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「個人フォルダ」のシステム管理について

システム管理者について

システム管理の設定

個人フォルダ（メモ

のサイズ制限）

メモに添付できるファイルの総サイズを設定する
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「個人フォルダ」のシステム管理について

「個人フォルダ」の管理は、「システム管理者」が行います。

システム管理者について

システム管理者について

「個人フォルダ」のシステム管理者は、次の管理を行います。

項目 説明

 個人フォルダ（メ

モのサイズ制限）

ひとりのユーザーがメモに添付できるファイルの総サイズを設定します。

個人フォルダのシステム管理は、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 個人フォルダ（メモのサイズ制限） から行います。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

2



はじめに

「社内メール」のシステム管理について

システム管理者について

システム管理の設定

一般設定（閲覧確

認、

アプリケーション名）

社内メールの一般設定を設定する

社内メールの

一括削除

社内メールを一括削除する

3



「社内メール」のシステム管理について

「社内メール」の管理は、「システム管理者」が行います。

システム管理者について

システム管理者について

「社内メール」のシステム管理者は、次の管理を行います。

項目 説明

 一般設定（閲覧

確認、アプリケーショ

ン名）

社内メールの次の項目を設定します。

閲覧状況確認ボタンの初期設定

アプリケーション名の変更

 社内メールの一

括削除

指定した日付以降更新されていない社内メールを削除します。

社内メールのシステム管理は、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 社内メール 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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はじめに

「メール」のシステム管理について

システム管理者について

メール機能を利用する場合は、はじめにメールサーバーを設定し、各ユーザーにメールアカウ

ントを設定してください。

メールサーバー、メールアカウント、メールアドレスのすべてが設定されていないユーザーは

メール機能を利用できません。

システム管理の設定

メールの使用停止と

新着メールチェック

メールの一般設定を変更する

メールサーバー（既

設）の登録

メールサーバーを登録する

メールサーバーを追加する

メールサーバーを変更する

メールサーバーの表示順を変更する

メールサーバーを削除する

メールアカウント（既

設）の登録

メールアカウントを登録する

メールアカウントを登録する

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

メールのサイズ制限
ユーザーが使用できるメールのサイズを設定する

迷惑メールの振り分

け保存

迷惑メールの振り分け条件を設定する

ユーザーの権限
ユーザーの権限を設定する
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「メール」のシステム管理について

「メール」の管理は、「システム管理者」が行います。

システム管理者について

システム管理者について

「メール」のシステム管理者は、次の管理を行います。

項目 説明

 メールの使用停

止と新着メールチェッ

ク

メールの次の項目を設定します。

メール機能を使用するかどうか

ログイン時に新着メールチェックを行うかどうか

 メールサーバー

（既設）の登録

メールサーバーを設定します。

メールサーバーの設定は、メール機能を使用する前に設定してください。

 メールアカウント

（既設）の登録

各ユーザーのメールアカウントとパスワードを設定します。

 メールのサイズ

制限

ひとりのユーザーがメールで使用できるメールの総サイズを制限します。ま

た、個々のメールのサイズも送受信別に制限できます。

 迷惑メールの振

り分け保存

迷惑メールの振り分け条件（メールヘッダー）を設定します。

 ユーザーの権限

メールに関する各ユーザーの権限を設定します。

設定できる権限は次の項目です。

メールアカウントの登録

受信メール（POP3）サーバーにメールを残す

新着メールチェック機能の使用

メールのシステム管理は、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 メール から行います。

「「システム設定」画面へのアクセス方法」

システム管理者は、次の操作を行うこともできます。

メールデータを退避する

「メールデータを退避する」
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メモに添付できるファイルの総サイズを設定する

各ユーザーがメモに添付できるファイルの総サイズを設定します。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の 個人フォル

ダ（メモのサイズ制限） をクリックする

「個人フォルダのメモのサイズ制限」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、 変更する  をクリックする

メモのサイズ制限の設定項目

項目 説明

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

各ユーザーが「個人フォルダ」に保存できる、メモの添付ファイルの総サ

イズを選択します。

設定した「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」は、個人フォルダの

一覧画面（ユーザーの操作画面）で、データの一覧の下に「総メモサイズ：○MB 以下」として

表示されます。

メモの総サイズが設定値を超えると

「個人フォルダ」のフォルダ内データ一覧右下の「総メモサイズ：○MB」の部分が赤字で表示

され、メモにファイルを添付することができなくなります。

ファイルを添付するには、不要な添付ファイルを削除する必要があります。また、添付ファイル

を公開することで、総メモサイズを減らすこともできます。

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は、5MB / 10MB / 20MB /

30MB / 40MB / 50MB / 60MB / 70MB / 80MB / 90MB / 100MB / 無制限 から選択で

きます。
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社内メールの一般設定を設定する

社内メールの一般設定を設定します。

ユーザーの操作画面で表示される「社内メール」という表示を、「庁内メール」「学内メール」など「（設定した

文字列）内メール」に変更できます。

「社内メールの送信」画面の閲覧状況欄の「 「確認しました」ボタンをつける」の初期設定状態を設定でき

ます。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の 社内メール

をクリックし、 一般設定（閲覧確認、アプリケーション名） をクリックする

「社内メールの一般設定」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、 変更する  をクリックする

一般設定の設定項目

項目 説明

閲覧状況確認機能

の初期値

「社内メールの送信」画面で、閲覧状況の「 「確認しました」ボタンを

つける」に初期設定でチェックを入れるか入れないかを設定します。

初期状態をチェックありに設定する場合は、「 「確認しました」ボタン

をつける」にチェックを入れます。

アプリケーション名

システム設定以外の画面で表示する「社内メール」のアプリケーション

名を設定します。変更するアプリケーション名をメニューから選択する場

合は、「 メニューから選択する」を選択し、メニューから変更するアプ

リケーション名を選択します。任意のアプリケーション名に設定する場合

は、「 カスタマイズした文字列を利用する」を選択し、変更するアプリ

ケーション名を入力します。

本設定では、「社内メールの送信」画面を表示した時の初期状態を設定します。実際に社内

メールで閲覧確認機能を使用するかどうかについては、ユーザーが個々の社内メールごとに

設定します。

『ユーザーマニュアル』の「閲覧確認機能について」

メニューからアプリケーションメニュー名を選択する場合は、社 / 所 / 庁 / 学 / 館 から選

択できます。

「アプリケーション名」を変更すると

ユーザーの操作画面に表示される社内メールの表示が、設定した名称に切り替わります。
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社内メールを一括削除する

社内メールを一括削除します。

指定した日付以降更新されていない社内メールを削除できます。

「社内メールの一括削除」の実行中は、他のユーザーが社内メールを使用できません。社内

メールの一括削除は、ユーザーの利用が少ない時間帯に実施してください。

一括削除の処理には、時間がかかる場合があります。処理中に Web ブラウザーの「中止」ボ

タンや「戻る」ボタンをクリックしたり、他のページへ移動したりしないでください。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の 社内メール

をクリックし、 社内メールの一括削除 をクリックする

「社内メールの一括削除」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」

削除の基準となる日付を選択して、 削除する  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、 はい  をクリックする

社内メールを一括削除すると、指定した社内メールは完全に削除され、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」

削除対象の社内メールが多いときは、一度の操作で削除できす、社内メールの削除を続ける

かどうかを確認するメッセージが表示される場合があります。メッセージはすべての社内メー

ルが削除されるまで表示されます。

続けて削除する場合は、 削除する  をクリックし、残りのデータを削除してください。

指定した日付以降更新されていないデータとは、指定した日付以前に送信された社内メール

のうち、指定した日付以降にフォローの書き込みや本文の変更がない社内メールです。
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メールデータを退避する

コマンドライン機能を使⽤して、メールデータを退避します。

メールデータの退避とは、指定した⽇以前のデータを切り離し、emlファイルに書き出して保存すること
です。
メールデータを削除する以外の⽅法で、メールのデータ量を削減できるため、製品のパフォーマンス劣化
を防ぐ⼿段として有効です。
メールデータの退避コマンドを実⾏すると、データがファイルに書き出されるため、サイボウズ Office
上からは該当のメールデータが削除されます。
サイボウズ Office上からデータが削除されることを⼗分確認してから、退避コマンドを実⾏するようにし
てください。

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。
「メンテナンス時間を設定する」

メールデータ退避の実⾏中はメンテナンス時間になります。また、退避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。

コマンドラインによる操作は、サーバーの「Administrator」／「root」権限を持つユー
ザーが⾏ってください。

Windowsの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
メールデータの退避

年⽉⽇と対象ユーザーIDを指定し、指定した⽇より前に送受信されたメールデータをemlファイル
に書き出します。

環境 コマンド

Windowsサーバー ag.exe -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date
（yyyy/mm/dd） -uid (対象ユーザーID) -e (実⾏時間(秒))

Linuxサーバー ./ag.cgi -x mailsave -path (保存フォルダの絶対パス) -date
（yyyy/mm/dd） -uid (対象ユーザーID) -e (実⾏時間(秒))

メールデータは、メールデータを退避させるフォルダをpathで指定しなかった場合、(イン
ストールディレクトリ)/cb5/maildataに保存されます。

操作ログは、メールデータを退避させるフォルダのpathの指定に関わらず、(インストール
ディレクトリ)/mailsave.logに保存されます。
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-s オプションを指定すると、実⾏結果は画⾯に表⽰されません。

メールデータの退避後にデータベースファイルのサイズを縮⼩するためには、最適化を実⾏
する必要があります。

「データベースを最適化する」

出⼒したemlファイルをインポートする機能はありません。

実⾏中に処理を終了させる場合は、次のコマンドを実⾏してください。

ag.exe（ag.cgi） -x mailsave -E
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メールの一般設定を変更する

メールの一般設定（メールを使用する／しない、ログイン時に新着メールのチェックを行う／行わない）を設定しま

す。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールの使用停止と新着メールチェック をクリックする

「メールの使用停止と新着メールチェック」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、 変更する  をクリックする

一般設定の設定項目

項目 説明

メールを使用しな

い

メール機能を使用するかどうかを設定します。メール機能を使用しない

場合は、「 メールを使用しない」にチェックを入れます。

ログイン時に新着

メールチェックを行う

ログイン時に新着メールチェックを行うかどうかを設定します。メール

チェックを行わない場合は、「 ログイン時に新着メールチェックを行

う」のチェックを外します。

「メール機能を使用しない」に設定すると

次の機能は利用できません。（ユーザーの操作画面で、メール機能のリンクやアイコンが表示

されなくなります。）

メール送信

メール受信

メモのメール送信

予定のメール送信

連携システムからの通知

電話メモのメール転送

ケータイ URL の送信

ただし、「電話メモのメール転送」／「ケータイ URL の送信」については、システムメールアカ

ウントを使用して機能を利用することができます

「システムメールアカウントを設定する」

システム管理者は、メール機能とは別にシステムメールアカウントを使用することができま

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を設定する」

「ログイン時の新着メールチェック機能」を使用すると

ログイン時に新着メールのチェックを行います。また、トップページでページの再読込を実行し

たときも新着メールのチェックを行います。

13



メールサーバーを登録する

メール機能を使用する前に、メールサーバーを登録します。

登録したメールサーバーを使用すると、メール（E-mail）の送受信や連携システムからの通知などの機能を

利用できるようになります。

対応しているメールサーバーは次のとおりです。

SMTP/POP3

APOP

POP before SMTP で認証を行っているメールサーバー

SMTP Authentication で認証を行っているメールサーバー

メールサーバーを設定していない場合は、ユーザーがメール機能を操作すると、次のような画

面が表示されます。

メール機能を使用する場合は、メールサーバー（既設）の登録をクリックし、メールサーバーを

設定してください。

メールサーバーを追加する

メールサーバーを変更する

メールサーバーの表示順を変更する

メールサーバーを削除する

メールサーバーを追加する

メールサーバーを追加します。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールサーバー（既設）の登録 をクリックする

「メールサーバー（既設）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」

追加する をクリックする

「メールサーバーの追加」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 追加する  をクリックする

メールサーバーの設定項目
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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

