
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイボウズ Office 9 

システム設定マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (C) 2011-2016 Cybozu 



商標について 

記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがありま

す。 

個別の商標･著作物に関する注記については、弊社の Web サイトを参照してください。 

http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html 

なお、本文および図表中では、(TM)マーク、(R)マークは明記していません。 

 

2

http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html


目次

システム設定マニュアル 9

設定の前に 11

「システム設定」画面にアクセスする 11

基本設定を変更する 12

サンプルデータを一括削除する 13

ユーザー管理 14

ユーザーを設定する 14

組織を設定する 17

会社情報を変更する 19

ログイン方法を変更する 20

パスワードに関する制限を設定する 21

ライセンス 23

ライセンスを登録する 23

基本ライセンスを登録する 24

ライセンスを更新する 25

ライセンス情報を確認する 25

アプリケーションの利用ユーザーを設定する 27

カスタマイズ 28

トップページに表示するメッセージを設定する 28

トップページの最初のレイアウトを設定する 29

｢最新情報｣パーツの制限を設定する 29

アプリケーションメニューを設定する 30

アプリケーションメニューの構成 31

メニューを追加する 31

メニューを変更する 33

メニューを削除する 33

メニューを初期状態にリセットする 34

こんなときは？ 34

使用するアプリケーションを設定する 35

ネット連携サービスを使用するかどうかを設定する 35

書式編集機能と添付ファイルの表示方法を設定する 36

ログイン画面をカスタマイズする 37

運用管理 40

システム管理者を設定する 41

システム管理用のパスワードを変更する 41

テクニカルサポートに問い合わせる 42

サポート登録者を登録する 43

テクニカルサポートに問い合わせる 43

お客様情報を変更する 43

3



システムメールアカウントを設定する 44

システムメールアカウントを使用する機能を設定する 44

システムメールアカウントを設定する 45

メール通知URLを設定する 47

モバイルを設定する 48

ユーザー情報を設定する 49

ケータイのログインURLを送信するまでの流れ 51

ケータイで使用するアプリケーションを設定する 52

ケータイのログインURLを設定する 52

ケータイのログインURLを送信する 53

自動ログインを設定する 54

ケータイの利用を一時停止するユーザーを設定する 55

KUNAIの設定ファイルを送信するまでの流れ 55

KUNAIで使用するアプリケーションを設定する 57

KUNAIの設定ファイルに基本認証を設定する 57

KUNAIの設定ファイルを送信する 58

メンテナンス時間を設定する 60

メンテナンス時間を設定する 60

メンテナンス時間を解除する 61

個人データをサーバー間で移行する 61

個人データ移行の流れ 62

個人データを書き出す 63

個人データを読み込む 63

製品の実行環境を確認する 63

他システムとの連携を設定する 64

連携システムからの通知を設定する 65

連携システムからの通知を使用するかどうか設定する 65

連携システム側の設定 66

サンプルプログラムのソースコード(Perl) 67

サンプルプログラムを実行する 70

連携システムを登録する 71

メールワイズとの連携を設定する 72

V-CUBE ミーティング連携を設定する 87

V-CUBEミーティング連携とは 87

V-CUBE ミーティング連携に必要な準備 87

Web会議室を予約できるようになるまでの作業の流れ 88

V-CUBE ミーティング連携を設定する 89

Web会議室をサイボウズ Officeの施設として追加する 90

最適化処理を設定する 72

連携認証を設定する 73

連携認証の方法 73

4



連携認証を利用できる条件 74

連携認証設定の流れ 74

認証先製品側の設定 75

サイボウズ Office側の設定 75

連携認証設定後の確認 77

ログを設定する 78

ログを保存するかどうか設定する 78

ログを閲覧する 80

バージョンアップ前のデヂエのシステムログを閲覧する 80

ログを一括削除する 81

ログをファイルに書き出す 81

システムタスク(最適化やバックアップ)を設定する 83

実行結果をメールで通知する 84

データベースを最適化またはバックアップする 85

ログファイルを書き出す 86

その他 91

パッケージ版のデータをサイボウズ Office クラウド版に移行する 91

作業の流れ 91

作業前に確認すること 92

移行元製品の運用の確認 92

データ移行ツールの動作環境 93

移行するデータ 93

移行時のユーザー情報と組織情報の扱い 94

ユーザー情報 94

パスワード 95

組織情報 95

cybozu.com共通管理の「組織」に統合される情報 95

cybozu.com共通管理での組織の表示について 96

データ移行ツールを複数回実行する場合の注意 97

移行元製品での準備 98

移行するユーザー数を確認する 99

Office 9 パッケージ版にバージョンアップする 99

Office製品とデヂエ製品、

またはデヂエ製品をバージョンアップする場合の注意 99

ログイン方法とログイン名を設定する 100

デヂエ製品からデータを移行する場合の注意 100

サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での準備 101

サイボウズ Office クラウド版での準備 101

443ポートの解放 102

その他の注意事項 102

最新バージョンの「cybozu.com データ移行ツール for サイボウズ 

5



Office」の入手 102

データ移行ツールを途中で終了する場合の注意 102

Windows環境の場合 103

Linux環境の場合 107

migration_error.logを確認する 110

cleanup.logを確認する 111

データ移行後の最初の作業 111

サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での作業 111

サイボウズ Office クラウド版での作業 112

定期的な作業について 113

入社時のユーザー追加 113

退社時のユーザー削除 113

社内組織の変更 114

ライセンスの更新 114

データをバックアップする 115

データをバックアップする 115

データをリストアする 116

利用中のサイボウズ Officeにリストアする 117

他のサーバーにインストールしたサイボウズ Officeにリストアする

118

データベースを最適化する 119

ファイル構成 121

CGIディレクトリ 121

ドキュメントルートディレクトリ 122

htmlファイルのカスタマイズ 123

カスタマイズ時の注意点 123

再インストールやバージョンアップ時の注意点 123

ユーザーと管理者の権限 125

ユーザー管理 125

コメント 126

メッセージ 126

掲示板 126

スケジュール 126

報告書 127

メッセージ 127

メール 128

スケジュール 128

電話メモ(在席確認) 128

ToDoリスト 129

掲示板 129

ファイル管理 130

6



アドレス帳 130

ワークフロー 131

報告書 132

プロジェクト 132

カスタムアプリ 134

ファイルの入出力一覧 137

ユーザーの操作 137

システム管理者の操作 138

運用管理者の操作 139

システム設定初期値一覧 140

ユーザー管理 140

カスタマイズ 141

運用管理 142

個人フォルダ 143

メッセージ 143

メール 144

スケジュールと施設予約 144

電話メモ(在席確認) 145

タイムカード 145

掲示板 146

ファイル管理 146

アドレス帳 146

ユーザー名簿 147

リンク集 147

ワークフロー 148

報告書 148

プロジェクト 149

カスタムアプリ 149

入力制限値一覧 153

システム設定 153

個人設定 154

個人フォルダ 155

メッセージ 156

メール 156

スケジュールと施設予約 158

電話メモ(在席確認) 158

タイムカード 159

ToDoリスト 159

掲示板 160

ファイル管理 160

アドレス帳 161

7



連携システムからの通知 163

リンク集 163

ワークフロー 164

報告書 166

プロジェクト 167

モバイル 168

カスタムアプリ 169

8



システム設定マニュアル

各アプリケーションのシステム設定については、次のページを参照してください。
アプリケーション設定マニュアル

｢グループ｣から「組織」への名称変更
バージョン 9.3.0以降のサイボウズ Officeでは、「グループ」の名称が「組織」に変更されます。名称
が変更されるだけで、設定内容には変更ありません。

設定の前に

  Webブラウザーを設定する

「システム設定」画⾯にアクセスする
基本設定を変更する
サンプルデータを⼀括削除する

ユーザー管理

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。

ユーザー 組織 会社情報 ログイン⽅法 パスワードの
制限

ライセンス

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。

ライセンスキー
の

登録

アプリケーショ
ンの利⽤ユー

ザー

カスタマイズ

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。
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トップページで
の

連絡

トップページの
最初のレイアウ

ト

最新情報
における制限

アプリケーショ
ン

メニュー

使⽤する
アプリケーショ

ン

ネット
連携サービス

書式編集と
添付ファイル

ログインページ

運⽤管理

マニュアルを閲覧する機能のアイコンを選択してください。

システム管理者
の登録

システム管理⽤
パスワード

サポート登録者
の登録

システムメール
アカウント

モバイル

メンテナンス
時間

個⼈データの
サーバー間移⾏

実⾏環境
の診断

他システムとの
連携

パフォーマンス

連携認証 ロギング システムタスク

その他

パッケージ版のデータをサイボウズ Office クラウド版に移⾏する
定期的な作業について
データをバックアップする
ファイル構成
htmlファイルのカスタマイズ
ユーザーと管理者の権限
ファイルの⼊出⼒⼀覧
システム設定初期値⼀覧
⼊⼒制限値⼀覧
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「システム設定」画⾯にアクセスする

Office 9 パッケージ版の初期設定では、システム管理⽤のパスワードは設定されていません。すべての
ユーザーが「システム設定」画⾯にアクセスできます。製品・サービスの利⽤を始める前に、システム
管理者やシステム管理⽤のパスワードを設定することを推奨します。

ヘッダーで、  > [システム設定]の順にクリックする

システム管理⽤パスワードを⼊⼒し、 OK をクリックする
システム管理⽤パスワードが設定されていない場合は、⼿順3に進みます。

タブを選択し、⽬的の設定を選択する

ライセンス状況により、システム管理者のメニューは表⽰されない場合があります。

操作の途中でシステム管理権限が必要な操作画⾯に遷移した場合も、「システム設定」画⾯に切り替わ
ります。
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基本設定を変更する

システム管理の基本設定を変更します。
「システム設定(基本)」で表⽰されている設定は、「システム設定(詳細)」の各項⽬で設定できます。

「システム設定(基本)」画⾯には、本製品を使⽤するまでに必要な基本的な設定項⽬が表⽰されていま
す。導⼊を開始する前に、「システム設定(基本)」画⾯に表⽰されている設定項⽬をひと通り確認して
ください。

｢システム設定｣画⾯で、「 基本設定」タブをクリックする

⽬的の設定を選択する

基本設定の設定項⽬

項⽬ 説明

  はじめに

インストール後に最初に⾏う設定や、便利な設定が記載されています。
内容を確認し、必要に応じて設定を変更します。
また、「最初にお読みください！」画⾯で、インストール時に読み込ん
だサンプルデータを⼀括削除できます。

  ユーザー 製品を利⽤するユーザーを設定します。

  組織

ユーザーが所属する組織を設定します。
バージョン 9.3.0以降のサイボウズ Officeでは、「グループ」の名称が
「組織」に変更されます。名称が変更されるだけで、設定内容には変更
ありません。

