢Office 7｣から｢Office 8｣にバージョンアップする
	｢Office 4｣以前の製品から｢Office 8｣にバージョンアップする


	アンインストール
	Windows 環境でのアンインストール
	アプリケーションを削除する
	データを削除する

	Linux 環境でのアンインストール
	アプリケーションを削除する
	データを削除する


	資料
	サーバー／ドライブの移行
	サーバーを移行する
	ドライブを移行する

	仮想ディレクトリについて
	Windows の仮想ディレクトリについて
	Linux の仮想ディレクトリについて

	Apache のアンインストールについて