メールサーバー名
送信メールサーバーと、受信メールサーバーの組み合わせを示す名称

を入力します。

送信メールサーバー

名（SMTP）

送信メールサーバー（SMTP）の IP アドレス、またはホスト名を入力しま

す。

さらに、「SMTP 認証を行う」か「受信後に送信を行う（POP before

SMTP）」かを設定します。両方を同時に設定することはできません。

SMTP 認証を行う場合

「 SMTP 認証を行う」にチェックを入れ、認証種別をメ

ニューから選択します。

さらに、認証に使用するユーザー名とパスワードを設定しま

す。メールアカウントのユーザー名とパスワードを使用する

場合は、「 認証に受信メールアカウントのユーザー名とパ

スワードを使用する」を選択します。

認証に使用するユーザー名とパスワードを個別に設定する

場合は、「 認証に使用するユーザー名とパスワードを個別

に設定する」を選択します。

受信後に送信を行う（POP before SMTP）場合

SMTP サーバーが POP before SMTP に対応している場合

は、「 受信後に送信を行う（POP before SMTP）」にチェッ

クを入れ、送信までの待ち時間をメニューから選択します。

送信メールサーバー

ポート番号
送信メールサーバーのポート番号を入力します。

受信メールサーバー

名（POP3）

受信メールサーバー名（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、「 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のポート番号を入力します。

メールサーバーを変更する

メールサーバーを変更します。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールサーバー（既設）の登録 をクリックする

「メールサーバー（既設）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」

変更する をクリックする

「メールサーバーの変更」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 追加する  をクリックする
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「メールサーバーの設定項目

メールサーバーの表示順を変更する

メールサーバーの順番を変更します。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールサーバー（既設）の登録 をクリックする

「メールサーバー（既設）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」

順番を変更する をクリックする

「メールサーバーの順番変更」画面が表示されます。

表示順を変更し、 変更する  をクリックする

「表示順を変更する」

メールサーバーを削除する

メールサーバーを削除します。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールサーバー（既設）の登録 をクリックする

「メールサーバー（既設）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」

削除する をクリックする

「メールサーバーの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい  をクリックする
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メールアカウントを登録する

メールアカウントを登録します

メールサーバーへアクセスするためのアカウントとパスワードを、ユーザーごとに設定します。

メールアカウントを設定していない場合は、設定されていないユーザーがメール機能を操作す

ると、次のような画面が表示されます。

メールアカウントの登録をユーザーに許可していない場合は、システム管理者が各ユーザー

にメールアドレス／メールアカウントを設定してください。

メールアカウントを登録する

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

メールアカウントを登録する

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールアカウント（既設）の登録 をクリックする

「メールアカウント（既設）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」

グループを選択し、メールアカウントを設定するユーザーの 変更する をクリックする

「○○さんのメールアカウント（既設）の登録内容の変更」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 変更する  をクリックする

メールアカウント登録の設定項目

項目 説明

メールサーバー

プルダウンメニューから、使用するメールサーバーを選択します。

詳細 をクリックすると、「メールサーバーの一覧」画面が表示され、登録

されているメールサーバーの設定内容を確認することができます。

E-mail メールアドレスを入力します。

SMTP 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。

※送信メールサーバーが「SMTP 認証」を使用し、「認証に使用する
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ユーザー名とパスワードを個別に設定する」に設定されている場合のみ

表示されます。

SMTP パスワード

SMTP 認証に使用するパスワードを入力します。

※送信メールサーバーが「SMTP 認証」を使用し、「認証に使用する

ユーザー名とパスワードを個別に設定する」に設定されている場合のみ

表示されます。

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

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 ファイルから読み込みます。

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。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールアカウント（既設）の登録 をクリックする

「メールアカウント（既設）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」

CSV ファイルから読み込む をクリックする

「メールアカウント（既設）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、 次に、ファイルの中身を確認する >>  をクリックする

「ファイルを選択する」

CSV ファイルの内容を確認し、先頭行を項目名として無視するかどうかを決定する

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。

読み込む  をクリックする

前の画面に戻る場合は、 << 前の画面へ戻る  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。

CSV ファイル作成時は、次の点に注意してください。

ユーザー ID が一致するユーザーのメールアカウントを設定します。

メールアカウントの正当性チェックは行いません。

※読み込み後に、ユーザーごとにチェックを行ってください。

POP3 および SMTP パスワードが * のときは、上書きを行いません。

メールアカウントデータを CSV ファイルへ書き出す
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「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールアカウント（既設）の登録 をクリックする

「メールアカウント（既設）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」

CSV ファイルへ書き出す をクリックする

「メールアカウント（既設）の CSV ファイルへの書き出し」画面が表示されます。

CSV ファイルの先頭行に項目名を書き出すかどうかを指定する

先頭行に項目名を書き出す場合は、「 先頭行に項目名を書き出す」にチェックを入れます。

次に、書き出す内容を確認する >>  をクリックする

前の画面に戻る場合は、 << 前の画面へ戻る  をクリックします。

内容を確認し、 書き出す  をクリックする

前の画面に戻る場合は、 << 前の画面へ戻る  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。

POP3 および SMTP のパスワードは、すべて * で書き出されます。読み込むときに、* のま

まだと POP3 および SMTP のパスワードは変更されません。
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ユーザーが使用できるメールのサイズを設定する

1人のユーザーがメールで使用できるメールの総サイズを設定します。

メールの送受信時にかかるサーバーの負担を軽減するため、個々の送受信メールのサイズを制限すること

もできます。

設定した制限以上のメールは送受信できません。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 メールのサイズ制限 をクリックする

「メールのサイズ制限」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、 変更する  をクリックする

メールのサイズ制限の設定項目

項目 説明

メールの総サイズの設定
プルダウンメニューから、1 ユーザーが保存できるメールの

総サイズを選択します。

個々のメールのサイズ制限の設

定
個々のメールのサイズ制限を設定します。

　

　

受信メールサイズの制限

プルダウンメニューから、受信メールのサイズの制限を選択

します。設定したサイズ以上のメールは受信できなくなりま

す。

送信メールサイズの制限

プルダウンメニューから、送信メールのサイズの制限を選択

します。設定したサイズ以上のメールは送信できなくなりま

す。

現在保存されているメールの総サイズは、個人フォルダの一覧画面（ユーザーの操作画面）

で、データの一覧の下に「総メールサイズ：○MB 以下」として表示されます。

1ユーザーあたりの保存できるメールの総サイズは、10MB / 20MB / 30MB / 40MB /

50MB / 60MB / 70MB / 80MB / 90MB / 100MB / 無制限 から選択できます。

受信メールサイズの制限は、256KB / 512KB / 1MB / 3MB / 5MB / 10MB / 無制限 から
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選択できます。

送信メールサイズの制限は、256KB / 512KB / 1MB / 3MB / 5MB / 10MB / 無制限 から

選択できます。

保存しているメールの総サイズが設定値を超えると

制限を超えてメールを保存しているユーザーは、メールの送受信ができなくなり、メールの削

除を促すメッセージが表示されます。

受信メールの制限について

「受信メールサイズの制限」を「無制限」に設定しても、一度に受信できるのは、メール数 100

件、または総メールサイズ 10MB までです。この制限を超えると、一度で受信できず、メール

の受信を続けるかどうかを確認するメッセージが表示されます。

制限を超えたメールを受信すると、個人フォルダ画面の上部に「メールサイズの制限により、

受信できなかったメールがあります。」というメッセージが表示されます。詳細情報をクリックす

ると、次のような画面が表示されます。メールのサイズ制限の設定をクリックすると、「メール

のサイズ制限」画面が表示されます。
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迷惑メールの振り分け条件を設定する

迷惑メールの振り分け条件を設定します。

迷惑メールとして扱うメールの、メールヘッダーを設定します。

設定したメールヘッダーが含まれるメールを受信すると、各ユーザーが「メール・社内メールの振り分け保存

の設定」の「迷惑メール」で設定しているフォルダに、自動的に振り分けられます。

『ユーザーマニュアル』の「メール／社内メールの振り分け保存を設定する」

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 迷惑メールの振り分け保存 をクリックする

「迷惑メールの振り分け保存の設定」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、 変更する  をクリックする

振り分け条件の設定項目

項目 説明

振り分け条件
振り分け条件を設定します。

「検索条件を設定する」
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ユーザーの権限を設定する

各ユーザーが、メールアカウントの設定を行うことを許可するかどうかを設定します。

「システム設定」画面で、「  詳細設定」タブから、 各アプリケーション の メール をク

リックし、 ユーザーの権限 をクリックする

「メールのユーザーの権限」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、 変更する  をクリックする

ユーザーの権限の設定項目

項目 説明

メールアカウント

の登録を許可する

各ユーザーが、自分のメールアカウントの設定を変更できるかどうかを

設定します。

各自のメールアカウントの設定の変更を許可しない場合は、「 メール

アカウントの登録を許可する」のチェックを外します。

受信メール

（POP3）サーバーに

メールを残す設定を

許可する

各ユーザーが、メールサーバーにメールを残す設定を変更できるかどう

かを設定します。

各自のメールサーバーにメールを残す設定の変更を許可しない場合

は、「 受信メール（POP3）サーバーにメールを残す設定を許可する」

のチェックを外します。

新着メールチェッ

ク機能を許可する

各ユーザーが、新着メールチェック機能を使用できるかどうかを設定し

ます。

各ユーザーに新着メールチェック機能を使用させない場合は、「 新着

メールチェック機能を許可する」のチェックを外します。

新着メールチェック機能について

新着メールチェック機能を利用すると、トップページの「お知らせ」欄に新着メールの受信状況

が表示されるようになります。この場合、定期的にメールサーバーにアクセスするため、メー

ルサーバーに負荷がかかります。

メールアカウントの登録を許可しないに設定にすると

「個人設定（基本）」画面で メールアカウント（既設） 欄が表示されなくなり、「メールアカウ

ント（既設）の登録」画面に、システムメールアカウントの登録が許可されていない旨のメッ

セージが表示されます。

また、「ユーザー情報」画面で E-mail 欄の変更ができなくなります。

メールサーバーにメールを残す設定／新着メールチェック機能の使用を許可しないに設定す

ると

「メールアカウント（既設）の登録」画面で設定項目が表示されなくなります。

受信メール（POP3）サーバーにメールを残す設定を許可しない場合は、メールの受信と同時

にメールサーバーからデータが削除されます。

23



はじめに

「個人フォルダ」とは、「社内メール」／「メール」／「メモ」を管理するアプリケーションです。

受信した社内メールやメール、書き込んだメモは、すべて個人フォルダに保存されます。受信したデータはフォル

ダに分類して管理し、受信時に社内メールやメールを振り分けることもできます。

また、特定のフォルダに対して更新通知を設定すると、データの追加／変更などの更新情報を随時チェックできま

す。

「社内メール」は、「Office 8」を利用しているユーザー同士でコミュニケーションするためのアプリケーション

です。

例えば、グループの業務に関する情報を社内メールで送受信することで、各ユーザーが同じ情報を共有した

り、フォローを書き込むことでユーザー同士がお互いに意見を交換して業務の効率化が図れます。

社内メールの内容は、宛先に設定されたユーザー以外のユーザーは閲覧できません。（システム管理者も

閲覧できません。）

「メール」は、メールサーバーを使用し、取引先の担当者など、「Office 8」のユーザーではない、社外の人

メールを送受信できるアプリケーションです。

メール機能の利用については、「メール機能の利用について」を参照してください。

「メモ」は、覚えておきたい情報をメモしたり、個人的なファイルを管理できるアプリケーションです。

送信前の社内メールやメール、書き込む前の掲示を下書きのメモとして保存しておくこともできます。

次の項目はシステム管理者に設定されています。詳しくは、システム管理者に問い合わせて

ください。

メモの添付ファイルの総サイズの設定

閲覧状況確認ボタンの初期設定

社内メールのアプリケーション名の設定

指定した日付以降更新されていない社内メールの一括削除

メールを使用する／しない、新着メールチェックの設定

メールサーバー、メールアカウントの登録

１人のユーザーが使用できるメールサイズの設定

迷惑メール扱いになるメールヘッダーの設定

個人フォルダ（社内メール／メール／メモ）の操作

データを閲覧する

データを閲覧する

メールを受信する

社内メールごとに更新通知を解除する

「個人フォルダ（受信箱）」画面について

「社内メール／メール／メモ本文」画面について

画面に表示されるアイコンについて

データを検索する

フォローを書き込む

フォローを書き込む

フォローを削除する

データを作成する
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データ作成の流れ

社内メールを送信する

メールを送信する

メモを書き込む

再利用してデータを追加する

同じ宛先に別の社内メールを送信する

データを返信／転送する

メールを返信する

メールを転送する

社内メールをメールに転送する

メモから社内メール／メールを送信する

データを変更する

社内メール／メモを変更する

社内メールの宛先を変更する

データを移動する

データを削除する

メールを印刷する

データをファイルに出力する

メールのソースを表示する

フォルダを設定する

フォルダを追加する

フォルダの詳細を確認／変更する

フォルダの表示順を変更する

フォルダを削除する

「フォルダの詳細」画面について

フォルダごとに更新通知を設定する

個人フォルダの便利な操作

「ケータイ」で「社内メール／メール／メモ」を操作する

トップページと連携する

スケジュールと連携する

受信したメールから予定を登録する

社内メールに関連する予定を登録する

ToDo リストと連携する

社内メール／メールに関連する ToDo を登録する

掲示板と連携する

アドレス帳と連携する

差出人をアドレス帳に登録する

宛先をアドレス帳から選択する

個人フォルダの個人設定

メール／社内メールの振り分け保存を設定する

振り分け保存を追加する

振り分け保存を変更する

振り分け保存の順番を変更する

振り分け保存を削除する
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更新を通知するフォルダを設定する