  会社情報 会社情報を設定します。

  ライセンスキーの登録
試⽤期間が終了した場合や、ユーザー数などのライセンスを変更した場
合に、ライセンスキーを登録します。

  システム管理⽤パスワード システム管理⽤のパスワードを設定します。

  メールサーバー(既設)の登録
メールの送受信で使⽤するメールサーバーを設定します。
メールサーバーの登録は、メール機能を使⽤する場合に必要です。
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サンプルデータを⼀括削除する

インストール時に取り込んだサンプルデータをまとめて削除します。

サンプルデータを⼀括削除すると、インストール後に登録したデータもすべて削除されます。重要な
データは、削除の前にバックアップし、保管しておくことを推奨します。データをバックアップする場
合は、画⾯の「バックアップするべきディレクトリ」に表⽰されるディレクトリのデータを保存しま
す。
サンプルデータとあわせて削除されるデータは次のとおりです。

ユーザー情報

組織情報

メッセージ

施設

施設グループ

掲⽰板

アドレス帳

報告書

プロジェクト

カスタムアプリ

削除したくないデータがある場合は、削除するアプリケーションのデータのみ削除してください。
ユーザーを設定する  組織を設定する  メッセージを⼀括削除する
施設を設定する  施設グループを設定する  スケジュールを⼀括削除する
掲⽰を⼀括削除する  アドレスデータを⼀括削除する  報告書を⼀括削除する
プロジェクトを管理する(運⽤管理)

｢システム設定｣画⾯で、「 基本設定」タブをクリックする

はじめにをクリックし、 画⾯の⼀番下に表⽰されるサンプルデータの⼀括削除をクリック
する

はい をクリックする

削除する場合は、 OK をクリックする
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ユーザー管理について

ユーザー管理の設定

項⽬ 説明

  ユーザー 製品を利⽤するユーザーを設定できます。

  組織

ユーザーが所属する組織を設定できます。
バージョン 9.3.0以降のサイボウズ Officeでは、「グループ」の名称が「組織」に
変更されます。名称が変更されるだけで、設定内容には変更ありません。

  会社情報 会社情報を設定できます。

  ログイン⽅法 製品へのログイン⽅法を設定できます。

  パスワードの制限 パスワードに関する各種制限を設定できます。

ユーザーを設定する
組織を設定する
会社情報を変更する
ログイン⽅法を変更する
パスワードに関する制限を設定する

ユーザーを設定する

製品を利⽤するユーザーを設定します。

ライセンスキーをご購⼊済みのお客様は、ユーザーを追加する前に、必ず、「基本ライセンス」および
「継続サービスライセンス」を登録してください。

ユーザーの削除について
削除したユーザーは元に戻せません。重要なデータは、削除の前にバックアップし、保管しておくことを
推奨します。

データをバックアップする

ユーザーを削除すると、該当するユーザーに関する次のデータがすべて削除されます。

ユーザー名簿

予定

ToDoリスト

個⼈フォルダ

タイムカード

ユーザーを削除しても、該当するユーザーが登録した掲⽰やファイル管理のデータ、書き込んだコメント
は残ります。これらのデータは、システム管理者のみ削除できます。
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ユーザー管理の ユーザーをクリックする

必要な項⽬を設定する

ユーザーの操作項⽬

項⽬ リンク 説明

追加 追加する ユーザーを追加します。

変更 変更する ユーザー情報を変更します。

順番変更 順番変更する

ユーザーの表⽰順を変更します。
同じ組織内でのユーザーの表⽰順を変更できま
す。
順番変更を最初からやり直す場合は、「最初から
順番を変更する」タブを選択し、順番を変更しま
す。
右のリストには、「ユーザーの順番変更」画⾯を
表⽰した時の順番でユーザー名が表⽰されていま
す。
組織の「(全員)」の表⽰順を変更する場合は、組
織の選択で「(全員)」を選択します。

削除

削除する ユーザーを削除します。

削除する 「ユーザーの設定」画⾯で選択したユーザーをま
とめて削除します。

すべてのユーザーを削除する 登録されているすべてのユーザーを削除します。

CSVファイルの読み込み CSVファイルから読み込む

CSVファイルからユーザーデータを読み込みま
す。
CSVファイルを作成する場合の注意点について
は、次のページを参照してください。

CSVファイルを作成するときの注意点

CSVファイルで管理できる項⽬については、次の
ページを参照してください。

ユーザーデータ：CSVファイルで管理できる
項⽬

CSVファイルへの書き出
し

CSVファイルへ書き出す

CSVファイルへユーザーデータを書き出します。
CSVファイルで管理できる項⽬については、次の
ページを参照してください。

ユーザーデータ：CSVファイルで管理できる
項⽬

ユーザーの設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明
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名前 ユーザーの名前を⼊⼒します。

よみ 名前のよみを⼊⼒します。

ログイン名
ユーザーのログイン名を⼊⼒します。
重複したログイン名は設定できません。

E-mail

ユーザーのE-mailアドレスを⼊⼒します。
メール通知を設定する場合などに使⽤されます。
個⼈フォルダでメール送受信に使⽤するメールアカウントは「メールアカウント(既
設)の登録」画⾯から登録してください。

メールアカウントを登録する

URL ユーザーまたはユーザーに関連するホームページのURLを⼊⼒します。

連絡先
ユーザーの連絡先を⼊⼒します。
ここで⼊⼒した内容が、在席情報の連絡(先)欄の初期値になります。

パスワード
パスワード(確認⽤) ユーザーのパスワードを確認⽤とあわせ 2 回⼊⼒します。

プロフィール画像

ユーザーのプロフィール画像を設定します。
プロフィール画像のファイルを指定できます。
ファイルを指定しない場合は、デフォルト画像が表⽰されます。
gif, png, jpeg(CMYK形式を除く)ファイルのみ有効です。
すでにアップロードされているファイルを削除する場合は、「ユーザーの変更」画⾯
で、「削除する」を選択し、 変更する をクリックします。

最初に表⽰するグループ

複数の組織やグループに所属している場合、最初に表⽰するグループを選択します。
予定や電話メモの表⽰など、各アプリケーションで「グループの⼀覧」画⾯を表⽰す
る場合に最初に表⽰するグループを設定します。また、メッセージの宛先やスケ
ジュールの参加者の選択時も、最初に表⽰するグループが初期状態で表⽰されます。

所属する組織

ユーザーが所属する組織を設定します。所属する組織は複数設定できます。
所属する組織は未設定にもできます。ただしカレンダーやメッセージの宛先を選択す
る場合、メニューで「(全員)」の選択時以外は、所属する組織が未設定のユーザーの
確認ができません。

ユーザー情報のログイン名について
ユーザー情報のログイン名は、ログイン⽅法を「ログイン名を⼊⼒する」に設定している場合に使⽤しま
す。また、「サイボウズ リモートサービス」でシステム管理者としてログインする場合や、連携認証を利
⽤する場合にも使⽤するため、必要に応じて設定します。

連携認証とは
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ユーザー情報は、プログラム内部で個別 ID 番号を⾃動的に割り振って管理します。このため、ユーザー
名が重複している場合も、別ユーザーとして認識されます。

名前、ログイン名、または所属する組織以外の項⽬は、個⼈設定で各ユーザーが設定内容を変更できま
す。

ユーザー名簿の「ユーザー名簿の項⽬」で設定したカスタマイズ可能な項⽬は、ユーザー情報の登録時に
は設定できません。カスタマイズ可能な項⽬は、各ユーザーやシステム管理者が「ユーザー情報の変更」
画⾯で設定します。

ユーザー名簿：ユーザー情報を変更する

組織を設定する

ユーザーが所属する組織を設定します。

｢グループ｣から「組織」への名称変更
バージョン 9.3.0以降のサイボウズ Officeでは、「グループ」の名称が「組織」に変更されます。名称が
変更されるだけで、設定内容には変更ありません。

追加した組織は、「予定の⼀覧」画⾯やメッセージの宛先選択時にメニューに表⽰されます。組織を選択してユーザーを
表⽰させたりできるので便利です。

組織を追加すると、 掲⽰板や ファイル管理  に組織名と同じ名称の組織カテゴリや組織フォルダが作成され

ます。

「掲⽰板(最新⼀覧)」画⾯

組織の削除について

組織を削除すると、 掲⽰板や ファイル管理に登録されている組織カテゴリやグ組織フォルダ

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

掲⽰板の場合

削除された組織のフォルダ内の掲⽰は、最新⼀覧に(未分類)のデータとして表⽰されます。未分類の
データは、「システム設定」で他のカテゴリへ移動できます。
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ファイル管理の場合

削除された組織のフォルダ内のデータは、削除された組織のデータとして、 (削除された組織名)
の形でそのまま残ります。 このフォルダ内からファイルデータが0件になった場合に、 (削除され
た組織名)  は⾃動的に削除されます。

削除した組織は、元に戻せません。重要なデータは、削除の前にバックアップし、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

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ユーザー管理の 組織をクリックする

必要な項⽬を設定する

組織の操作項⽬

項⽬ リンク 説明

追加 追加する 組織を追加します。

変更 変更する 組織情報を変更します。

順番変更 順番変更する 組織の表⽰順を変更します。

削除

削除する 組織を削除します。

削除する 「組織の設定」画⾯で選択した組織をまとめて削
除します。

すべての組織を削除する 登録されているすべての組織を削除します。

CSVファイルの読み込み CSVファイルから読み込む

CSVファイルから組織データを読み込みます。
CSVファイルを作成する場合の注意点について
は、次のページを参照してください。

CSVファイルを作成するときの注意点

CSVファイルで管理できる項⽬については、次の
ページを参照してください。

組織データ：CSVファイルで管理できる項⽬

CSVファイルへの書き出
し

CSVファイルへ書き出す

CSVファイルへ組織データを書き出します。
CSVファイルで管理できる項⽬については、次の
ページを参照してください。

組織データ：CSVファイルで管理できる項⽬

組織の設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

名前 組織の名前を⼊⼒します。
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よみ 名前のよみを⼊⼒します。

E-mail 組織の代表のE-mailアドレスを⼊⼒します。

URL 組織に関連するホームページのURLを⼊⼒します。

連絡先 組織の代表の連絡先を⼊⼒します。

Fax 組織のFax番号を⼊⼒します。

所属するユーザー 所属するユーザーを設定します。

組織が削除され、どの組織にも所属しなくなったユーザーは、カレンダーやメッセージの宛先選択時に、
メニューから「(全員)」を選択した場合のみ確認できます。

会社情報を変更する

ログイン画⾯やヘッダーに表⽰する、会社名や会社のロゴなどを設定します。
会社名は、インストール後に表⽰される初回アクセス画⾯でも設定できます。

Office 8以前からOffice 9 パッケージ版に移⾏する場合、メモとして置換される会社情報は次のとおりで
す。

会社よみ

E-mail

会社Tel

会社Fax

会社ロゴをURLで指定した状態で、Office 8以前からOffice 9 パッケージ版に移⾏した場合、会社ロゴに
は、移⾏前に指定されていたURLが表⽰されます。ダウンロードしてファイルをアップロードすることを
お勧めします。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ユーザー管理の 会社情報をクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする
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会社情報の設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

会社名 会社名を⼊⼒します。

URL 会社のホームページのURLを⼊⼒します。

メモ 会社情報のメモを⼊⼒します。

ロゴ

会社のロゴを設定します。
会社のロゴのファイルを指定できます。
ファイルを指定しない場合は、デフォルト画像 が表⽰されま
す。
gif, png, jpeg(CMYK形式を除く)ファイルのみ有効です。
ファイルを指定した場合は、製品の動作が遅くなる場合があります。
すでにアップロードされているファイルを削除する場合は、「会社情報の変更」画⾯
で、「削除する」を選択し、 変更する をクリックします。       

URL欄に指定したURLは、「ログイン」画⾯に表⽰される会社名のリンク先に設定するかどうかを変更で
きます。

ログイン画⾯をカスタマイズする

バージョン 9.1.0以前をお使いの場合、ヘルプ画⾯で、会社名をクリックすると会社情報を確認できま
す。

ログイン⽅法を変更する

ログイン⽅法を設定します。
各ログイン⽅法でのログインの操作については、次のページを参照してください。

ユーザーマニュアル：ログインする

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

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ユーザー管理の ログイン⽅法をクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

ログイン⽅法の設定項⽬

項⽬ 説明

ユーザー名で選ぶ
ログイン⽅法をユーザー名から選択します。
名前のメニューには、登録されているすべてのユーザーの名前が表⽰されま
す。

組織名とユーザー名で選ぶ
ログイン⽅法を組織に所属しているユーザー名から選択します。
名前のメニューには、現在選択されている組織に所属しているユーザーの名

20



前が表⽰されます。

ログイン名を⼊⼒する ログイン名を直接⼊⼒します。

ログイン⽅法を、「ユーザー名で選ぶ」または「組織名とユーザー名で選ぶ」に設定していると、製品の
インストール環境によっては、インターネットを通じて第三者がユーザー名や組織情報を閲覧できるよう
になります。製品をインターネット上で使⽤する場合は、ご利⽤になる環境に応じたログイン⽅法を設定
してください。

製品をインターネット上で使⽤する場合、サーバーとのやり取りに時間がかかる場合があります。

「組織名とユーザー名で選ぶ」は、組織を選択することで「名前」のメニューに表⽰されるユーザーが絞
られるため、ユーザーの選択が簡単になり、登録ユーザー数が100を超えるような組織の場合に適してい
ます。

パスワードに関する制限を設定する

パスワードに関する各種制限を設定します。
ユーザーのパスワードの変更、パスワードの最低限の⻑さ、パスワードの有効期限と期限切れの通知を設定できます。
パスワードの⻑さ、パスワードの有効期限、有効期限の通知については、ユーザーパスワード、システム管理⽤パスワー
ド、ケータイ⽤のログインパスワードに適⽤されます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ユーザー管理の パスワードの制限をクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

パスワードに関する制限の設定項⽬

項⽬ 説明

ユーザーの権限
ユーザーが個⼈設定でパスワードを変更することを許可するかどうかを設定し
ます。

パスワードの⻑さ
設定できるパスワードの最低の⻑さを設定します。
選択できる最低の⻑さは、0から8です。

パスワードの有効期限

パスワードの有効期限を設定します。

有効期限を設定しない場合
「無制限」を選択します。

有効期限を設定する場合
「 ⽇間(1〜999)」を選択し、有効期限を⼊⼒します。

有効期限の通知

パスワードの有効期限が近づいたことを通知するかどうかを設定します。

期限が近づいたことを通知しない場合
「通知しない」を選択します。

期限が近づいたことを通知する場合
「 ⽇前から通知する」を選択し、連絡する⽇数を⼊⼒します。
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ユーザーのパスワードの変更を許可していない場合、パスワードの有効期限が適⽤されるのは、システム
管理⽤のパスワードだけです。

「ユーザーの権限」の設定は、 ケータイ  のパスワードには適⽤されません。「個⼈設定でのパス

ワード変更を許可する」の選択を外しても、各ユーザーが個⼈設定で ケータイ  のパスワードを変更

できます。

パスワードの有効期限や期限切れの連絡を設定すると、ログイン操作後にパスワードの再設定や期限が近
づいた旨を連絡する画⾯が表⽰されます。

ユーザーマニュアル：パスワードの有効期限
ユーザーマニュアル：パスワードの有効期限について(ケータイ)
システム管理⽤パスワードの有効期限について

次のクライアントツールを使⽤している場合、パスワードの有効期間が過ぎると、クライアントツールか
らOffice 9にアクセスできなくなります。Office 9でパスワードを変更したあと、クライアントツールに設
定しているパスワードを変更すると、再びクライアントツールからOffice 9にアクセスできるようになり
ます。

Cybozu Desktop：利⽤するサービスを設定する
サイボウズ Office 7 リマインダー：基本情報を設定する
サイボウズ Office 7 ファイルナビ：基本情報を設定する
KUNAI for iPhone：接続設定マニュアル
KUNAI for Android：接続設定マニュアル
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ライセンスについて

ライセンスの設定

項⽬ 説明

 ライセンスキーの登録 ライセンスを登録できます。

 アプリケーションの利⽤ユー
ザー

オプション製品を利⽤するユーザーを設定できます。

ライセンスを登録する
アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する

ライセンスを登録する

サイボウズから送付される「ライセンスキー証明書」を確認して、証明書に記載されている「ライセンスキー」と「お客様
番号」を登録 します。
次の場合にライセンスの登録が必要です。

製品を使⽤する

バージョンアップ後に、引き続き製品を使⽤する

継続サービスライセンスを引き続き使⽤する

製品を利⽤できるユーザー数を追加する

製品購⼊、使⽤ライセンスについては、次のページを参照してください。

価格・⾒積・発注

Office 9 パッケージ版のライセンスの種類は、次のとおりです。

ライセンスの種類

ライセンス 説明

基本ライセンス

基本ライセンスは、カスタムアプリの有無で、2種類からコースを選択できます。
有効期間が設定された継続サービスライセンスが含まれています。

プレミアムコース(カスタムアプリあり)

スタンダードコース(カスタムアプリなし)

バージョンアップライセンス バージョンアップ後に引き続き製品を使⽤するために必要なライセンスです。

継続サービスライセンス

継続サービスを使⽤するために必要なライセンスです。継続サービスの内容につい
ては、次のページを参照してください。

サービスライセンスの内容

継続サービスライセンスが終了すると、使⽤できなくなる機能は、次のとおりで
す。

カスタムアプリ(プレミアムコースのみ)
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ワークフロー

報告書

プロジェクト

バックアップ

データベース最適化

デザインギャラリー

ネット連携サービス

連携API(KUNAI、Cybozu Desktopの利⽤に必要)

ユーザー数追加ライセンス 製品を利⽤できるユーザー数を追加するために必要なライセンスです。

プレミアムアップグレードライ
センス

基本ライセンスを、スタンダードコースからプレミアムコースにアップグレードす
るために必要なライセンスです。

「ライセンスキー」や「お客様番号」は、次の⽂書またはメールに記載されています。

サイボウズから送付される「ライセンスキー証明書」

発注処理後に送信される「ライセンスキーのお知らせメール」

ライセンスキーの登録後も、これらの⽂書やメールは⼤切に保管してください。

基本ライセンスを登録する
ライセンスを更新する
ライセンス情報を確認する

基本ライセンスを登録する

登録したライセンスキーは、修正または解除できません。⼊⼒内容に間違いがないかを確認してから登録
してください。

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

ライセンスキーは半⾓の英数字です。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ライセンスの ライセンスキーの登録をクリックする

お客様番号を⼊⼒する
設定されているお客様番号を修正する場合は、 変更するをクリックし、お客様番号を変更します。

ライセンスキーを⼊⼒し、 登録する をクリックする

ライセンスは、次の画⾯からも登録できます。
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「 基本設定」タブの ライセンスキーの登録をクリック

各アプリケーションを使⽤する場合は、利⽤ユーザーを設定します。

アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する

継続サービスライセンスについて
継続サービスライセンスを登録すると、継続サービスを1年間使⽤できます。
継続サービスで使⽤できるサービスについては、次のページを参照してください。

サービスライセンスの内容

基本ライセンスを登録すると、設定されたサービス有効期限まで、無償で継続サービスを使⽤できます。
サービス有効期限以降は、継続サービスライセンスを登録することで使⽤できます。
製品をバージョンアップして使⽤する場合は、旧製品のサービス使⽤期間は引き継ぎます。

バージョンアップライセンスについて
「バージョンアップライセンス」を登録すると、バージョンアップ後に製品を引き続き使⽤できるように
なります。
バージョンアップ前に使⽤していたサービスの使⽤期間は、バージョンアップ後にも引き継がれます。

ライセンスを更新する

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

基本ライセンスのユーザー数を追加する場合は、各アプリケーションのユーザー数も追加します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ライセンスの ライセンスキーの登録をクリックする

ライセンスキーの更新で、購⼊したライセンスキーを⼊⼒し、 登録する をクリックする

ライセンスの種類

ライセンス情報を確認する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ライセンスの ライセンスキーの登録をクリックする

ライセンス情報で、ライセンスの登録状況を確認する

ライセンス情報

項⽬ 説明

お客様番号
登録されているお客様番号(「ライセンスキー証明書」に記載されている番号)
が表⽰されます。

登録済みのライセンス

ライセンスが登録されている場合に表⽰される項⽬は、次のとおりです。

コース
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ユーザー数(証明書番号)
⼊⼒欄が表⽰されている製品は、ライセンスが登録されていません。

継続サービスライセンス有効期
限

継続サービスライセンスの終了⽇が表⽰されます。

「ライセンスキーの登録」画⾯で、ライセンスキーの登録履歴をクリックして表⽰されるライセンス情報
は、次のとおりです。

⽇付

コース

基本ユーザー数

継続サービスユーザー数

証明書番号

継続サービスライセンス有効期限

Office 8、Office 7、またはOffice 6からバージョンアップして使⽤している場合は、過去のサイボウズ
(R)のライセンス確認で、サイボウズ(R)Office 8、サイボウズ(R)Office 7、またはサイボウズ
(R)Office 6をクリックすると、登録したライセンスを確認できます。