ゴミ箱を使用するかどうかを設定する

メールの個人設定

メールアカウント（既設）を登録する

メールの送信情報／ユーザー情報（vCard）の送信を設定する

署名を設定する

署名を追加する

署名を変更する

署名の表示順を変更する

署名を削除する

「社内メール」「メモ」は、個人設定で設定する項目はありません。
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メール機能の利用について

メール機能の利用について説明します。

メール機能を利用するには、次の設定が必要です。すべての設定が終了していると、メール機能を利用できます。

メールサーバー

メールアドレス

メールアカウント

「基本設定を変更する」　 「ユーザー情報を変更する」　 「メールアカウント（既設）を登録する」

システム管理者がメール機能の利用を停止している場合は、メール操作のリンク自体が表示

されません。

メールサーバーの設定は、システム管理者が行います。詳細については、システム管理者に

お問い合わせください。

メールアドレス／メールアカウントの設定は、各ユーザーが行います。ただし、システム管理

者の設定によりメールアカウントの登録が許可されていない場合は、システム管理者が行い

ます。

メール機能を利用できない場合は、メールの操作を行うと次の画面が表示されます。

メール機能を利用する場合は、各項目のリンクをクリックし、設定を行ってください。 
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データを閲覧する

個⼈フォルダのデータを閲覧します。

個⼈フォルダでは、社内メール／メール／メモのすべてのデータを閲覧できます。

データを閲覧する

メールを受信する

社内メールごとに更新通知を解除する

「個⼈フォルダ（受信箱）」画⾯について

「社内メール／メール／メモ本⽂」画⾯について

画⾯に表⽰されるアイコンについて

データを閲覧する

個⼈フォルダのデータを閲覧します。

個⼈フォルダには、社内メール／メール／メモのデータが保存されます。

アプリケーションメニューの 個⼈フォルダ をクリックする
「個⼈フォルダ（受信箱）」画⾯が表⽰されます。

「アプリケーションメニューを使う」

画⾯左のリストから、表⽰するフォルダを選択する
画⾯右に、選択したフォルダに追加されているデータの⼀覧が表⽰されます。
新着メールを受信する場合は、  をクリックします。

「メールを受信する」
データの概要を確認する場合は、 をクリックします。

「データの概要表⽰について」

個⼈フォルダのフォルダ

データは、更新された順に時系列で表⽰されます。

フォルダ 説明

受信箱 受信した社内メール／メールのデータが表⽰されます。

送信箱 送信した社内メール／メールのデータが表⽰されます。

下書き 「メモ」として保存した社内メールやメール、掲⽰が表⽰されます。

フォルダ

⾃分で作成したフォルダです。振り分け保存の設定で振り分けたデータや
保存する位置を移動したデータが表⽰されます。

「フォルダを設定する」 「メール／社内メールの振り分け保存を
設定する」 「データを移動する」

ごみ箱
削除したデータが⼀定期間表⽰されます。「ごみ箱」を使⽤するかどうか
や、「ごみ箱」フォルダでのデータの保存期間は個⼈設定で設定します。
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「ゴミ箱を使⽤するかどうかを設定する」

閲覧するデータの標題をクリックし、データを閲覧する
「社内メール／メール／メモ本⽂」画⾯が表⽰されます。

「「社内メール／メール／メモ本⽂」画⾯について」

他のアプリケーションと連携してデータを閲覧することもできます。
「「お知らせ」欄で、未確認の情報の件数を確認する」 「「最新情報」パーツで、
更新情報を確認する」

メニューバーを利⽤し、メモを閲覧することもできます。
「メニューバーを使う」

データの概要表⽰について

標題左の をクリックすると、データの概要を表⽰できます。概要を表⽰中に をクリッ
クすると、概要を⾮表⽰にします。
概要には、本⽂・内容・差出⼈が表⽰されます。概要を確認しながらデータを移動／削除す
ることもできます。

「データを移動する」  「データを削除する」

「個⼈フォルダ」画⾯で、フォルダのリストの下に表⽰される 更新を通知するフォルダ
の設定 をクリックし、更新を通知するフォルダを設定することができます。

「更新を通知するフォルダを設定する」

拡張⼦が eml の添付ファイルは、内包形式（message/rfc822）で作成されたメールで
す。添付ファイル欄に表⽰される「ファイル名（message/rfc822）」、またはファイル
名がない場合は「（無題）（message/rfc822）」横の表⽰をクリックすると、内容を確
認できます。

メールサーバーの設定により、SMTP 認証に使⽤するパスワードを⼊⼒する画⾯が表⽰され
る場合があります。パスワードについては、システム管理者にお問い合わせください。

HTML メールの本⽂と添付ファイル (text/html または text/plain 形式) をクリックした
場合、ダウンロードに関する警告メッセージが表⽰されます。  をクリックすると、
添付ファイルをダウンロードできます。

メールの送受信履歴について

「個⼈フォルダの⼀覧」画⾯／「メール本⽂」画⾯に表⽰される、差出⼈／宛先欄の
（宛先名／差出⼈名）をクリックすると、クリックしたアドレスに対するメールの送受信履
歴が表⽰されます。
送受信履歴で標題をクリックし、「メール本⽂」画⾯を表⽰することもできます。
送受信履歴が表⽰される条件については、『よくある質問（FAQ）』を参照してください。
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送受信履歴に表⽰されるアイコン

アイコン 説明

受信履歴です。

送信履歴です。

メールを受信する

新着メールを受信します。

社内メールは、新しいデータがある場合、個⼈フォルダ画⾯を表⽰すると、⾃動的に新着の社内メールを
表⽰します。ただし、メールは、新着メールの受信の操作をしないと、新着メールが画⾯に表⽰されませ
ん。

アプリケーションメニューの 個⼈フォルダ をクリックする
「個⼈フォルダ（受信箱）」画⾯が表⽰されます。

「アプリケーションメニューを使う」

画⾯左上の  をクリックする
［受信箱］に新着メールが表⽰されます。

トップページの「お知らせ」欄で、 新着メールが ○件 あります。
「「お知らせ」欄で、未確認の情報の件数を確認する」

受信メールのサイズ制限に関わらず、⼀度に受信できるのは、メール数 100 件、または総
メールサイズ 10MB までです。この制限を超えると、⼀度で受信できず、メールの受信を
続けるかどうかを確認するメッセージが表⽰されます。

サイズ制限を超えたメールを受信すると
メールサイズの制限を越えたメールを受信したり、⼀度にすべてのメールを受信できない場
合は、次のようなメッセージが画⾯に表⽰されます。このような場合は、サーバー上の受信
できなかったメールを削除する必要があります。

詳細情報をクリックし、「受信できないメールの詳細」画⾯からデータを削除してくださ
い。削除するメールにチェックを⼊れ、  をクリックすると、受信できなかった
メールを削除できます。
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連携システムからの通知を受信すると
新着メールを受信すると、あわせて「連携システムからの通知」を受信する場合がありま
す。連携システムからの通知を受信した場合は、画⾯上部にメッセージが表⽰されます。連
携システムの確認については、 「連携システムからの通知を閲覧する」 を参照してくださ
い。

⽂字コードがUTF-8形式のメールを受信すると
⽂字コードがUTF-8形式のメールを受信すると、画⾯上部に「置き換えられた⽂字列があり

ます」と表⽰され、⼀部の⽂字が「〓」に置き換えられて表⽰される場合があります。 
置き換えずに表⽰する をクリックすると、⽂字を置き換えずに表⽰します。ただし、
「Office 8」にバージョンアップする前に受信したUTF-8形式のメールでは、本操作は実⾏
できません。

社内メールごとに更新通知を解除する

社内メールごとに更新通知の設定を解除します。

社内メールの更新通知の設定は、フォルダごとに設定します。
「フォルダごとに更新通知を設定する」 「更新を通知するフォルダを設定する」

更新通知を設定したフォルダに保存されている社内メールの更新通知の設定を、個別に解除することがで
きます。
更新通知を解除した社内メールは、本⽂が変更されたり、フォローが書き込まれても更新情報が通知され
ません。
更新通知を設定していないフォルダに保存されている社内メールは、更新通知の設定を変更できません。
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「個⼈フォルダ（受信
箱）」画⾯

更新通知を解除する社内メールの「社内メール本⽂」画⾯を表⽰する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、 更新通知を解除する を選択する
「社内メールの更新通知の解除」画⾯が表⽰されます。
すでに更新通知が解除されている場合は、 更新を通知する と表⽰されます。クリックすると、「社内
メールの更新通知」画⾯が表⽰され、  をクリックし更新通知を設定できます。

 をクリックする

「個⼈フォルダ（受信箱）」画⾯について

「個⼈フォルダ（受信箱）」画⾯の⾒かたについて説明します。

「個⼈フォルダ（受信箱）」画⾯の表⽰⽅法については、 「データを閲覧する」 を参照してください。

新着メールを受信します。

「メールを受信する」

個⼈フォルダに保存されているデータを検索します。

「データを検索する」

⾃分⽤のフォルダを作成したり、データ（社内メール／メール／メモ）を
送信／書き込みます。リンクをひとつのメニューにまとめることもできま
す。

「フォルダを追加する」 「社内メールを送信する」 「メールを送信する」 「メモ
を書き込む」

表⽰するデータのフォルダを選択します。
フォルダ名のあとの（）は未読メールの数を表します。

「個⼈フォルダのフォルダ」

更新を通知するフォルダを設定します。

「フォルダごとに更新通知を設定する」

サブフォルダの表⽰順を変更します。
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「フォルダの表⽰順を変更する」

フォルダの詳細を表⽰したり、表⽰しているフォルダに対して、その他の
操作を実⾏します。

「「フォルダの詳細」画⾯について」

 メニューに表⽰される項⽬

項⽬ 説明

フォルダ [○○] の更新通知を解除する
／ フォルダ [○○] の更新通知を設定
する

表⽰しているフォルダの更新通知の設定を
変更します。

「フォルダごとに更新通知を設定
する」

フォルダ [○○] を削除する
フォルダを削除します。

「フォルダを削除する」

フォルダ [○○] 内の全データを削除す
る

フォルダ内のデータを削除します。
「データを削除する」

更新⽇時でソートする ／ 作成⽇時
でソートする

表⽰されているデータをソートする項⽬を
切り替えます。

「⼀覧表⽰を並び替える（ソー
ト）」

未読のデータを絞り込んで表⽰します。

選択したフォルダに保存されているデータが表⽰されます。
標題左の をクリックすると、データの概要を確認できます。

「データの概要表⽰について」

データを選択して削除したり、他のフォルダに移動したりします。

「データを削除する」 「データを移動する」

現在保存しているメール／メモの総サイズを表⽰します。
保存できるメール／メモの総サイズは、システム管理者が設定します。
保存しているメモの総サイズが設定値を超えると、「総メモサイズ：○MB」の部分が⾚字
で表⽰され、メモにファイルを添付することができなくなります。ファイルを添付するに
は、不要な添付ファイルを削除する必要があります。また、添付ファイルを公開すること
で、総メモサイズを減らすこともできます。