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

継続サービスライセンスの終了⽇が近づいた場合
システム管理者の画⾯にのみ、ヘッダーに継続サービスライセンスの終了⽇が近づいた旨のメッセー
ジが表⽰されます。
ヘッダーのこちらをクリックして表⽰される「継続サービスライセンスの期間終了」画⾯で、継続
サービスライセンスとは?をクリックすると、説明ページが表⽰されます。
ライセンスを購⼊する場合は、サイボウズ株式会社に申し込むをクリックしてください。

試⽤期間の終了⽇が近づいた場合
すべてのユーザーの操作画⾯上部に試⽤期間の終了が近づいた旨のメッセージが表⽰されます。
こちらをクリックすると、「試⽤期間終了」画⾯が表⽰されます。
ライセンスを購⼊する場合は、サイボウズ株式会社に申し込むをクリックしてください。
ライセンスキーを登録するをクリックすると、「ライセンスキーの登録」画⾯が表⽰されます。

継続サービスライセンス有効期間が終了した場合
継続サービスライセンスの有効期間が終了して、継続サービスライセンスに含まれるアプリケーションを
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操作した場合、ライセンス終了の画⾯が表⽰されます。 有効期間を延⻑する  > 延⻑する の順にク
リックすると、継続サービスライセンスを1度だけ延⻑できます。

プレミアムコースについて
基本ライセンスのスタンダードコースのライセンスを登録している場合、アプリケーションメニューで、

カスタムアプリをクリックすると、プレミアムコースへのご案内画⾯が表⽰されます。プレミアム

アップグレードライセンスとは？をクリックすると、説明ページが表⽰されます。

アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する

利⽤するユーザーを設定します。
利⽤ユーザーに設定されていないユーザーは、製品を使⽤できません。
「Office 9 基本セット」は登録されているユーザー全員が利⽤するユーザーに設定されます。使⽤を停⽌するユーザーを設
定できません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

ライセンスの アプリケーションの利⽤ユーザーをクリックする

利⽤ユーザーを変更するアプリケーションの 変更するをクリックする

利⽤ユーザーを設定し、 変更する をクリックする
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カスタマイズについて

カスタマイズについて説明します。

カスタマイズの設定項⽬

項⽬ 説明

トップページでの連絡 トップページに表⽰するメッセージを設定できます。

トップページの最初のレイアウ
ト

トップページの最初のレイアウトを設定できます。

最新情報における制限
「最新情報」パーツで通知を既読にする機能を使⽤するかどうかを設定しま
す。

アプリケーションメニュー アプリケーションメニューを設定します。

使⽤するアプリケーション 使⽤するオプション製品を設定します。

ネット連携サービス ネット連携サービスを利⽤するかどうかを設定します。

書式編集と添付ファイル 書式編集機能と添付ファイルの表⽰⽅法を設定します。

ログインページ ログイン画⾯の表⽰内容を設定します。

トップページに表⽰するメッセージを設定する
トップページの最初のレイアウトを設定する
｢最新情報｣パーツの制限を設定する
アプリケーションメニューを設定する
使⽤するアプリケーションを設定する
ネット連携サービスを使⽤するかどうかを設定する
書式編集機能と添付ファイルの表⽰⽅法を設定する
ログイン画⾯をカスタマイズする

トップページに表⽰するメッセージを設定する

トップページに表⽰するメッセージを設定します。
設定したメッセージは、トップページで、アプリケーションメニューの下に表⽰されます。全ユーザーに対する連絡事項な
どを書いておくと便利です。
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの トップページでの連絡をクリックする

表⽰するメッセージを⼊⼒し、 書き込む をクリックする

トップページの最初のレイアウトを設定する

新規ユーザーが、最初に使⽤するパーツのレイアウトを設定します。
設定した内容が、トップページのレイアウトの初期状態になります。
本機能の設定を変更しても、使⽤中の各ユーザーのトップページのレイアウトは変更されません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの トップページの最初のレイアウトをクリックする

必要な項⽬を設定する

レイアウト設定の操作項⽬

項⽬ リンク 説明

設定 設定する  (初回のみ)
トップページの最初のレイアウトを設定します。

ユーザーマニュアル︓トップページをカスタマイズする

初期化 表⽰パーツを初期化する トップページの最初のレイアウトの設定内容を初期化しま
す。

レイアウトを初期化すると、設定を元に戻せません。初期化する前に設定内容を確認し、初期化を⾏って
ください。

システム管理者は、「(任意の URL)」パーツ以外の各パーツの表⽰内容は変更できません。

｢最新情報｣パーツの制限を設定する

「最新情報」パーツで通知を既読にする機能を使⽤するかどうかを設定します。
既読にする機能を使⽤しない場合は、「最新情報」パーツで 既読にする  が表⽰されなくなり、パーツの操作から通知を
既読扱いにできなくなります。
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの 最新情報における制限をクリックする

必要な項⽬設定し、 設定する をクリックする

最新情報における制限の設定項⽬

項⽬ 説明

チェックした項⽬を既読にする機能を使⽤する チェックした項⽬を既読にする機能を使⽤する場合に選択しま
す。

アプリケーションメニューを設定する

アプリケーションメニューとは︖
画⾯上部に表⽰されている各アプリケーションへのリンクメニュー全体のことをアプリケーションメニューと呼びます。
リンクをクリックすると、各アプリケーションの画⾯に遷移します。
システム管理者は、ユーザーの画⾯に表⽰するアプリケーションメニューの初期値を設定できます。
ユーザーは、システム管理者が設定した初期値のメニューを、使いやすいように⾃分だけで使⽤するアプリケーションメ
ニューにカスタマイズできます。カスタマイズした後は、ユーザーのアプリケーションメニューが優先して表⽰されま
す。

アプリケーションメニューの構成
メニューを追加する
メニューを変更する
メニューを削除する
メニューを初期状態にリセットする
こんなときは︖
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アプリケーションメニューの構成

アプリケーションメニューは、次の3つのパーツで構成されています。
システム管理者は、パーツ の部分を操作できます。

パーツ 説明

システム管理者によって設定されているメニュー部分です。
ユーザー画⾯に表⽰させたいアプリケーションやWebページがメニューとして表⽰されます。
システム管理者が設定しているメニュー部分は、ユーザーが変更、表⽰順の変更、または削除するこ
とはできません。
ただし、システム管理者が設定したメニュー部分を表⽰するかどうかは、各ユーザーが選択できま
す。

各ユーザーが設定するメニュー部分です。
このメニュー部分は、各ユーザーの設定によって異なります。他のユーザーが設定しているメニュー
は表⽰されません。

ログインユーザーがメンバーに含まれるカスタムアプリが表⽰されるメニュー部分です。
アプリケーションメニューに表⽰するかどうかは、各ユーザーが個⼈設定のカスタムアプリで設定で
きます。
表⽰順は、データベースIDによって⾃動的に設定されます。データベースIDの数字が⼩さい順に表⽰
されます。

各ユーザーがアプリケーションメニューをカスタマイズする⽅法については、次のページを参照してください。

個⼈設定︓アプリケーションメニューカスタマイズする

メニューを追加する

システム管理者が設定するメニュー部分に、任意のメニューを追加する⽅法を説明します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの アプリケーションメニューをクリックする
初期設定では、有効にしているアプリケーションが⾃動的に設定されています。
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追加するをクリックする

追加するメニューの種類を選択したあと、必要な項⽬を設定し、 追加する をクリックする

メニューの種類とは︖
追加できるメニューは、次の3種類です。

各アプリケーションへのリンク
ファイル管理やアドレス帳など、サイボウズ Officeのアプリケーションをメニューに追加する場合に選択します。
システム管理者によって設定されているメニュー部分に、利⽤したいアプリケーションが表⽰されていない場合に使⽤し
ます。

カスタムアプリ
カスタムアプリで作成されているアプリをメニューに追加する場合に選択します。

任意のホームページへのリンク
他社のWebサイトやニュースサイトなど、任意のWebページへのURLをメニューとして追加する場合に選択します。

アプリケーションメニューの設定項⽬

項⽬ 説明

各アプリケーション
へのリンク

アプリケーション

メニューとして表⽰する、サイボウズ Officeのアプリケーションを選
択します。
選択肢には、システム管理者が利⽤を許可しているアプリケーション
が表⽰されます。

タイトル

初期値は、選択したアプリケーションの名前が⾃動的に⼊⼒されま
す。
任意のタイトルに変更する場合は編集してください。
例︓電話メモ(在席確認)→電話メモ

カスタムアプリ アプリケーション
メニューとして表⽰する、アプリを選択します。
フォルダの選択肢には、利⽤が許可されているフォルダのみ表⽰され
ます。
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タイトル
初期値は選択したアプリの名前が⾃動的に⼊⼒されます。
任意のタイトルに変更する場合は編集してください。
例︓情シスへの依頼箱→情シス

任意のホームページ
へのリンク

タイトル
メニューとして表⽰する、WebページのタイトルとURLを⼊⼒しま
す。

URL

各アプリケーション
へのリンク アプリケーション

メニューに表⽰するアイコンを設定します。

デフォルト画像
使⽤したいアイコンがない場合に選択します。

が表⽰されます。

URL指定
Web上にあるアイコンを使⽤する場合に選択します。
⼊⼒欄にアイコンを指定するURLを⼊⼒します。

ファイル指定
ユーザーのクライアントパソコンに保存しているファイルを適⽤
する場合に選択します。
gif, png, jpeg(CMYK形式を除く)ファイルのみ有効です。
ファイル指定の場合、表⽰のたびにファイルを読み込む必要があ
るため、製品の動作が重くなる場合があります。

表⽰順を変更する
追加したメニューの表⽰順を変更する場合は、⼀覧画⾯で、 順番変更するをクリックします。

メニューを変更する

システム管理者が設定するメニュー部分に追加したメニューを変更する⼿順を説明します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの アプリケーションメニューをクリックする

変更するメニューの 変更するをクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

アプリケーションメニューの設定項⽬

メニューを削除する

追加したメニューを1つずつ削除する⼿順を説明します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの アプリケーションメニューをクリックする

アプリケーションメニューの設定画⾯で、削除するアプリケーションメニューの 削除するを
クリックする

確認画⾯で、 削除する をクリックする
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メニューを初期状態にリセットする

システム管理者が設定するメニュー部分を、サイボウズ Office導⼊直後の状態へリセットする⼿順を説明します。
各ユーザーが設定しているメニュー部分は、リセットできません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの アプリケーションメニューをクリックする

アプリケーションメニューの設定画⾯で、インストール時の状態へリセットするをクリックす
る

確認画⾯で、 はい をクリックする

こんなときは︖

アプリケーションメニューの設定で困ったことを解決するヒントをまとめて紹介します。

ユースケース 解決⽅法

ファイル指定のファイル情報を残した
まま、⼀時的にアイコンをURL指定に
変更したい。

メニューの種類が「任意のホームページへのリンク」である場合に操作でき
ます。
メニューの変更画⾯で、表⽰されているアイコン下の「削除する」の選択を
外して、URL指定のアイコンを設定すると、ファイル指定のファイル情報を
残したまま、アイコンを変更できます。

追加していたメニューが表⽰されなく
なりました。

次のアプリケーションをメニューに設定する場合は、アプリケーションの使
⽤が有効になっているかどうかを確認してください。
システム管理者が使⽤を停⽌すると、ユーザーがメニューに追加していて
も、アプリケーションメニューに表⽰されなくなります。

ワークフロー

報告書

プロジェクト

カスタムアプリ
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システム管理者に設定状況を確認することを推奨します。

Office 9 パッケージ版︓使⽤するアプリケーションを設定する

使⽤するアプリケーションを設定する

次のアプリケーションの使⽤をユーザーに許可するかどうかを設定します。

ワークフロー1

報告書1

プロジェクト1

カスタムアプリ2

1︓使⽤するためには、継続サービスライセンスが必要です。
2︓プレミアムコースでのみ使⽤できます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの 使⽤するアプリケーションをクリックする

使⽤するアプリケーションを選択し、 設定する をクリックする

アプリケーションの使⽤を停⽌しても、各アプリケーションに登録されているデータは削除されません。
使⽤を開始すると、すべてのデータが表⽰されます。

使⽤を停⽌したアプリケーションは、アプリケーションメニューからアイコンが削除され、通知⼀覧や
トップページに表⽰されたデータのリンクも削除されます。

ネット連携サービスを使⽤するかどうかを設定する

ネット連携サービスは、サイボウズ株式会社がインターネット上で提供するサービスです。企業情報の検索やニュースの配
信、スケジュールに六曜や天気予報を表⽰にさせるコンテンツが⽤意されています。

ネット連携サービスを利⽤する場合は、次の条件を満たしていることを確認してください。

有効なサイボウズ Officeの継続ライセンスがある。

クライアントパソコンがインターネットに接続している。
インターネットに接続できない場合は、ネット連携サービスを利⽤できません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの ネット連携サービスをクリックする

「「サイボウズ(R) ネット連携サービス」を利⽤する」を選択し、 設定する をクリックする

必要な項⽬を設定する

ネット連携サービスの設定項⽬

項⽬ 説明

「ネット連携サービス(共通)」
パーツの詳細

「ネット連携サービス(共通)」パーツは、現在使⽤できません。
2014年11⽉末をもって、サービスの提供を終了しました。画⾯上にメニュー

35



名は表⽰されますが操作できません。

イベントサービスの設定

六曜の最新データを受信する場合
「六曜」欄の 最新データを受信する をクリックします。

天気予報を使⽤しない場合
「天気予報」欄の「使⽤する」の選択を外し、 設定する をクリックし
ます。

六曜のデータは、年初にその年を含めて3年分のデータを取り込めます。
たとえば、2016年1⽉に六曜の最新データを受信すると、2018年末までのデータを取り込めます。
六曜の利⽤を継続する場合は、年の初めに最新データを受信することを推奨します。

天気予報の使⽤を停⽌した後も、情報の表⽰有効期間中は、受信済みの情報を参照できます。

書式編集機能と添付ファイルの表⽰⽅法を設定する
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの 書式編集と添付ファイルをクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

書式編集機能と添付ファイルの設定項⽬

項⽬ 説明

書式編集機能 メモやメッセージ、掲⽰板、トップページでの連絡、ログインページでの連絡
で、書式編集機能を使⽤するかどうかを設定します。

画像ファイル(gif, jpeg など)
画像ファイルを本⽂と⼀緒に表⽰する場合は、「本⽂と⼀緒に表⽰することを
許可する」を選択します。

「テキスト⼊⼒のみ」を選択すると、書式編集機能を使⽤して⼊⼒されている⽂字は、テキスト表⽰に切
り替わります。

画像ファイルを本⽂と⼀緒に表⽰するかどうかの設定は、各ユーザーが個⼈設定でも変更できます。ただ
し、「本⽂と⼀緒に表⽰することを許可する」の選択を外している場合は 、ユーザーの個⼈設定の「画⾯
表⽰の設定」画⾯から画像表⽰( gif, jpeg など)の設定項⽬が消え、画像ファイルは本⽂と⼀緒に表⽰され
なくなります。

「画像ファイル( gif, jpeg など)の表⽰」の設定で、「本⽂と⼀緒に表⽰することを許可する」を選択して
いる場合、カスタムアプリの「レコード⼀覧」画⾯のURL、または「集計」画⾯のURLを⼊⼒すると、本
⽂と⼀緒に画⾯を表⽰できるアプリケーションは、次のとおりです。

メッセージの本⽂、コメント

予定のメモ、コメント

掲⽰の本⽂、コメント

報告書の内容、コメント

プロジェクトの掲⽰の内容、コメント

ログイン画⾯をカスタマイズする
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

カスタマイズの ログインページをクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

ログインページの設定の設定項⽬

項⽬ 説明

会社名表⽰
会社名をリンクにする場合は、「会社情報のURLをリンクとして表⽰する」を
選択します。

共有リンク集

ログイン画⾯に共有リンクを表⽰する場合は、「表⽰する」を選択し、次の項
⽬を設定します。

表⽰列
共有リンクの表⽰列数を1、2 、3から選択します。

タイトルの表⽰幅
共有リンクの表⽰幅を、次の中から選択します。半⾓⼊⼒での⽂字数で
す。

5

10

15

20

25

30

連絡

「ログイン」画⾯にメッセージを表⽰するかどうかを設定します。
設定する項⽬は次のとおりです。

表⽰位置
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連絡内容をパスワード⼊⼒部の上か下のどちらに表⽰するかを設定しま
す。

表⽰内容
表⽰するメッセージを⼊⼒します。
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運⽤管理について

運⽤管理について説明します。

運⽤管理の設定

項⽬ 説明

  システム管理者の登録
システム管理者を登録できます。
システム管理者の制限⽅法(パスワードまたはユーザー)を設定します。

  システム管理⽤パスワード システム管理⽤のパスワードを設定できます。

  サポート登録者の登録
サポート登録者を登録することで、製品からテクニカルサポートに問い合わ
せができます。

  システムメールアカウント
システムメールアカウントの登録や、システムメールアカウントを使⽤する
かどうかを設定できます。

  モバイル ケータイやKUNAI を利⽤するための設定ができま す。

  メンテナンス時間 メンテナンス時間を設定できます。

  個⼈データのサーバー間移⾏ 個⼈データをサーバー間で移⾏できます。

  実⾏環境の診断 使⽤中の製品の実⾏環境を確認できます。

  他システムとの連携
通知を許可するシステムの設定や、連携システムからの通知機能を使⽤する
かどうかを設定できます。

  パフォーマンス 最適化処理を有効にするかどうかを設定できます。

  連携認証 連携認証を利⽤するかどうかを設定できます。

  ロギング ログを設定できます。

  システムタスク
スケジューリングサービスを利⽤し、定期的にデータベースの最適化やバッ
クアップするかどうかを設定できます。

システム管理者を設定する
システム管理⽤のパスワードを変更する
テクニカルサポートに問い合わせる
システムメールアカウントを設定する
モバイルを設定する
メンテナンス時間を設定する
個⼈データをサーバー間で移⾏する
製品の実⾏環境を確認する
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他システムとの連携を設定する
最適化処理を設定する
連携認証を設定する
ログを設定する
システムタスク(最適化やバックアップ)を設定する

システム管理者を設定する

「システム設定」画⾯にアクセスできるユーザーを制限します。

システム管理者とは
システム管理者は、「システム設定」画⾯にアクセスできるユーザーで、ユーザーを管理したり、ライセンスを登録した
り、システム全般に関する設定をします。システム管理者をユーザーで制限している場合、システム管理者に設定されて
いるユーザーは、ヘッダーに と表⽰されます。

インストール直後は、システム管理⽤パスワードが設定されていないため、すべてのユーザーが「システ
ム設定」画⾯にアクセスできます。最初にシステム管理者を設定することを推奨します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の システム管理者の登録をクリックする

必要な項⽬を設定し、 登録する をクリックする

システム管理者の制限⽅法

項⽬ 説明

パスワードで制限する
システム設定画⾯にアクセスする際にパスワードを設け、パ
スワードを知っているユーザーをシステム管理者とみなしま
す。

ユーザーで制限する 指定したユーザーをシステム管理者とみなします。

システム管理⽤パスワードの設定

システム管理者⽤のパスワードを変更します。
システム管理者の制限⽅法に「パスワードで制限する」を選
択している場合に設定します

システム管理⽤のパスワードを変更する

システム管理⽤のパスワードを変更する

「システム設定」画⾯にアクセスするためのパスワードを設定します。
システム管理⽤パスワードを設定すると、「システム設定」画⾯へのアクセス前にパスワード⼊⼒が必要となります。
システム管理⽤パスワードを⼊⼒すると、製品からログアウトするか、Webブラウザーを終了するまで、システム設定権限
が有効になります。
システム管理⽤のパスワードを変更した場合は、システム管理者にパスワードの変更を連絡してください。

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

インストール直後は、すべてのユーザーがシステム管理者に設定されています。そのため、すべてのユー
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ザーがシステム設定できる状態です。まず、システム管理⽤パスワードを設定することをお勧めします。

初期設定では、システム管理⽤のパスワードは設定されていません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の システム管理⽤パスワードをクリックする

新しく設定するパスワードを⼊⼒し、 変更する をクリックする
確認⽤とあわせ2回パスワードを⼊⼒します。

システム管理⽤パスワードの有効期限について
システム管理⽤パスワードの有効期限が設定されている場合は、有効期限が切れると次の画⾯が表⽰され
ます。新しいパスワードを設定して、 変更する をクリックし、パスワードを変更します。

パスワードに関する制限を設定する

パスワードの有効期限が切れた場合

Office 9 パッケージ版では、有効期限の通知が設定されている場合、期限が近づくと次の画⾯が表⽰され
ます。新しいパスワードを設定するか、 あとで変更する をクリックして後⽇パスワードを変更します。