「個⼈設定」画⾯を表⽰します。

「メール／社内メールの振り分け保存を設定する」 「更新を通知するフォルダを
設定する」 「ゴミ箱を使⽤するかどうかを設定する」 「メールアカウント（既
設）を登録する」 「メールの送信情報／ユーザー情報（vCard）の送信を設定す
る」 「署名を設定する」

「社内メール／メール／メモ本⽂」画⾯について

「社内メール／メール／メモ本⽂」画⾯の⾒かたについて説明します。
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「社内メール本⽂」画
⾯

「社内メール／メール／メモ本⽂」画⾯の表⽰⽅法については、「データを閲覧する」 を参照してくださ
い。

「社内メール本⽂」画⾯について

「メール本⽂」画⾯について

「メモ本⽂」画⾯について

「社内メール本⽂」画⾯について

「社内メール本⽂」画⾯の⾒かたについて説明します。

社内メールの内容（標題、本⽂、添付ファイル）を変更します。
⾃分が送信した社内メールにのみ表⽰されます。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「社内メール／メモを変更する」

フォローの書き込み状況を確認できます。閲覧状況を確認している社内
メールの場合は、閲覧状況を確認できます。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「書き込み状況および閲覧状況について」

表⽰している社内メールについて、その他の操作を実⾏します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

 メニューに表⽰される項⽬

項⽬ 説明

宛先を変更する
表⽰している社内メールの宛先のユーザーを変更します。
⾃分が送信した社内メールにのみ表⽰されます。

「社内メールの宛先を変更する」
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再利⽤して送信する
表⽰している社内メールを再利⽤して、新しく社内メールを
送信します。

「再利⽤してデータを追加する」

ファイルに出⼒する
表⽰している社内メールをファイルに出⼒します。

「データをファイルに出⼒する」

更新通知を解除する
／ 更新通知を設定す
る

表⽰している社内メールの更新通知の設定を変更します。
「社内メールごとに更新通知を解除する」

別の社内メールを送
る

表⽰している社内メールの宛先と同じユーザーに別の社内
メールを送信します。

「同じ宛先に別の社内メールを送信する」

予定を確認する 表⽰している社内メールの宛先に設定されているユーザーの
⽇予定を閲覧します。

予定を登録する
表⽰している社内メールに関連する予定を登録します。

「社内メールに関連する予定を登録する」

Myグループを登録す
る

Myグループを追加します。表⽰している社内メールの宛先
に設定されているユーザーが、所属するユーザーとして登録
されます。

ToDo に登録する
表⽰している社内メールに関連する ToDo を登録します。

「社内メール／メールに関連した ToDo を登録す
る」

メールで転送する
表⽰している社内メールに関連するメールを送信します。

「社内メールをメールに転送する」

社内メールを削除します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「データを削除する」

社内メールの別のフォルダに移動します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「データを移動する」

社内メールの標題や内容（差出⼈、宛先、本⽂、添付ファイル）が表⽰さ
れます。

詳細画⾯に表⽰される項⽬

項⽬ 説明

標題 標題名が太字で表⽰されます。

差出⼈

社内メールを送信したユーザー／送信した⽇時が表⽰されま
す。
内容を変更した場合は、最終更新欄が表⽰され、内容を変更
した⽇時が表⽰されます。

宛先
宛先に設定されているユーザー名が表⽰されます。
宛先が10名を超える場合、（→宛先をすべて表⽰する）をク
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リックし、すべての宛先を表⽰できます。
⾃分が差出⼈の社内メールの場合、  宛先を変更する を
クリックし、宛先のユーザーを変更できます。

本⽂ 社内メール本⽂が表⽰されます。

ファイル
ファイルが添付されている場合は、ファイル名が表⽰されま
す。
クリックすると、ファイルの内容が表⽰されます。

／
表⽰している社内メールをトップページの「最新情報」パー
ツに表⽰できます。同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されま
す。

「「トップに常に出す情報」に追加する」

<< 前へ｜次へ>> 同じフォルダ内の前後のデータが表⽰されます。同じリンク
が本⽂欄の下にも表⽰されます。

表⽰している社内メールにフォローを書き込むことができます。フォロー
が書き込まれている場合は、書き込まれたフォローが表⽰されます。
閲覧状況を確認するメールの場合は、  が表⽰されます。

「フォローを書き込む」 「閲覧確認機能について」

書き込み状況および閲覧状況について

「社内メール本⽂」画⾯に表⽰される 閲覧状況（○⼈／○⼈） ／書き込み情報 をク
リックすると、表⽰している社内メールの閲覧状況やフォローの書き込み状況を確認するこ
とができます。また、データを削除しているユーザーはグレー表⽰されるため、宛先に設定
されているユーザーがデータを削除しているかどうかを確認することもできます。

書き込み情報 と表⽰される場合
宛先に設定されているユーザーのフォローの最新の書き込みが表⽰されます。書き込み
⽇時はフォローが書き込まれるたびに更新されます。
閲覧状況（○⼈／○⼈） と表⽰される場合
宛先に含まれているユーザーの閲覧状況が確認できます。画⾯には  をク
リックした⽇付が表⽰されます。
閲覧状況のあとに表⽰される⼈数は、（  をクリックした⼈数／宛先に設
定されている⼈数）を表します。

「閲覧確認機能について」

「メール本⽂」画⾯について

「メール本⽂」画⾯の⾒かたについて説明します。
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「メール本⽂」画⾯

メールを返信／転送します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「メールを返信する」 「メールを転送する」

表⽰しているメールについて、その他の操作を実⾏します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

 メニューに表⽰される項⽬

項⽬ 説明

ソースを表⽰する
表⽰しているメールのソースを表⽰します。
受信メールにのみ表⽰されます。

「メールのソースを表⽰する」

ファイルに出⼒する
表⽰しているメールをファイルに出⼒します。

「データをファイルに出⼒する」

印刷⽤画⾯
表⽰しているメールの印刷⽤画⾯を表⽰します。

「メールを印刷する」

添付ファイルを削除する
表⽰しているメールの添付ファイルを削除します。

「添付ファイルの削除について」

スケジュール（グループ週表
⽰）

「グループ週表⽰」画⾯を表⽰します。
受信メールにのみ表⽰されます。

「予定を閲覧する」

予定を調整する
「予定の調整」画⾯を表⽰します。
受信メールにのみ表⽰されます。

「予定の空き時間を確認する」

社内メールに転送する

表⽰しているメールに関連する社内メールを送信し
ます。
受信メールにのみ表⽰されます。

「メールを転送する」

ToDo に登録する

表⽰しているメールに関連する ToDo を登録しま
す。
受信メールにのみ表⽰されます。

「社内メール／メールに関連した ToDo を
登録する」
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差出⼈をアドレス帳に登録す
る

差出⼈をアドレス帳に登録します。
受信メールにのみ表⽰されます。

「差出⼈をアドレス帳に登録する」

メールを削除します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「データを削除する」

メールを別のフォルダに移動します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「データを移動する」

メールの標題や内容（⽇時、差出⼈、宛先、本⽂、添付ファイル）が表⽰
されます。

詳細画⾯に表⽰される項⽬

項⽬ 説明

標題 標題名が太字で表⽰されます。

⽇時 メールを送信した⽇時が表⽰されます。

差出⼈

メールを送信したユーザーが表⽰されます。
差出⼈の横の アドレス帳に登録する をクリックすると、
差出⼈をアドレス帳に登録できます。

「差出⼈をアドレス帳に登録する」

宛先 宛先に設定されているユーザー名が表⽰されます。

本⽂ メール本⽂が表⽰されます。

ファイル
ファイルが添付されている場合は、ファイル名が表⽰されま
す。
クリックすると、ファイルの内容が表⽰されます。

／
表⽰している社内メールをトップページの「最新情報」パー
ツに表⽰できます。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「「トップに常に出す情報」に追加する」

<< 前へ｜次へ>> 同じフォルダ内の前後のデータが表⽰されます。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

添付ファイルの削除について
メールに添付されているファイルを削除することができます。

「メール本⽂」画⾯で  をクリックして 添付ファイルを削除する を
クリックすると、「添付ファイルの削除」画⾯が表⽰されます。添付ファイルを削除する場
合は、  をクリックします。
なお、添付ファイルを削除すると、メールのソースは表⽰できなくなります。
また、⾃分が送信するメールに添付するファイルをサーバー上に保存するかどうかは個⼈設
定で設定できます。
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「メモ本⽂」画⾯

「メールの送信情報／ユーザー情報（vCard）の送信を設定する」

「メモ本⽂」画⾯について

「メモ本⽂」画⾯の⾒かたについて説明します。

メモの内容を変更します。
下書きとして保存したメモの場合は、社内メール／メール／掲⽰板へのリンクが表⽰され
ます。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「社内メール／メモを変更する」 「メモから社内メール／メールを送信する」
「メモから掲⽰を書き込む」

表⽰しているメモについて、その他の操作を実⾏します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

 メニューに表⽰される項⽬

項⽬ 説明

再利⽤して作成する
表⽰しているメモを再利⽤して、新しくメモを作成します。

「再利⽤してデータを追加する」

社内メールで送る
表⽰しているメモの内容を社内メールで送信します。

「メモから社内メール／メールを送信する」

メールで送る
表⽰しているメモの内容をメールで送信します。

「メモから社内メール／メールを送信する」

掲⽰板に書き込む
表⽰しているメモの内容を掲⽰に書き込みます。

「メモから掲⽰を書き込む」

メモを削除します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「データを削除する」

メモを別のフォルダに移動します。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

「データを移動する」

メモの標題や内容（本⽂、添付ファイル）が表⽰されます。
詳細画⾯に表⽰される項⽬
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項⽬ 説明

 宛先情報を表⽰する

下書きとして保存したメモの場合のみ表⽰されます。クリッ
クすると、保存もとのデータの次の情報が表⽰されます。

社内メールの場合
宛先欄に設定されているユーザー数とユーザー名

メールの場合
メールの宛先

掲⽰板の場合
保存先に設定されているカテゴリ

宛先情報を表⽰しない をクリックすると、宛先情報が表
⽰されなくなります。

標題 標題名が太字で表⽰されます。

本⽂ メモの内容が表⽰されます。

ファイル ファイルが添付されている場合は、ファイル名が表⽰されま
す。クリックすると、ファイルの内容が表⽰されます。

<< 前へ｜次へ>> 同じフォルダ内の前後のデータが表⽰されます。
同じリンクが本⽂欄の下にも表⽰されます。

画⾯に表⽰されるアイコンについて

個⼈フォルダの⼀覧画⾯や、トップページの「お知らせ」「最新情報」パーツに表⽰される社内メール／メール
／メモのアイコンについて説明します。

アイコ
ン 説明

社内メールです。

本⽂に変更があったり、未読のフォローがある社内メールです。

メールです。

返信したメールです。

転送したメールです。

メモです。

データにファイルが添付されています。

フォルダに更新通知が設定されています。

未読の社内メール／メールについて
未読の社内メール／メールがあるフォルダには、フォルダ名の右に（1）などのように未読
の件数が表⽰されます。
また、⼀覧では、未読の社内メール／メールの背景が⻩⾊く表⽰されます。
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データを検索する

社内メール／メール／メモに含まれているキーワードを入力して、個人フォルダ内のデータを検索します。

個人フォルダの検索条件については、 「各アプリケーションの検索条件について」 を参照してください。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

検索のテキスト欄にキーワードを入力し、 個人フォルダ検索  をクリックする

「個人フォルダの検索」画面が表示されます。

AND 検索を行う場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入れてください。

条件を絞り込んで検索する場合は、詳細検索 をクリックし、手順 5 に進みます。

検索結果を確認する

該当する社内メール／メール／メモが、フォルダの表示順と同じ並びで「作成日時」が新しい順に表示され

ます。

標題をクリックすると、「社内メール／メール／メモ本文」画面が表示されます。

再検索する場合は、検索のテキスト欄にキーワードを入力し、 個人フォルダ検索  をクリックします。

条件を絞り込んで検索する場合は、詳細検索 をクリックする

「個人フォルダの検索」画面に検索設定タブが表示されます。

検索条件を設定し、 検索する  をクリックする

「検索結果」タブに検索結果が表示されます。

再検索する場合は、「検索設定」タブを選択し、検索条件を変更し、 検索する  をクリックします。

個人フォルダの検索条件

項目 説明

検索文字列 検索のキーワードを入力します。

検索フォルダ
検索対象のフォルダが表示されています。フォルダを変更する場合は、

プルダウンメニューから選択します。

サブフォルダ

検索対象のフォルダにサブフォルダも含めるかどうかを設定します。サ

ブフォルダ内のデータも検索対象とする場合は、「 サブフォルダも検

索する」にチェックを入れます。

未読のデータ

未読のデータのみを検索するかどうかを選択します。未読のデータのみ

検索する場合は、「 本文が未読のデータのみ表示する」にチェックを

入れます。

検索対象 検索対象を選択します。対象は複数選択できます。

検索項目 検索対象とする項目を選択します。項目は複数選択できます。

検索対象件数 過去何年分のデータから検索するかを選択します。
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検索表示件数 1 画面に表示する検索結果の件数を選択します。