パスワードの有効期限が近づいた場合

テクニカルサポートに問い合わせる

運⽤上の不明点、困ったこと、ユーザーから報告されたエラー情報や操作上の不明点などを、テクニカルサポートに問い合
わせが可能です。

テクニカルサポートへの問い合わせには、継続サービスライセンスが必要です。試⽤期間中、または継続
サービスライセンスの試⽤期間中のお客様のみ、「お客様サポートオンライン」への問い合わせをご利⽤
できます。

テクニカルサポートに問い合わせができるユーザーは、システム管理者によって「サポート登録者」に設
定されたユーザーです。

送信情報の中にはセキュリティ上⼤切な情報が含まれるため、テクニカルサポートに送信する情報は、
「サポート登録者」が問い合わせ時に任意に設定できます。

「お客様情報」は、メールでの問い合わせ時にサポートセンターに送信されます。
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サポート登録者を登録する
テクニカルサポートに問い合わせる
お客様情報を変更する

サポート登録者を登録する

問い合わせの窓⼝となるユーザーを、サポート登録者に設定します。

サポート登録者とは
運⽤上の不明点や困ったことなどを「お客様サポートオンライン」へ問い合わせできるユーザーを、「サポート登録者」
と呼びます。
サポート登録者は5名まで登録できます。サポート登録者は、メールアドレスの登録が必要です。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の サポート登録者の登録をクリックする

サポート登録者を設定し、 変更する をクリックする

名前のあとに(メールアドレス)が表⽰されているユーザーは、ユーザー情報にメールアドレスが設定され
ています。メールアドレスを設定していないユー ザーを選択した場合は、「サポート登録者の登録」画⾯
が表⽰され、メールアドレスを設定します。設定した内容はユーザー情報に反映されます。

テクニカルサポートに問い合わせる

下記の⽅法で問い合わせると、お客様の動作環境やネットワーク環境の情報を送信できるため、テクニカルサポートでのよ
り迅速な対応につながります。

ヘッダーで、  > [お問い合わせ]の順にクリックする
製品の動作環境を確認する場合は、表⽰された画⾯で 環境変数の表⽰をクリックします。
はじめて「お客様サポートオンライン」への登録を利⽤する場合は、「お客様情報の登録」画⾯が表⽰されます。必要
な項⽬を登録してください。

お客様情報を変更する

[⇒「お客様サポートオンライン」に問い合わせる]をクリックする
お客様情報がセンターに送信され、問い合わせ画⾯が表⽰されます。

画⾯の指⽰に従って、問い合わせる

お客様情報を変更する

テクニカルサポートに送信されるお客様情報を変更します。

ヘッダーで、  > [お問い合わせ]の順にクリックする
すでにお客様情報を設定している場合は、表⽰された画⾯で 変更するをクリックします。

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする
会社名と会社名(よみ)を⼊⼒します。テクニカルサポートへの送信を控えたい情報がある場合は、該当の情報の「送信
しない」を選択します。
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システムメールアカウントを設定する

システムメールアカウントとは、各アプリケーションのメール通知機能で、送信元のメールアドレスとして使⽤するメール
アカウントです。
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使⽤する機能を設定する
システムメールアカウントを設定する
メール通知URLを設定する

システムメールアカウントを使⽤する機能を設定する

システムメールアカウントを使⽤する機能には、⼤きく分けて「メール通知機能」と「メール送信機能」があります。

メール通知機能
メール通知機能の使⽤を許可すると、次の場合に、ユーザーがメール通知を有効に設定できるようになります。

サイボウズ Officeのスケジュール、電話メモ、申請、カスタムアプリの通知をメールでも受け取りたい。

端末のメールアドレス宛に更新通知を受け取りたい。

ユーザー側の設定については、次のページを参照してください。

個⼈設定：メール通知を有効にする

メール送信機能
メール送信機能の使⽤を許可すると、システム管理者がシステムメールアカウントを使⽤して、⼀度に複数のユーザーへ
ケータイのログインURLの情報を送信できるようになります。

システムタスクの実⾏結果のメール通知の送信元には、⾃動的にシステムメールアカウントが設定されま
す。変更はできません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の システムメールアカウント > 使⽤する機能の順にクリックする

システムメールアカウントを使⽤する機能を選択し、 設定する をクリックする

使⽤する機能の設定項⽬

項⽬ 説明

メール通知

予定の通知に使⽤する
予定のメール通知を使⽤する場合に選択します。
「予定の通知に使⽤する」の選択を外している場合
は、予定のメール通知機能は使⽤できません。

電話メモの通知に使⽤する

電話メモのメール通知の送信元の情報に、システム
メールアカウントを使⽤する場合に選択します。
システムメールアカウントを使⽤しない場合は、個⼈
のメールアカウントがメール通知の送信元の情報に使
⽤されます。

申請の通知に使⽤する
ワークフローの申請のメール通知を使⽤する場合に選
択します。
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「申請の通知に使⽤する」の選択を外している場合
は、メール通知機能は使⽤できません。

カスタムアプリの更新通知に使
⽤する

カスタムアプリの通知に使⽤する場合に選択します。
「カスタムアプリの更新通知に使⽤する」の選択を外
している場合は、メール通知機能は使⽤できません。

カスタムアプリ：更新通知を設定する

メール送信

ケータイのURL送信に使⽤する

ケータイのログインURLの情報を含むメールの差出⼈
(From)に、システムメールアカウントを使⽤する場合
に選択します。
ケータイのログインURLは、システム管理者とユー
ザーの両者が送信できます。

システム管理者の場合：
差出⼈にシステムメールアカウントを使⽤して送
信します。

ユーザーの場合：
差出⼈にシステムメールアカウント、または個⼈
のメールアカウントを使⽤して送信します。

「ケータイのURL送信を使⽤する」の選択を外し
ている場合は、個⼈のメールアカウントを利⽤し
て送信します。
個⼈のメールアカウントの設定⽅法は、次のペー
ジを参照してください。

個⼈設定：メールアカウント(既設)を登録する

KUNAIかんたん設定ファイルの
送信に使⽤する

KUNAIの設定ファイルの情報を含むメールの差出⼈
(From)に、システムメールアカウントを使⽤する場合
に選択します。
KUNAIの設定ファイルは、システム管理者とユーザー
の両者が送信できます。

システム管理者の場合：
差出⼈にシステムメールアカウントを使⽤して送
信します。

ユーザーの場合：
差出⼈にシステムメールアカウント、または個⼈
のメールアカウントを使⽤して送信します。

「KUNAIかんたん設定ファイルの送信に使⽤す
る」の選択を外している場合は、個⼈のメールア
カウントを利⽤して送信します。
個⼈のメールアカウントの設定⽅法は、次のペー
ジを参照してください。

個⼈設定：メールアカウント(既設)を登録する

システムメールアカウントを設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする
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運⽤管理の システムメールアカウント > システムメールアカウントの登録の順に
クリックする

必要な項⽬を設定し、 登録する をクリックする
システムメールアカウントの使⽤を停⽌する場合は、サーバー名を削除し、 登録する をクリックします。

送信メールサーバー(SMTP)の設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

サーバー名 送信メールサーバー名(SMTP)を⼊⼒します。

ポート番号

送信メールサーバーポート番号を⼊⼒します。
通信⽅式別の⼀般的なポート番号は次のとおりです。

暗号化された接続が不必要な送信メールサーバー(SMTP)の場合は「25」

通信⽅式にSSLを利⽤した送信メールサーバー(SMTP over SSL)の場合は
「465」

通信⽅式にSTARTTLSを利⽤した送信メールサーバー(SMTP STARTTLS)の場合
は「587」

通信⽅法
暗号化された接続を必要とする送信メールサーバ－を利⽤する場合、「通信を暗号化
する」を選択し、通信⽅式を選択します。

E-mail 使⽤するメールアドレスを⼊⼒します。

SMTP認証の設定項⽬
SMTP認証を⾏う場合は、「SMTP 認証を⾏う」を選択し、次の設定をします。
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

認証識別 認証識別を選択します。

アカウント名 SMTP認証に使⽤するアカウント名を⼊⼒します。

パスワード SMTP認証に使⽤するパスワードを⼊⼒します。

POP before SMTP の設定項⽬
受信後に送信を⾏う(POP before SMTP)場合は、「受信後に送信を⾏う(POP before SMTP)」を選択し、次の設定を
します。
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

サーバー名 受信メールサーバー(POP3)のIPアドレス、またはホスト名を⼊⼒します。

ポート番号

受信メールサーバーポート番号を⼊⼒します。
通信⽅式別の⼀般的なポート番号は次のとおりです。

暗号化された接続が不必要な受信メールサーバー(POP3)の場合は「110」

通信⽅式にSSLを利⽤した受信メールサーバー(POP3 over SSL)の場合は
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「995」

通信⽅式にSTARTTLSを利⽤した受信メールサーバー(POP3 STARTTLS)の場合
は「110」

通信⽅法
暗号化された接続を必要とする受信メールサーバ－を利⽤する場合、「通信を暗号化
する」を選択し、通信⽅式を選択します。

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

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

認証⽅法
受信メールサーバー(POP3)がAPOP認証に対応している場合は、「APOP認証を⾏
う」を選択します。

送信までの待ち時間 送信までの待ち時間を選択します。

個別の機能でのシステムメールアカウントの使⽤を停⽌する場合は、次のページを参照してください。

システムメールアカウントを使⽤する機能を設定する

メール通知URLを設定する
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メール通知URLとは、メール通知の内容に表⽰される、データの更新内容に直接アクセスできるURLです。
初期設定では、現在利⽤しているサイボウズ OfficeへのアクセスURLがメール通知URLとして設定されています。
このメール通知URLは、任意のURLに変更できます。

ケータイのアクセスURLの設定は、次のページを参照してください。

ケータイのログインURLを設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の システムメールアカウント > メール通知URLの順にクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

メール通知URLの設定項⽬

項⽬ 説明

アクセスURL
通常利⽤している、サイボウズ OfficeへのアクセスURLを設定します。
設定したアクセスURLが常に通知に記載されます。
例) http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbag/ag.exe

アクセスURL(外部)

社外などから サイボウズ Office へアクセスするためのURLを設定します。
設定すると、「アクセスURL」に指定されたURLに加え、社外などからアクセ
ス可能なURLも通知に記載されます。
例) リモートサービス1を利⽤している場合
https://remote2.cybozu.co.jp/scripts/cbag/ag.exe

1：リモートサービス経由でメール通知を利⽤した場合
通知先のURLはリモートサービスで使⽤しているURLを設定します。
通知された更新内容を確認するには、使⽤するWebブラウザーにリモートサービスのクライアント証明書をイン
ポートする必要があります。