検索結果を確認する

標題をクリックすると、「社内メール／メール／メモ本文」画面が表示されます。

手順 2 では、表示しているフォルダに関係なく、すべてのフォルダから検索します。検索する

フォルダを絞り込む場合は、手順 5 で絞り込むフォルダを選択してください。
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フォローを書き込む

社内メールにフォローを書き込みます。

フォローを書き込む

フォローを削除する

フォローとは

社内メールに対して書き込むことができるコメントを「フォロー」と呼びます。

フォローには、ファイルを添付したり、書式編集機能を利用してコメントを入力することができ

ます。

書き込まれたフォローは、「社内メール本文」画面の「フォロー」欄に時系列で表示されます。

閲覧確認を求められている社内メールの場合は、 確認しました  をクリックしないとフォローの

書き込みはできません。

フォローを書き込む

フォローを書き込みます。

フォローを書き込むと、宛先のユーザーと差出人に、更新情報が通知されます。

フォローを書き込む社内メールの「社内メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

必要な項目を設定し、 書き込む  をクリックする

「フォロー」欄に、入力したコメントが書き込まれます。

フォローの設定項目

項目 説明

発言者

自分の名前が表示されています。

複数のグループに所属している場合は、所属するグループのリストが表示

されます。リストから該当するグループを選択してください。

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」

内容
コメントを入力します。

／ をクリックし、入力欄の大きさを変更できます。

ファイル

ファイルを添付する場合、 参照  をクリックし、添付するファイルを選択し

ます。

「ファイルを選択する」
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社内メールに関連した ToDo について

社内メールに関連する ToDo を登録している場合は、「ToDo の詳細」画面で フォローを

書く をクリックして、関連している社内メールに直接フォローを書き込みできます。ただし、完

了した ToDo リストの詳細画面から直接フォローを書き込むことはできません。

「ToDo リストと連携する」

書き込まれたフォローの返信について

返信するフォローの 返信する をクリックすると、書き込まれたフォローを引用し、コメントを

入力できます。

フォローを削除する

書き込んだフォローを削除します。

書き込んだフォローを削除しても、更新情報は通知されません。

書き込んだフォローを削除できるのは、フォローを書き込んだユーザーだけです。

フォローを削除する社内メールの「社内メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

「フォロー欄」で、削除するフォローの 削除する をクリックする

「フォローの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい  をクリックする
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データを作成する

社内メール／メール／メモのデータを作成します。

データ作成の流れ

社内メールを送信する

メールを送信する

メモを書き込む

再利用してデータを追加する

同じ宛先に別の社内メールを送信する

データ作成の流れ

データ（社内メール／メール／メモ）を作成する流れを説明します。

社内メール送信の流れ

メール送信の流れ

メモ書き込みの流れ

社内メール送信の流れ

社内メールは、次のステップにしたがって送信します。

「社内メールの送信」画面を表示する

次の方法のいずれかで「社内メールの送信」画面を表示します。

「個人フォルダ」画面で 社内メールを送る をクリックする

「始める」メニューから 社内メールを送る をクリックする

下書きとして保存したメモの「メモ本文」画面で、

をクリックし、 社内メールを送る をクリックする

「予定の詳細」画面で、  をクリックし、 社内

メールを送る をクリックする

「ユーザー情報の詳細」画面で、  をクリックし、

社内メールを送る をクリックする

標題を入力する

社内メールの標題を入力します。

差出人が複数のグループに所属している場合は、差出人の横にリストが

表示されます。該当するグループを選択してください。

本文を入力する

社内メール本文を入力します。

ファイルを添付する場合は、ファイル欄にファイルを追加します。
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宛先を設定する

宛先のユーザーを設定します。複数のユーザーを選択できます。

閲覧状況を確認するかどうかを設定する

宛先のユーザーの閲覧状況を確認するかどうかを設定します。

内容を確認し、送信する

作成した社内メールの内容を確認し、送信します。

作成した内容を送信せずに下書きとして保存する場合は、 保存する…

をクリックすると、個人フォルダにメモとして保存できます。

「社内メールの送信」画面と手順

メール送信の流れ

メールは、次のステップにしたがって送信します。

「メールの送信」画面を表示する

次の方法のいずれかで「メールの送信」画面を表示します。

「個人フォルダ」画面で メールを送る をクリックする

「始める」メニューから メールを送る をクリックする

下書きとして保存したメモの「メモ本文」画面で、

をクリックし、 メールを送る をクリックする

「予定の詳細」画面で、  をクリックし、 メールで

送る をクリックする

「アドレス帳」「ユーザー名簿」に登録されている E-mail アドレスを

直接クリックする

宛先を設定する

メールの宛先、CC、BCC を設定します。

宛先、CC、BCC は、アドレス帳に登録されているデータから選択しま

す。直接入力して設定することもできます。
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標題を入力する

標題を入力します。

本文を入力する

メール本文を入力します。

ファイルを添付する場合は、ファイル欄にファイルを追加します。

内容を確認し、送信する

作成したメールの内容を確認し、送信します。

作成した内容を送信せずに下書きとして保存する場合は、 保存する…

をクリックすると、個人フォルダにメモとして保存できます。

「メールの送信」画面と手順

メモ書き込みの流れ

メモは、次のステップにしたがって送信します。

「メモの書き込み」画面を表示する

次の方法のいずれかで「メモの書き込み」画面を表示します。

メニューバーの メモをクリックし、 新規に作成する をクリックす

る

「個人フォルダ」画面で メモを書く をクリックする

「始める」メニューから メモを書く をクリックする

標題を入力する

標題を入力します。

位置を設定する

メモの保存先を選択します。

内容を入力する

メモの内容を入力します。

ファイルを添付する場合は、ファイル欄にファイルを追加します。
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内容を確認し、書き込む

作成したメモの内容を確認し、書き込みます。

「メモの書き込み」画面と手順

社内メールを送信する

社内メールを送信します。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

社内メールを送る をクリックする

「社内メールの送信」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 送信する  をクリックする

社内メールの送信を中止し、メモとして保存する場合は、 保存する…  をクリックします。

「作成中のデータの保存について」

社内メールの送信の設定項目

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

差出人

自分の名前が表示されます。

複数のグループに所属している場合は、所属するグループのリストが表

示されます。リストから該当するグループを選択してください。

標題 標題を入力します。

本文

本文を入力します。

／ をクリックし、入力欄の大きさを変更できます。

書式編集を利用して本文を入力する場合は、標題欄の横の 書式設定

（ ）をクリックします。

「書式編集を使う」
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ファイル

ファイルを添付できます。

ファイルを添付する場合は、 参照  をクリックし、添付するファイルを指

定します。本文にはファイルを複数添付することができます。

「ファイルを選択する」

宛先
宛先のユーザーを指定します。複数のユーザーを選択できます。

「ユーザー（候補）を選択する」

閲覧状況

宛先ユーザーの閲覧状況を確認するかどうかを設定します。

確認要求する場合は、「 「確認しました」ボタンを付ける」にチェックを入

れます。

「閲覧状況確認機能について」

「始める」メニューを利用し、社内メールを送信することもできます。

「「始める」メニューを使う」

下書きとして保存したメモの「メモ本文」画面で  をクリックし、 社内

メールを送る をクリックしても、社内メールを送信することができます。

添付ファイルについて

社内メールやフォローに添付したファイルは、ファイル管理へ自動的に登録されます。ただし、

ファイルを編集できるのは、そのファイルを登録したユーザーのみです。

ファイルの編集は、「社内メール本文」画面に表示されるファイル名の横の詳細から行いま

す。ファイル管理からファイルを編集することはできません。ただし、ファイルを登録したユー

ザーが添付ファイルをファイル管理のフォルダに公開した場合は、他のユーザーもファイルを

編集することができます。

「添付ファイルを公開する」

閲覧確認機能について

社内メール送信時に「 「確認しました」ボタンを付ける」にチェックを入れて送信した社内

メールは、閲覧状況を確認することができます。社内メールの受信者の「社内メール本文」画

面に、 確認しました  が表示され、ボタンをクリックした日付が記録されます。 確認しました  を

クリックしないと、フォローの書き込みができません。閲覧状況は、「社内メール本文」画面の

閲覧状況 をクリックして確認できます。

また、未確認の社内メールは、トップページのお知らせ欄で確認することもできます。

「書き込み状況および閲覧状況について」 「「お知らせ」欄で、未確認の情報の件数を

確認する」

作成中のデータの保存について

作成中のデータは、メモとして保存しておくことができます。
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メモとして保存しておいた内容は、後日社内メールやメールとして送信できます。内容を掲示

として書き込むこともできます。

「メモから社内メール／メールを送信する」

メールを送信する

メールを送信します。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

メールを送る をクリックする

「メールの送信」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 送信する  をクリックする

メールの送信を中止し、メモとして保存する場合は、 保存する…  をクリックします。

「作成中のデータの保存について」

個人設定の設定により、 送信する  をクリックすると、「メールの送信確認」画面が表示される場合がありま

す。

「「メールの送信確認」画面を表示するに設定すると」

メールの送信の設定項目

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

差出人 自分の名前が表示されます。

宛先

宛先を、アドレス帳に登録されているユーザーから選択します。直接入力

して設定することもできます。

「宛先をアドレス帳から選択する」

CC

メールのコピーを送信する宛先を、アドレス帳に登録されているユーザー

から選択します。直接入力して設定することもできます。

「宛先をアドレス帳から選択する」

BCC

メールのコピーを送信する宛先を、アドレス帳に登録されているユーザー

から選択します。直接入力して設定することもできます。

「宛先をアドレス帳から選択する」

標題 標題を入力します。

本文
本文を入力します。

／ をクリックし、入力欄の大きさを変更できます。

署名

署名を選択します。

書名欄は、個人設定で署名を設定している場合のみ表示されます。書名

欄にカーソルをあわせ、署名を入力／変更することもできます。
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「署名を設定する」

ファイル

ファイルを添付できます。

ファイルを添付する場合は、 参照  をクリックし、添付するファイルを指

定します。本文にはファイルを複数添付することができます。

「ファイルを選択する」

「始める」メニューを利用し、社内メールを送信することもできます。

「「始める」メニューを使う」

「Office 8」の画面に表示されるメールアドレスのリンクをクリックし、「メールの送信」画面を表

示できます。メールアドレスのリンクをクリックしたときに使用するメーラーを個人設定で変更

することができます。

「画面の表示欄と入力欄を設定する」

「BCC」の送信先は、「宛先」や「CC」の送信先からは確認できません。

宛先／CC:／BCC:には、複数のメールアドレスを入力できます。また、直接入力で複数のアド

レスを入力する場合は、「,」（カンマ）を入力します。

メールに添付するファイルについては、 「添付ファイルの削除について」 を参照してください。

メモを書き込む

メモを書き込みます。

メモには、ファイルを添付することもできます。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

メモを書く をクリックする

「メモの書き込み」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 書き込む  をクリックする

メモの書き込みの設定項目

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

標題 標題を入力します。

位置 メモを保存するフォルダを選択します。

内容

内容を入力します。

／ をクリックし、入力欄の大きさを変更できます。

書式編集を利用して本文を入力する場合は、標題欄の横の
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書式設定（ ）をクリックします。

「書式編集を使う」

ファイル

ファイルを添付できます。ファイルを添付する場合は、 参照  をクリック

し、添付するファイルを指定します。本文にはファイルを複数添付すること

ができます。

「ファイルを選択する」

メニューバーを利用し、メモを追加することもできます。

「メニューバーを使う」

添付ファイルについて

メモに添付したファイルは、ファイル管理へ自動的に登録されます。

ファイルの編集は、「メモ本文」画面に表示されるファイル名の横の詳細から行います。ファイ

ル管理からファイルを編集することはできません。ただし、添付ファイルをファイル管理のフォ

ルダに公開した場合は、他のユーザーもファイルを編集することができます。

「添付ファイルを公開する」

再利用してデータを追加する

個人フォルダのデータを再利用して追加します。

表示している社内メール／メール／メモのすべての項目を再利用できます。ただし、社内メールのフォロー

は再利用できません。

再利用するデータの「社内メール／メール／メモ本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、  再利用して送信する をクリックする

「社内メール／メールの送信」「メモの書き込み」画面が表示されます。

メールの場合は、 再送信する をクリックします。

メモの場合は、  をクリックし、 再利用して作成する をクリックします。

必要な項目を変更し、 送信する  または 書き込む  をクリックする

「社内メールを送信する」 「メールを送信する」 「メモを書き込む」

同じ宛先に別の社内メールを送信する

同じ宛先に別の社内メールを送信します。

表示している社内メールの宛先を再利用し、別の社内メールを送信できます。標題など他の項目は再利用

できません。

52



目的の社内メールの「社内メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、 別の社内メールを送る をクリックする

「社内メールの送信」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 送信する  をクリックする

「社内メールを送信する」
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データを返信／転送する

受信したデータを返信／転送します。

メールを返信する

メールを転送する

社内メールをメールに転送する

メモから社内メール／メールを送信する

メールを返信する

受信したメールに返信します。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

返信するメールの標題をクリックする

「メール本文」画面が表示されます。

返信 をクリックする

「メールの送信」画面が表示されます。

受信したメールに登録されている宛先全員に対して返信する場合は、 全員に返信をクリックします。

必要な項目を設定し、  をクリックする

返信元のメールの標題に「Re:」が追加され、「（差出人） wrote:」以下に受信メールの内容が表示されます。

「メールを送信する」

返信済みのメールには、標題の前に  が表示されます。

ファイルが添付されているメールに返信する場合は、返信するメールに添付されていたファイルは

添付されません。

メールを転送する

受信したメールを転送します。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

転送するメールの標題をクリックする

「メール本文」画面が表示されます。
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転送 をクリックする

「メールの送信」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

転送元のメールの標題に「Fwd:」が追加され、転送する内容が「----- Original Message -----」より下に表示さ

れます。

「メールを送信する」

転送済みのメールには、標題の前に  が表示されます。

メールの社内メールへの転送について

「メール本文」画面で、  をクリックして 社内メールに転送する をクリックす

ると、受信したメールを、社内のユーザー宛てに社内メールとして転送することもできます。社内メー

ルに転送すると、そのままフォローの書き込みを行って意見交換することができます。

ファイルが添付されているメールを転送する場合は、添付ファイルも転送されます。

社内メールをメールに転送する

社内メールの内容を、メールとして転送します。

社内メールに対して書き込まれたフォローは転送されません。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

転送する社内メールの標題をクリックする

「社内メール本文」画面が表示されます。

 をクリックし、 メールで転送する をクリックする

「メールの送信」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

「メールを送信する」

メモから社内メール／メールを送信する

作成しているメモから社内メール／メールを送信します。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

社内メール／メールを送信するメモの標題をクリックする

「メモ本文」画面が表示されます。
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 をクリックし、 社内メールで送る ／ メールで送る をクリックする

「社内メール／メールの送信」画面が表示されます。

下書きとして保存したメモの場合は、「メモ本文」画面で 社内メールを送る ／ メールで送る をクリックし、

社内メールやメールを送信することもできます。

必要な項目を設定し、  をクリックする

「社内メールを送信する」 「メールを送信する」

作成しているメモから掲示を書き込むこともできます。

「メモから掲示を書き込む」
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データを変更する

フォルダ内のデータを変更します。

社内メール／メモを変更する

社内メールの宛先を変更する

データを移動する

社内メール／メモを変更する

社内メール／メモを変更します。

社内メールの変更について

社内メールの内容を変更できるのは、差出人のみです。

更新通知が設定されているフォルダ内の社内メールが変更された場合、宛先に設定されているユーザー

に更新情報が送信されます。

社内メールを変更すると、差出人欄の下に最新更新者欄が表示され、最終更新年月日や更新したユー

ザーの名前が表示されます。

社内メールの宛先に設定されているユーザーを変更する場合は、 「社内メールの宛先を変更する」 を参

照してください。

変更する社内メール／メモの本文画面を表示する

「データを検索する」 「データを閲覧する」

変更する をクリックする

「社内メールの編集」「メモの変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 変更する  をクリックする

「社内メールの送信の設定項目」 「メモの書き込みの設定項目」

メニューバーを利用し、メモを変更することもできます。

「メニューバーを使う」

社内メールの宛先を変更する

社内メールの宛先ユーザーを変更します。

社内メールの宛先ユーザーを変更できるのは、差出人のみです。

宛先の設定を変更すると、新しく宛先に設定されたユーザーに更新情報が通知されます。
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宛先を変更する社内メールの「社内メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

宛先を変更する をクリックする

「宛先の変更」画面が表示されます。

宛先のユーザーを変更し、 変更する  をクリックする

「ユーザー（候補）を選択する」

「社内メール本文」画面で をクリックし、 宛先を変更する をクリックして

「宛先の変更」画面を表示することもできます。

宛先に追加／削除されたユーザーについて

新しく宛先に追加されたユーザーは、それまでに社内メールに書き込まれたフォローの内容も

すべて閲覧できます。

宛先から削除されたユーザーは、削除後にその社内メールに対してフォローを書き込んだり、

ファイルを添付するなどの操作ができません。また、削除後に書き込まれたフォローや変更さ

れた本文も閲覧できません。

データを移動する

社内メール／メール／メモの保存先フォルダを移動します。

移動するデータの「○○本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

画面右上のプルダウンメニューから移動先のフォルダを選択し、 移動する  をクリックする

「個人フォルダの一覧」画面で、概要を表示し、プルダウンメニューから移動先のフォルダを選

択して、 移動する をクリックし、データを移動することもできます。

「データの概要表示について」

データの選択移動について

「個人フォルダ」画面で目的のフォルダを選択し、移動するデータにチェックを入れ、画面右下

のプルダウンメニューから移動先のフォルダを選択し 移動する  をクリックしても、データを

移動できます。

データを手動で移動するほかに、受信時に自動的にフォルダに振り分ける機能もあります。

「メール／社内メールの振り分け保存を設定する」
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データを削除する

個人フォルダ内のデータを削除します。

個人フォルダでは、「ごみ箱機能」を使用することができます。「ごみ箱機能」を使用する場合は、削除した

データはごみ箱に移動されます。「ごみ箱機能」を使用しない場合は、ごみ箱に移動せず、直接データが削

除されます。

「ごみ箱機能」を使用するかどうか、およびデータの保存期間は、個人設定で設定します。

「ごみ箱を使用するかどうかを設定する」

社内メールを削除しても、宛先に設定されているユーザーに更新情報は通知されません。

削除する社内メール／メール／メモの本文画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

削除する をクリックする

「社内メール／メール／メモの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい  をクリックする

自分が送信した社内メールを削除する場合

「 受信者の個人フォルダからも完全に削除する」にチェックを入れてデータを削除すると、

受信者の個人フォルダからも、社内メールのデータが削除されます。また、他のユーザーが

データを削除しているかどうかは、「社内メール本文」で 書き込み情報 ／ 閲覧状況 を

クリックして確認できます。

「書き込み状況および閲覧状況について」

削除するメールを迷惑メールに設定する場合

「 迷惑メールに振り分ける」にチェックを入れてデータを削除すると、削除したメールの差出

人を迷惑メールの条件に設定できます。

「迷惑メールの振り分けについて」

「個人フォルダの一覧」画面で、概要を表示し、 削除する をクリックし、データを削除するこ

ともできます。

「データの概要表示について」

データの選択削除について

「個人フォルダ」画面で目的のフォルダを選択し、削除するデータにチェックを入れ、 一覧の

下にある 削除する  をクリックすると、選択したすべてのデータをまとめて削除できます。

データの一括削除について

「個人フォルダ」画面で目的のフォルダを選択し、  をクリックし フォル
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ダ［○○］内の全データを削除する をクリックすると、データを一括削除できます。

また、「ごみ箱」以外のフォルダの場合は、 フォルダの詳細 をクリックし、 フォルダ内

の全データを削除する をクリックしても、データを一括削除できます。

メニューバーを利用し、メモを削除することもできます。

「メニューバーを使う」
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メールを印刷する

受信したメールを印刷します。

社内メール／メモ／送信したメールは印刷できません。

印刷するメールの「メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、 印刷用画面 をクリックする

「メール印刷用」画面が表示されます。

メールを印刷する

Web ブラウザーの印刷機能を利用し、画面を印刷する操作を行ってください。

「メール印刷用」画面には、次の項目が表示されます。

差出人

日時

宛先

CC

BCC

件名

添付ファイル（ファイル名 +MIME タイプ）

本文
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データをファイルに出力する

社内メール／メールの内容をファイルに出力します。

社内メール／メールに登録されているすべての内容をファイルに出力します。社内メールの場合は書き込ん

だフォローも出力されます。ただし、添付ファイルはファイル名のみ出力されます。

メモの内容をファイルに出力することはできません。

ファイル出力するデータの「○○本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、 ファイルに出力する 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。
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メールのソースを表示する

受信したメールのソースをテキスト表示します。

メールのソースには、メッセージ ID や送受信サーバーなどの情報が表示されます。

社内メール／メモ／送信したメールのソースファイルは表示できません。

ソースを表示するメールの「メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、 ソースを表示する をクリックする

メールのソースが表示されます。

メールのソースを確認する

Web ブラウザーの「戻る」ボタンをクリックすると、「メール本文」画面に戻ります。

添付ファイルを削除したメールは、メールのソースを表示することはできません。
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フォルダを設定する

データを分類する自分用のフォルダを設定します。

フォルダは、階層的に設定できます。

フォルダごとに更新通知を設定し、設定したフォルダ内のデータの更新情報を通知させることができます。

個人フォルダには、初期設定で「受信箱」「送信箱」「下書き」フォルダが設定されています。また、「ごみ箱機

能」の使用を設定している場合は、「ごみ箱」フォルダも設定されます。

「受信箱」「送信箱」「下書き」「ごみ箱」のフォルダの下には、フォルダを作成することはできません。また、こ

れらのフォルダを削除することもできません。

フォルダを追加する

フォルダの詳細を確認／変更する

フォルダの表示順を変更する

フォルダを削除する

「フォルダの詳細」画面について

フォルダごとに更新通知を設定する

フォルダを追加する

フォルダを追加します。

フォルダの下にサブフォルダを作成することもできます。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

フォルダを作成する をクリックする

「フォルダの作成」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 作成する  をクリックする

フォルダの設定項目

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

フォルダ名 フォルダ名を入力します。

位置
フォルダを作成する位置を選択します。（ルートフォルダ）の下、または自分で

作成したフォルダの下に作成します。

メモ フォルダについての情報などを入力します。
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フォルダの詳細を確認／変更する

フォルダの詳細を確認し、フォルダ情報を変更します。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

詳細を確認／変更するフォルダを選択し、 フォルダの詳細 をクリックする

「フォルダの詳細」画面が表示されます。

フォルダの詳細を確認し、フォルダ情報の 変更する をクリックする

「フォルダ情報の変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 変更する  をクリックする

「フォルダの設定項目」

「受信箱」「送信箱」「下書き」フォルダのフォルダ情報は、「メモ」のみ変更できます。「ごみ箱」

フォルダはフォルダ情報を変更できません。

フォルダの表示順を変更する

作成したフォルダの表示順を変更します。

同じフォルダ内のサブフォルダの表示順を変更します。

「受信箱」「送信箱」「下書き」「ごみ箱」フォルダの順番を変更することはできません。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