アクセスURL(外部)にリモートサービスのケータイ⽤アクセスURLを設定した場合の注意
次のバージョンのOffice 9 パッケージ版をご利⽤の場合は、リモートサービス経由では⾃動ログインが正
常に動作しない不具合が確認されています。

バージョン 9.1.0

バージョン 9.2.0

バージョン 9.2.1

ケータイに接続するセッションごとに、ログイン処理を実⾏していただく必要があります。詳細は次の
ページを参照してください。

よくある質問と答え(FAQ)

モバイルを設定する

モバイルのシステム設定について説明します。

モバイルのシステム設定

項⽬ 説明

48



共通   ユーザー情報
ケータイ、KUNAIの両⽅で使⽤するユーザー情報を設定
します。

ケータイ

  使⽤するアプリケーション ケータイで使⽤するアプリケーションを設定できます。

  ログインURL
携帯端末から製品にログインするためのURLを設定できま
す。

  ログインURLの送信
製品にアクセスするためのURLを携帯端末宛てにメールで
送信できます。

  利⽤の⼀時停⽌(ユーザーごと) ケータイの利⽤を⼀時停⽌するユーザーを設定できます。

  ⾃動ログインの設定 ⾃動ログインを許可するかどうかを設定できます。

KUNAI

  使⽤するアプリケーション KUNAIで使⽤するアプリケーションを設定できます。

  基本認証の設定
BASIC認証を利⽤している場合にアカウント名を登録で
きます。

  設定ファイルの送信
KUNAIの初期設定を簡略化できる設定ファイルを送信で
きます。

ユーザー情報を設定する
ケータイのログインURLを送信するまでの流れ
ケータイの利⽤を⼀時停⽌するユーザーを設定する
KUNAIの設定ファイルを送信するまでの流れ

ユーザー情報を設定する

ケータイやKUNAIを利⽤するために、必要な共通のユーザー情報を設定します。

モバイルメールアドレスの⼊⼒ミスは、情報漏洩の原因となる可能性があります。⼗分に注意して⼊⼒し
てください。

⻑期間使⽤しない場合や、携帯端末を紛失した場合は、ケータイの利⽤を⼀時停⽌し、製品にログインで
きないように設定を変更します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

共通設定の ユーザー情報をクリックする

組織を選択し、必要な項⽬を設定する

ユーザー情報設定の操作項⽬

項⽬ リンク 説明
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変更 変更する ユーザー情報を変更します。

CSVファイルからの読み
込み

CSVファイルから読み込
む

CSVファイルからモバイルのユーザー情報を読み込み
ます。
CSVファイルを作成する場合の注意点については、次
のページを参照してください。

CSVファイルを作成するときの注意点

CSVファイルで管理できる項⽬については、次のペー
ジを参照してください。

モバイルのユーザー情報：CSVファイルで管理でき
る項⽬

CSVファイルへの書き出
し

CSVファイルへ書き出す

CSVファイルへモバイルのユーザー情報を書き出しま
す。
CSVファイルを作成する場合の注意点については、次
のページを参照してください。

CSVファイルを作成するときの注意点

CSVファイルで管理できる項⽬については、次のペー
ジを参照してください。

モバイルのユーザー情報：CSVファイルで管理でき
る項⽬

モバイルメールアドレスの設定項⽬

項⽬ 説明

メールアドレス
メールアドレス (確認⽤)

モバイルメールアドレスが使⽤される機能は、次のとおりです。

予定の通知1

電話メモの通知1

カスタムアプリの更新通知1

ワークフローの申請の通知1

ケータイのログインURLの送信

KUNAIの設定ファイルの送信
1：メール通知の通知先としてモバイルメールアドレスを設定している場合

メール通知を有効にする
確認⽤とあわせ2回⼊⼒してください。

ケータイの設定項⽬

項⽬ 説明

ケータイ⽤ログイン名 ケータイ⽤のログイン名を⼊⼒します。

ケータイ⽤パスワード
ケータイ⽤パスワード(確認⽤)

ケータイ⽤のパスワードを⼊⼒します。
確認⽤とあわせ2回パスワードを⼊⼒します。

利⽤の⼀時停⽌
ケータイの利⽤を⼀時停⽌するかどうかを設定します。
ケータイの利⽤を⼀時停⽌する場合は、「ケータイの利⽤を⼀時停⽌する」を
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選択します。

KUNAIの設定項⽬

項⽬ 説明

サイボウズ Officeのログイン名

KUNAIの初期設定で使⽤するOffice 9 パッケージ版のログイン名が表⽰されま
す。
ログイン名を設定していない場合は設定するをクリックすると、「ユーザーの
変更」画⾯が表⽰されます。ログイン名を設定できます。

ユーザーを設定する

ケータイのログインURLを送信するまでの流れ

ケータイからOffice 9 パッケージ版にアクセスするには、社外からアクセスできる環境(リモートサービスやVPN環境)が必
要です。
この機能を使⽤すると、社外からのアクセスに必要なURLを、指定するユーザーに送信できるため、ユーザーがケータイに
ログインする際の作業を簡略化できます。
ここでは、リモートサービスを使⽤している場合を例に、システム管理者がユーザーにケータイのログインURLを送信する
までの流れを説明します。

リモートサービスを使⽤して、社外からOffice 9 パッケージ版にアクセスできる
ことを確認する

リモートサービス：よくある質問と答え(FAQ)

リモートサービスを使⽤することなく社外からアクセスするためには、外部から接続できる位置にセ
キュリティ対策を施したサーバーを設定する必要があります。
詳細については、環境を構築したネットワーク管理者に確認してください。

ケータイを利⽤するユーザーが登録されていることを確認する
ライセンス：アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する
リモートサービス：利⽤ユーザーを追加する

ログインURLを設定する
ログインURLは、リモートサービスのシステム管理者に確認してください。

リモートサービス：携帯電話からアクセスするための情報を連絡する
ケータイのログインURLを設定する

ユーザー情報の設定が完了していることを確認する
ログインURLの送信先であるユーザーのモバイルメールアカウントを設定している。
設定したモバイルメールアカウントで、メールを受信できることを確認してください。
ケータイ⽤のログイン名とパスワードを設定している。

ユーザー情報を設定する

システムメールアカウントの準備が完了していることを確認する
システムメールアカウントをケータイのURL送信に使⽤する設定にしている。

システムメールアカウントを使⽤する機能を設定する

システムメールアカウントを設定している。

システムメールアカウントを設定する

必要に応じて、ケータイで使⽤するアプリケーションや⾃動ログインを設定する
ケータイで使⽤するアプリケーションを設定する
⾃動ログインを設定する
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ケータイで使⽤するアプリケーションを設定する
ケータイのログインURLを設定する
ケータイのログインURLを送信する
⾃動ログインを設定する

ケータイで使⽤するアプリケーションを設定する

ケータイで使⽤するアプリケーションとは、ケータイで操作できるアプリケーションを制限する機能です。
端末の紛失やオフィス外からのアクセスを考慮して、スケジュールと掲⽰板のみ許可など、システム管理者側で設定しま
す。
ユーザーが利⽤するケータイの画⾯には、この機能で使⽤不可にしたアプリケーションは表⽰されません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

ケータイの 使⽤するアプリケーションをクリックする

使⽤するアプリケーションを選択し、 変更する をクリックする
次のアプリケーションのケータイでの使⽤を許可するかどうかを設定できます。

アプリケーション 備考

基本セット

基本セットに含まれるアプリケーションは、次のとおりです。
・スケジュールと施設予約
・電話メモ
・個⼈フォルダ
・掲⽰板
・ToDoリスト
・アドレス帳
・ユーザー名簿

ワークフロー これらのアプリケーションの利⽤を許可するには、次の設定が必要
です。

アプリケーションの使⽤を有効に設定する。

カスタマイズ：使⽤するアプリケーションを設定する

ケータイでの利⽤を許可するユーザーを、各アプリケーション
の利⽤ユーザーに設定する

ライセンス：アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する

報告書

プロジェクト

カスタムアプリ

ケータイのログインURLを設定する

端末から製品にログインするためのURLを設定します。

ケータイのログインURLは、個⼈設定の ログインURLの送信(ケータイ)  で送信するログインURLに反映されます。

リモートサービスを利⽤する場合は、ケータイのログインURLが変更されます。リモートサービスの利⽤
開始時に、本機能の設定を変更します。

リモートサービス：携帯電話からアクセスするための情報を連絡する
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

ケータイの ログインURLをクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

ケータイのログインURLの設定項⽬

項⽬ 説明

ログインURL 携帯電話からログインするためのURLを⼊⼒します。

ケータイのログインURLを送信する
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ケータイのログインURLとは 、携帯端末からサイボウズ Officeにログインするために必要なアクセスURLです。
送信先には、モバイルのユーザー情報で設定したモバイルメールアドレスを使⽤します。
携帯端末からは、送信されたURLをクリックするだけで、ケータイのログイン画⾯を表⽰できます。

ケータイ⽤のログイン名またはパスワードを変更した場合は、再度ログインURLを送信します。

送信されるメールの差出⼈(From)について

システムメールアカウント
システム管理者がケータイのログインURLの送信にシステムメールアカウントを使⽤するように設定
している場合は、システムメールアカウントが差出⼈のメールアドレスとなります。

個⼈のメールアカウント
システム管理者がケータイのログインURLの送信にシステムメールアカウントを使⽤しない設定にし
ている場合、個⼈のメールアカウントが差出⼈のメールアドレスとなります。

ログインURLの送信は、個⼈設定で各ユーザーが操作できます。

ケータイのログインURLを送信する前に次の設定が完了していることを確認する

1. システムメールアカウントをケータイのURL送信に使⽤する設定にしている。
2. システムメールアカウントを設定している。
3. 送信先であるユーザーのモバイルメールアカウントを設定している。
4. ケータイ⽤のログイン名とパスワードを設定している。
5. ケータイのログインURLが作成されている。

ケータイのログインURLを送信するまでの流れ

必要に応じて、次の設定が完了していることを確認する

1. ⾃動ログインを設定するかどうか。

⾃動ログインを設定する

2. ケータイで使⽤するアプリケーションをシステム管理者が制限するかどうか。

ケータイで使⽤するアプリケーションを設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

ケータイの ログインURLの送信をクリックする

ユーザーを選択し、 送信する をクリックする

⾃動ログインを設定する

Cookie対応の携帯端末を使⽤しているユーザーに、⾃動ログインを許可するかどうかを設定します。
⾃動ログインを許可すると、⼀度ログインした情報が保存されるため、指定した期間内であれば次回からログイン情報を⼊
⼒せずにケータイにアクセスできます。
Cookie⾮対応の携帯端末を使⽤されているユーザーは、⾃動ログイン機能を利⽤できません。 ただし、ケータイにアクセ
スする際に通常のログイン操作をすれば、携帯端末からケータイにアクセスできます。