サブフォルダの順番を変更するフォルダを選択し、画面左下の フォルダの順番を変更す

る を選択する

「フォルダの順番変更」画面が表示されます。

表示順を変更し、 変更する  をクリックする

「表示順を変更する」

フォルダを削除する

作成したフォルダを削除します。
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「フォルダの詳細」画面

「受信箱」「送信箱」「下書き」「ごみ箱」フォルダは削除できません。

削除するフォルダ内のデータ、サブフォルダについて

フォルダを削除すると、そのフォルダ内のデータ（社内メール／メール／メモ）やサブフォルダ

もすべて削除対象となります。なお、フォルダ内のデータの処理は、「ごみ箱機能」を使用して

いるかどうかで、次のように異なります。

「ごみ箱機能」を使用する設定の場合

削除するフォルダの直下に保存されているデータは、「ごみ箱」へ移動されます。サブ

フォルダがある場合、サブフォルダ内に保存されているデータも「ごみ箱」へ移動されま

すが、サブフォルダ自体は削除されます。

「ごみ箱機能」を使用しない設定の場合

削除するフォルダ内に保存されているデータは、サブフォルダも含めてすべて削除され

ます。

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

削除するフォルダを選択し、  をクリックして、 フォルダ ［フォルダ名］ を

削除する を選択する

「フォルダの削除」画面が表示されます。

「フォルダの詳細」画面で「フォルダ情報」の 削除する をクリックしても、「フォルダの削除」画面を表示

できます。

削除する場合は、 はい  をクリックする

「フォルダの詳細」画面について

「フォルダの詳細」画面の見かたについて説明します。

「フォルダの詳細」画面の表示方法については、「フォルダの詳細を確認／変更する」を参照してください。

フォルダ名が表示されます。

フォルダ情報を確認できます。

フォルダ情報を変更したり、フォルダやフォルダ内の全データを削除することができます。

「フォルダの詳細を確認／変更する」 「データを削除する」 「フォルダを削除する」
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フォルダ情報欄に表示される項目

項目 説明

フォルダ情報

フォルダ名 フォルダ名が表示されます。

位置 フォルダの位置が表示されます。

メモ フォルダ作成時にメモに入力した内容が表示されます。

フォルダの更新通知の設定状況を確認／変更できます。

「フォルダごとに更新通知を設定する」

フォルダごとに更新通知を設定する

フォルダごとに更新通知を設定します。

個人フォルダの更新通知の設定は、フォルダごとに設定します。

更新通知を設定したフォルダに追加された社内メールの更新通知の設定は、個別に解除できます。

「社内メールごとに更新通知を解除する」

フォルダ内のデータの更新通知は、トップページの「最新情報」パーツ画面で確認できます。

「「最新情報」パーツで、更新情報を確認する」

アプリケーションメニューの 個人フォルダ をクリックする

「個人フォルダ（受信箱）」画面が表示されます。

「アプリケーションメニューを使う」

更新通知を設定するフォルダを選択し、  をクリックして、 フォルダ （フォ

ルダ名） の更新を通知する を選択する

「フォルダの更新通知」画面が表示されます。

「フォルダの詳細」画面で「設定情報」の 更新通知を設定する をクリックしても、「フォルダの更新通知」

画面を表示できます。

更新を通知する  をクリックする

更新通知を設定するフォルダにサブフォルダが作成されている場合は、サブフォルダの更新通知をあわせ

て設定できます。サブフォルダもあわせて更新通知を設定する場合は、「サブフォルダの更新も通知する」

にチェックを入れます。

すでに更新通知が設定されている場合は、手順 2 で フォルダ （フォルダ名） の更新通知

を解除する と表示されます。クリックすると、「フォルダの更新通知の解除」画面が表示され

更新通知の設定を解除できます。

更新通知の設定は、「個人フォルダ」画面左下の 更新を通知するフォルダの設定 、また

は、 個人設定 からまとめて設定することもできます。

「更新を通知するフォルダを設定する」
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トップページと連携する

個人フォルダとトップページを連携して使用します。

トップページと連携すると、次の操作が可能になります。

トップページの「お知らせ」パーツで、未確認の社内メール／新着メールを確認する

トップページの「最新情報」パーツで、更新情報を確認する

「お知らせ」パーツでの未確認社内メール／新着メールの確認については、 「「お知らせ」欄

で、未確認の情報の件数を確認する」 を参照してください。

トップページの「最新情報」パーツでの個人フォルダの更新情報の確認については、 「「最新

情報」パーツで、更新情報を確認する」 を参照してください。

68



スケジュールと連携する

個人フォルダ（社内メール／メール）とスケジュールを連携して使用します。

スケジュールと連携すると、次の操作が可能になります。

予定の登録情報が添付されたメールを送信する

メールに添付された予定の登録情報から予定を登録する

社内メールの宛先のユーザーが参加者に設定された予定を登録する

表示している予定の参加者に社内メールを送信する

受信したメールから予定を登録する

社内メールに関連する予定を登録する

予定の登録情報が添付されたメールの送信については、 「予定の登録情報を添付したメー

ルを送信する」 を参照してください。

表示している予定に関する社内メールの送信について、 「予定に関連する社内メールを送信

する」 を参照してください。

予定の更新情報をメールで転送することもできます。

「予定の更新情報をメールで転送する」

「メールの本文」画面で  をクリックして、 スケジュール（グループ週表

示） をクリックし、「グループ週表示」画面を閲覧したり、 予定を調整する を選択して、予

定を調整することができます。

受信したメールから予定を登録する

予定の登録情報を添付されたメールから予定を登録します。

登録情報が添付されたメールの「メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

スケジュールデータファイル横の 予定に登録する をクリックする

「予定の登録」画面が表示されます。

予定を登録する

「予定を登録する」

予定の登録情報が添付されたメールについては、 「予定の登録情報を添付したメールを送信

する」 を参照してください。

添付されている予定の登録情報が通常予定／仮予定の場合は、メール本文に表示される

予定に登録する をクリックして、予定を登録することもできます。
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手順2で表示される「予定の登録」画面には、添付されている予定の登録情報があらかじめ設

定されます。ただし、添付されている予定の登録情報が仮予定の場合は、日時欄に直近の日

付が設定された通常予定の登録画面が表示されます。

社内メールに関連する予定を登録する

社内メールの宛先に登録されているユーザーと共有するスケジュールを登録します。

関連する社内メールの「社内メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、 予定を登録する をクリックする

「予定の登録」画面が表示されます。

予定を登録する

「予定を登録する」

関連する予定を登録する際、登録権限のないユーザーの予定は登録できません。自動的に

参加者から削除されます。

手順２で  の 予定を確認する をクリックすると、表示している社内メー

ルの宛先に設定されているユーザーの日予定を閲覧できます。
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ToDo リストと連携する

個人フォルダ（社内メール／メール）と ToDo リストを連携して使用します。

ToDo リストと連携すると、次の操作が可能になります。

社内メール／メールに関連する ToDo を登録する

ToDo から関連した社内メール／メールを閲覧する

ToDo から関連した社内メールに直接フォローを書き込む

ToDo からの関連した社内メール／メールの閲覧については、 「個人フォルダ（メール）と連

携する」 「ToDo に関連した社内メール／掲示板／報告書を閲覧する」 を参照してください。

ToDo からの関連した社内メールへのフォローの書き込みについては、 「社内メールに関連

した ToDo について」 を参照してください。

社内メール／メールに関連する ToDo を登録する

社内メール／メールに関連する ToDo を登録する

社内メール／メールに関連した ToDo を登録します。

関連した ToDo を登録する社内メール／メールの本文画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

 をクリックし、 ToDo に登録する をクリックする

「ToDo の登録」画面が表示されます。

ToDo を登録する

「ToDo を登録する」

ToDo に関連した社内メールには、直接フォローを書き込むことができます。

「社内メールに関連した ToDo について」
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掲示板と連携する

個人フォルダ（メモ）と掲示板を連携して使用します。

掲示板と連携すると、次の操作が可能になります。

掲示の下書きをメモとして保存する

メモから掲示を書き込む

掲示の下書き保存については、 「下書きをメモとして保存する」 を参照してください。

下書きからの掲示の書き込みについては、 「メモから掲示を書き込む」 を参照してください。
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アドレス帳と連携する

個人フォルダとアドレス帳を連携して使用します。

アドレス帳を連携すると、次の操作が可能になります。

受信したメールの差出人をアドレス帳に登録する

メールの宛先をアドレス帳から選択する

差出人をアドレス帳に登録する

宛先をアドレス帳から選択する

差出人をアドレス帳に登録する

メールの差出人をアドレス帳に登録します。

差出人のメールアドレスを登録するメールの「メール本文」画面を表示する

「データを閲覧する」 「データを検索する」

差出人の横の アドレス帳に登録する をクリックする

「人名の登録」画面が表示されます。

 をクリックし、 差出人をアドレス帳に登録する をクリックしても、「人名の登録」画面

を表示できます。

必要な項目を入力し、 登録する  をクリックする

「個人情報を登録する」

受信したメールにユーザー情報（vCard）が添付されている場合は、「.vcf」ファイルの右側に

ある アドレス帳に登録する をクリックすると、差出人をアドレス帳に登録できます。

「ユーザー情報（vCard）とは」

宛先をアドレス帳から選択する

メールの宛先をアドレス帳から選択します。

メールの宛先は、宛先／CC：／BCC：のそれぞれで選択してください。

「メールの送信」画面を表示する

「メールを送信する」

宛先／CC：／BCC：欄の アドレス帳 をクリックする
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「宛先アドレスの選択」画面が表示されます。

選択するユーザーの種類をタブで選択する

ユーザーの種類

タブ 説明

人名一覧 アドレス帳に登録されている個人情報が表示されます。

ユーザー名簿

ユーザー名簿に登録されているユーザーが表示されます。ただし、ユー

ザー情報の E-mail 欄にメールアドレスを登録していないユーザーは表

示されません。

画面上部のリストから宛先に追加するユーザーを選択し、 ↓追加  をクリックする

候補に追加されたユーザーは、画面下部のリストに追加されます。

ユーザーの表示方法については、 「アドレス帳を閲覧する」 「アドレス帳を検索する」 「ユーザー名簿を閲

覧する」 「ユーザー名簿を検索する」 を参照してください。

候補からユーザーを削除する場合は、画面下部のリストからユーザーを選択し、 ↑削除  をクリックしま

す。

手順 4 を繰り返し、複数のユーザーを候補に追加できます。

適用する  をクリックする

宛先／CC：／BCC：欄に選択したユーザーが追加されます。
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メール／社内メールの振り分け保存を設定する

メール／社内メールに振り分け保存を設定します。

振り分け保存とは

受信した社内メール／メールをあらかじめ条件を設定したフォルダに振り分けて保存する機

能です。

振り分け保存は、社内メール／メールの受信時に行われます。

すでに［受信箱］に保存されているデータは振り分け保存できません。別のフォルダに移動す

る場合は、手動で行います。振り分け保存を設定できるのは、自分で作成したフォルダのみで

す。

また、振り分け保存は、「メール・社内メールの振り分け保存の設定」画面で、一覧の上の設

定から順に実行されます。

振り分け保存先のフォルダが削除された場合、「メール・社内メールの振り分け保存の設定」

画面で振り分け保存名がグレーで表示されます。

振り分け保存を追加する

振り分け保存を変更する

振り分け保存の順番を変更する

振り分け保存を削除する

振り分け保存を追加する

振り分け保存を追加します。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 個人フォルダ をクリックする

「個人設定（個人フォルダ）」画面が表示されます。

メール・社内メールの振り分け保存 をクリックする

「メール・社内メールの振り分け保存の設定」画面が表示されます。

追加する をクリックする

「メール・社内メールの振り分け保存の追加」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 追加する  をクリックする

振り分け保存の設定項目

項目 説明
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振り分け保存名 振り分け保存の名称を入力します。

振り分け対象 振り分け保存の対象を選択します。項目は複数選択できます。

振り分け条件
振り分け条件を設定します。

「検索条件を設定する」

保存先フォルダ
設定した条件にあてはまるデータの保存先を設定します。新しくフォルダ

を作成する場合は、「（新規作成）」を選択します。

手順 5 の保存先フォルダ欄で「（新規作成）」を選んだ場合は、「振り分け保存名」と同名の

フォルダが作成され、保存先フォルダに指定されます。

迷惑メールの振り分けについて

振り分け条件の設定には、あらかじめ条件名が「迷惑メール」の振り分け保存条件が設定さ

れています。メールの削除画面で「 迷惑メールに振り分ける」にチェックを入れてメールを

削除すると、削除したメールの差出人が自動的に「迷惑メール」の振り分け条件に追加されま

す。迷惑メールの振り分け条件は、1000件まで登録できます。

また、システム管理者が迷惑メールの振り分けを設定している場合、該当するメールを受信

すると、「迷惑メール」の保存先フォルダに設定されているフォルダに、自動的に振り分けま

す。

振り分け保存を変更する

登録されている振り分け保存の内容を変更します。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 個人フォルダ をクリックする

「個人設定（個人フォルダ）」画面が表示されます。

メール・社内メールの振り分け保存 をクリックします。

「メール・社内メールの振り分け保存の設定」画面が表示されます。

変更する振り分け保存名の 変更する をクリックする

「メール・社内メールの振り分け保存の変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 変更する  をクリックする

「振り分け保存の設定項目」

振り分け保存の順番を変更する

振り分け保存の順番を変更します。

振り分け保存は、一覧の上から順に実行されます。
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画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 個人フォルダ をクリックする

「個人設定（個人フォルダ）」画面が表示されます。

メール・社内メールの振り分け保存 をクリックします。

「メール・社内メールの振り分け保存の設定」画面が表示されます。

順番を変更する をクリックする

「メール・社内メールの振り分け保存の順番変更」画面が表示されます。

表示順を変更し、 変更する  をクリックする

「表示順を変更する」

振り分け保存を削除する

振り分け保存を削除します。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 個人フォルダ をクリックする

「個人設定（個人フォルダ）」画面が表示されます。

メール・社内メールの振り分け保存 をクリックします。

「メール・社内メールの振り分け保存の設定」画面が表示されます。

削除する振り分け保存名の 削除する をクリックする

「メール・社内メールの振り分け保存の削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい  をクリックする
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更新を通知するフォルダを設定する

更新を通知するフォルダを設定します。

個人フォルダの更新通知は、フォルダごとに設定します。

フォルダごとに更新通知を設定し、設定したフォルダ内のデータの更新情報を通知させることができます。

個人フォルダの更新通知は、トップページの「最新情報パーツ」画面で確認できます。

「「最新情報」パーツで、更新情報を確認する」

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 個人フォルダ をクリックする

「個人設定（個人フォルダ）」画面が表示されます。

更新を通知するフォルダ をクリックする

「更新を通知するフォルダ」画面が表示されます。

更新を通知するフォルダにチェックを入れ、 変更する  をクリックする

更新通知を解除する場合は、解除するフォルダのチェックを外します。

「個人フォルダ」画面でフォルダの下に表示される 更新を通知するフォルダの設定、また

は、  の操作から更新通知を設定することもできます。「フォルダの詳細」

画面から更新通知の設定を変更することもできます。

「「個人フォルダ（受信箱）画面について」 「フォルダの更新通知を設定する」

更新通知を設定したフォルダに追加された社内メールの更新通知の設定は、個別に解除する

ことができます。

「社内メールごとに更新通知を解除する」
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ごみ箱を使用するかどうかを設定する

ごみ箱を使用するかどうかを設定します。

ごみ箱を使用する場合は、ごみ箱にデータを保存する期間も設定できます。

「ごみ箱」機能を使用しない場合、個人フォルダ内のデータを削除すると、その時点でシステ

ムから完全にデータが削除され、復旧できなくなります。

ごみ箱から削除されたデータは、システムから完全にデータが削除され、復旧できません。

ごみ箱とは

削除したデータを一時的に保存しておくことのできるフォルダを「ごみ箱」と呼びます。

「ごみ箱機能」を設定している場合、各フォルダから削除されたデータは、一度「ごみ箱」に移

動され、指定期間保存されます。

ごみ箱に保存されたデータは、完全に削除されたわけではなく、「削除」候補として「ごみ箱」

に保存されます。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーションから、 個人フォルダ をクリックする

「個人設定（個人フォルダ）」画面が表示されます。

ごみ箱 をクリックする

「ごみ箱」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 変更する  をクリックする

ごみ箱の設定項目

項目 説明

ごみ箱機能 使用する場合はチェックを入れます。

ごみ箱に保存する期

間
削除したデータを保存する期間を選択します。

ごみ箱に保存されているデータは、他のフォルダに保存されているデータと同じように、「社内

メール」「メール」「メモ」として処理を行うことができ、ごみ箱に保存されデータを、別のフォル

ダに移動し、復旧することもできます。

ごみ箱に保存されたデータは次のタイミングで削除されます。

社内メール

保存期間が過ぎてから最初に社内メールを操作する

メール／メモ
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保存期間が過ぎてから最初にメール／メモを別のフォルダへ移動する

保存期間が過ぎてから最初にメール／メモを削除する

ごみ箱に保存されている社内メールは、次の操作ができません。

標題／本文の変更

フォローの書き込み／削除

更新通知の設定の変更

「トップに出す」操作
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メールアカウント（既設）を登録する

ユーザーごとに自分のメールアカウントを登録します。

「メールアカウントの登録は許可されていません。」と表示される場合や、設定項目が表示されていない場合

は、システム管理者の設定によって、操作を制限されています。詳しくはシステム管理者にご確認ください。

使用するメールサーバーや各種アカウント名／パスワードについては、システム管理者にお問い合わせくだ

さい。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 メール をクリックする

「個人設定（メール）」画面が表示されます。

メールアカウント（既設）の登録 をクリックする

「メールアカウント（既設）の登録」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 変更する  をクリックする

メールアカウントの設定項目

項目 説明

メールサーバー

プルダウンメニューから、使用するメールサーバーを選択します。

詳細 をクリックすると、「メールサーバーの一覧」画面が表示され、登

録されているメールサーバーの設定内容を確認することができます。

E-mail メールアドレスを入力します。

SMTP 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。

※送信メールサーバーが「SMTP 認証」を使用し、「認証に使用する

ユーザー名とパスワードを個別に設定する」に設定されている場合

のみ表示されます。

SMTP パスワード

SMTP 認証に使用するパスワードを入力します。

※送信メールサーバーが「SMTP 認証」を使用し、「認証に使用する

ユーザー名とパスワードを個別に設定する」に設定されている場合

のみ表示されます。

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

受信メール（POP3）

サーバーにメールを残

す

メール受信後に、サーバー上にメールデータを残すかどうかを設定し

ます。

メールサーバーにメールを残す場合は、「 受信メール（POP3）

サーバーにメールを残す」にチェックを入れます。
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新着メールチェック機能

新着メールチェック機能を使用するかどうかを設定します。

新着メールチェック機能を使用する場合は、「 使用する」にチェック

を入れ、「新着メールチェックを行う間隔」欄でチェックする間隔を選

択します。

「受信メール（POP3) サーバーにメールを残す」設定について

メールサーバーにメールを残さない設定の場合は、メールの受信と同時にメールサーバーか

らデータが削除されます。

メールサーバーにメールを残す設定の場合は、メールを受信してもメールサーバーにデータ

が残り、「Office 8」以外のメーラーでもメールを受信することができます。ただし、サーバーに

メールデータが蓄積されるため、メールサーバーの容量に問題が発生する可能性がありま

す。

メールサーバーにメールを残す設定にする場合は、定期的にチェックを外してメールを受信す

るなど、こまめにサーバーからメールデータを削除するようにしてください。

新着メールチェック機能について

新着メールチェック機能を利用すると、「新着メールチェックを行う間隔」欄で設定した期間で

メールサーバーに新着メールがあるかどうかをチェックします。このため、定期的にメール

サーバーにアクセスするため、メールサーバーに負荷がかかります。また、トップページの「お

知らせ」欄に新着メールの受信状況が表示されるようになります。なお、本機能は、「Office 8

ケータイ」では適応されません。
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メールの送信情報／ユーザー情報（vCard）の送信を設定する

メール送信時の情報を設定します。

メールの送信情報や、メール送信時にあわせてユーザー情報（vCard）を送信するかどうかを設定できます。

ユーザー情報（vCard）とは

自分自身に関する情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）が記載されたファイルで、電子名

刺として利用されるものです。個人設定のユーザー情報で設定されている内容と、システム管

理者が会社情報に設定している内容が情報として送信されます。

また、vCard が添付されたメールを受信すると、vCard の情報をアドレス帳に登録することも

できます。

「差出人をアドレス帳に登録する」

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 メール をクリックする

「個人設定（メール）」画面が表示されます。

送信情報 をクリックする

「送信情報」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 変更する  をクリックする

送信情報の設定項目

項目 説明

From 行に表記する

名前

メールアドレスの直前に表示される名前を入力します。

空白の場合は、ユーザー情報のユーザー名が表示されます。

本文の自動改行

メールを送信、またはメモとして保存したとき、メール本文を自動改行す

るかどうかを設定します。

メール本文を自動改行する場合は、「 メールの本文を自動改行する」

にチェックを入れ、「本文を自動改行する幅」欄で、自動改行する幅を選

択します。

添付ファイルの保存

メールに添付したファイルをサーバー上に保存するかどうかを設定しま

す。

サーバー上に保存する場合は、「 送信メールの添付ファイルを保存

する」にチェックを入れます。

送信前の確認

送信時に「メールの送信確認」画面を表示させるかどうかを設定しま

す。

送信前に確認画面を表示する場合は、「 送信前に確認画面を表示

する」にチェックを入れます。
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ユーザー情報の送

信

ユーザー情報（vCard）を添付するかどうかを設定します。

送信メールにユーザー情報（vCard）を添付する場合は、「 常にユー

ザー情報（vCard）を送信する」にチェックを入れます。 

ユーザー情報（vCard) の詳細 をクリックすると、ユーザー情報

（vCard) の詳細を確認できます。

「メールの送信確認」画面を表示するに設定すると

「メールの送信」画面で 送信する  をクリックすると、「メールの送信確認」画面が表示される

ようになります。

「メールの送信確認」画面では、送信するメール宛先や標題、本文、添付ファイルを確認でき

ます。また、ユーザー情報（vCard）を添付している場合は、ファイル欄の詳細をクリックし、そ

の詳細を確認することもできます。

2 バイト文字（漢字／ひらがな／カタカナ）を表示できない宛先にメールを送信する可能性が

ある場合は、「From 行」に表記する名前にアルファベット（半角) を使用することをお勧めしま

す。
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署名を設定する

メール本文の 後に追加する自分の署名を設定します。

署名とは

電子メールの 後に追加される、送信者の氏名や連絡先などを数行にまとめたものを署名と

呼びます。

署名を設定している場合は、「メールの送信」画面に署名欄が表示されます。複数の署名を設

定している場合は、用途に応じて署名を切り替えることもできます。

署名を追加する

署名を変更する

署名の表示順を変更する

署名を削除する

署名を追加する

署名を追加します。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 メール をクリックする

「個人設定（メール）」画面が表示されます。

署名 をクリックする

「署名の設定」画面が表示されます。

追加する をクリックする

「署名の追加」画面が表示されます。
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必要な項目を設定し、 追加する  をクリックする

署名の設定項目

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

署名の名称 署名の名称を入力します。

署名の内容 署名の具体的な内容を入力します。

追加した署名は、「メールの送信」画面の署名欄のメニューに項目として追加されます。添付

する署名を選択し、テキスト欄を変更して、メールごとに署名を変更することもできます。

署名を変更する

登録済みの署名を変更します。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 メール をクリックする

「個人設定（メール）」画面が表示されます。

署名 をクリックする

「署名の設定」画面が表示されます。

変更する署名の 変更する をクリックする

「署名の変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 変更する  をクリックする

「署名の設定項目」

「メールの送信」画面で、メールの作成時に変更した署名の内容は、署名の設定には反映さ

れません。

署名の表示順を変更する

登録済みの署名の表示順を変更します。

「署名の設定」画面で一番上に表示されている署名が、「メールの送信」画面で 初に表示されます。
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画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 メール をクリックする

「個人設定（メール）」画面が表示されます。

署名 をクリックする

「署名の設定」画面が表示されます。

順番を変更する をクリックする

「署名の順番変更」画面が表示されます。

表示順を変更し、 変更する  をクリックする

「表示順を変更する」

署名を削除する

登録済みの署名を削除します。

画面右下の 個人設定 をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

「「個人設定」画面へのアクセス方法」

「  詳細設定」タブの 各アプリケーション から、 メール をクリックする

「個人設定（メール）」画面が表示されます。

署名 をクリックする

「署名の設定」画面が表示されます。

削除する署名の 削除する をクリックする

「署名の削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい  をクリックする
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