ケータイで⾃動ログインができない場合の注意
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次のバージョンのOffice 9 パッケージ版をご利⽤の場合は、リモートサービス経由では⾃動ログインが正
常に動作しない不具合が確認されています。

バージョン 9.1.0

バージョン 9.2.0

バージョン 9.2.1

ケータイに接続するセッションごとに、ログイン処理を実⾏していただく必要があります。詳細は次の
ページを参照してください。

よくある質問と答え(FAQ)

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

ケータイの ⾃動ログインの設定をクリックする

⾃動ログインを許可する場合は、「許可する」を選択し、ログインを保持する期間を⼊⼒して、
設定する をクリックする

ログインを保持する期間は、1〜10⽇間から選択できます。初期値は3⽇間です。
⾃動ログインを許可しない場合は「許可しない」を選択します。

ケータイの利⽤を⼀時停⽌するユーザーを設定する

ユーザーごとに、ケータイの利⽤を⼀時停⽌します。

ケータイの利⽤を⼀時停⽌したユーザーもライセンスが必要なユーザー数にはカウントされます。

ケータイの利⽤を停⽌する場合は、「利⽤するユーザーの登録」画⾯で利⽤するユーザーを変更します。

アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

ケータイの 利⽤の⼀時停⽌(ユーザーごと)をクリックする

ケータイの利⽤を停⽌するユーザーを設定し、 変更する をクリックする

KUNAIの設定ファイルを送信するまでの流れ

KUNAIからOffice 9 パッケージ版にアクセスするには、社外からアクセスできる環境(リモートサービスやVPN環境)が必要
です。

KUNAIとは
KUNAIとは、スマートフォン専⽤のアプリケーションです。
iPhone端末やAndroid端末から、サイボウズ Officeにアクセスできます。

サイボウズ KUNAI

KUNAIの設定ファイルの送信機能は、リモートサービス以外のVPN環境をお使いの場合などに利⽤できます。リモートサー
ビスをお使いの場合は利⽤できません。
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この機能を使⽤すると、社外からのアクセスに必要なURLやログイン情報を、指定するユーザーに送信できるため、ユー
ザーがKUNAIにログインする際の作業を簡略化できます。

リモートサービスをお使いの場合は、お客様の環境に合わせて、下記のマニュアルを参照してください。

MDMオプションを使⽤している場合：
リモートサービスマネージャーの端末管理機能(MDMオプション)を使⽤します。初期設定では、ユーザーの端末に送信
する情報はありません。
KUNAIでカスタムアプリや掲⽰板などを利⽤する際は、クライアント証明書をユーザーの端末に送信します。

KUNAI for iPhone：MDMオプションを使⽤している
KUNAI for Android：MDMオプションを使⽤している

MDMオプションを使⽤していない場合：
リモートサービスマネージャーからアクセス情報とクライアント証明書を取得し、任意のメールソフトを使ってユーザー
の端末に送信します。

KUNAI for iPhone：MDMオプションを使⽤していない
KUNAI for Android：MDMオプションを使⽤していない

お使いのOffice 9 パッケージ版のサービスライセンスが有効であることを確認
する

リモートサービス以外のVPN環境を使⽤して、社外からOffice 9 パッケージ版
にアクセスできることを確認する

サイボウズ KUNAI：よくある質問と答え(FAQ)

VPN環境については、環境を構築したネットワーク管理者に確認してください。

次のすべての条件を満たすことを確認する
KUNAIで使⽤するアプリケーションの利⽤ユーザーを設定している。

ライセンス：アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する

KUNAIで使⽤するアプリケーションが、Office 9 パッケージ版側で使⽤可能である。

カスタマイズ：使⽤するアプリケーションを設定する

ユーザー情報の設定が完了していることを確認する
設定ファイルの送信先であるユーザーのモバイルメールアカウントを設定している。
設定したモバイルメールアカウントで、メールを受信できることを確認してください。

ユーザー情報を設定する

ユーザーのログイン名を設定している。

サイボウズ Officeのログイン名

システムメールアカウントの準備が完了していることを確認する
システムメールアカウントをKUNAIかんたん設定ファイルの送信に使⽤する設定にしてい
る。

システムメールアカウントを使⽤する機能を設定する

システムメールアカウントを設定している。

システムメールアカウントを設定する

KUNAIで利⽤するアプリケーションを確認する
KUNAIで使⽤するアプリケーションを設定する

Office 9 パッケージ版をインストールしているサーバーで基本認証を利⽤して
いるかどうかを確認する
基本認証を利⽤している場合、設定ファイルに基本認証のアカウント名を設定できます。

KUNAIの設定ファイルに基本認証を設定する

56



KUNAIで使⽤するアプリケーションを設定する
KUNAIの設定ファイルに基本認証を設定する
KUNAIの設定ファイルを送信する

KUNAIで使⽤するアプリケーションを設定する

KUNAIで使⽤するアプリケーションとは、KUNAIで操作できるアプリケーションを制限する機能です。
端末の紛失やオフィス外からのアクセスを考慮して、スケジュールと掲⽰板のみ許可など、システム管理者側で設定しま
す。
ユーザーが利⽤するKUNAIの画⾯には、この機能で使⽤不可にしたアプリケーションは表⽰されません。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

KUNAIの 使⽤するアプリケーションをクリックする

使⽤するアプリケーションを選択し、 変更する をクリックする
次のアプリケーションのKUNAIでの使⽤を許可するかどうかを設定できます。

アプリケーション 備考

スケジュール  

メッセージ  

メール

メールをKUNAIで使⽤するアプリケーションとして設定する場合は、
メール機能を有効にする必要があります。

メール：⼀般設定を変更する

掲⽰板  

アドレス帳
KUNAIで使⽤する設定にすると、スマートフォン搭載のアドレス帳とサ
イボウズ Officeのアドレス帳がシンクされます。

ワークフロー

これらのアプリケーションの利⽤を許可するには、次の設定が必要で
す。

アプリケーションの使⽤を有効に設定する。

カスタマイズ：使⽤するアプリケーションを設定する

KUNAIでの利⽤を許可するユーザーを、各アプリケーションの利⽤
ユーザーに設定する

ライセンス：アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する
カスタムアプリ

KUNAIの設定ファイルに基本認証を設定する

Office 9 パッケージ版をインストールしているサーバーで基本認証を利⽤している場合、KUNAIの設定ファイルに基本認証
を設定できます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする
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運⽤管理の モバイルをクリックする

KUNAIの 基本認証の設定をクリックする

基本認証(アカウント名)を⼊⼒し、 設定する をクリックする

KUNAIの設定ファイルを送信する

58



KUNAIをインストール済みの端末にKUNAI の設定ファイルを送信します。
システム管理者が操作する場合は、⼀度に複数のユーザーの端末宛に設定ファイルを送信できます。

KUNAIの設定ファイルとは
KUNAIの設定ファイルは、KUNAIのインストールアーカイブではありません。
KUNAIをインストールした後に⾏う初期設定を簡単にするための設定ファイルです。

この機能は、次の条件をすべて満たす場合に利⽤できます。

Office 9 パッケージ版を使⽤している。

リモートサービス以外のVPN環境を使⽤して、オフィス外からOffice 9 パッケージ版にアクセスできる環境がある。
リモートサービスをお使いの場合は、この機能は使⽤できません。

使⽤する端末にKUNAIをインストールしている。

KUNAI for iPhone：インストールマニュアル
KUNAI for Android：インストールマニュアル

クライアント証明書について
KUNAIの設定ファイルを送信する機能は、VPN環境をご利⽤のお客様を対象としているため、送信される
設定ファイルに、クライアント証明書の情報は含まれていません。
ただし、お使いのVPN環境でクライアント証明書を要求する設定をしている場合は、KUNAI利⽤時にクラ
イアント証明書が必要です。
お使いのVPN環境でのクライアント証明書の設定は、ネットワーク管理者に確認してください。

設定ファイルを送信する前に次の設定が完了していることを確認する
KUNAIの設定ファイルを送信するまでの流れ

1. 次のすべての条件を満たしていることを確認する。

KUNAIで使⽤するアプリケーションの利⽤ユーザーを設定している。

KUNAIで使⽤するアプリケーションが、Office 9 パッケージ版側で使⽤可能である。
2. システムメールアカウントをKUNAIかんたん設定ファイルの送信に使⽤する設定にしている。
3. システムメールアカウントを設定している。
4. 送信先であるユーザーのモバイルメールアカウントを設定している。
5. ユーザーのログイン名を設定している。

必要に応じて、次の設定が完了していることを確認する

1. KUNAIで使⽤するアプリケーションをシステム管理者が制限するかどうか。

KUNAIで使⽤するアプリケーションを設定する

2. 設定ファイルに基本認証を設定するかどうか。

KUNAIの設定ファイルに基本認証を設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の モバイルをクリックする

KUNAIの 設定ファイルの送信をクリックする

ユーザーを選択し、 送信する をクリックする

KUNAIをインストールしている端末で、⼿順6 で送信したメールを開く
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メールの添付ファイルをタップし、KUNAIを起動する
ご利⽤のメールソフトによって、メールで受信した設定ファイルをタップしても、ファイルが起動しない場合がありま
す。
その場合は、設定ファイルをmicroSDカードに保存してから、設定ファイルを起動してください。

KUNAIのログイン情報を⼊⼒する画⾯で、各項⽬を⼊⼒し、[ログイン]をタップする
KUNAIとOffice 9 パッケージ版のデータをシンクします。

メンテナンス時間を設定する

メンテナンス時間中は各ユーザーの製品へのアクセスを⼀時的に中断します。バージョンアップやバックアップ作業などを
するときは、メンテナンス時間を設定します。

メンテナンス時間は、解除しない限り設定した時間に毎⽇繰り返されます。毎⽇メンテナンスしない場合
は、メンテナンス終了後、メンテナンス時間の設定を解除します。

システムタスクの開始時間をメンテナンス時間に設定されている時間内に設定すると、システムタスクは
起動しません。
メンテナンス時間が設定されていないことを確認してから、システムタスクを実⾏してください。

システムタスク(最適化やバックアップ)を設定する

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

メールデータを退避する

メンテナンス時間とは
メンテナンス時間中は、次の画⾯が表⽰され、すべてのユーザーが製品にアクセスできません。⻑時間の
メンテナンス時間を設定する場合はご注意ください。

メンテナンス時間を設定する
メンテナンス時間を解除する

メンテナンス時間を設定する

メンテナンス時間と、メンテナンス中の画⾯に表⽰するメッセージを設定します。
メンテナンス中の画⾯には、⼊⼒したメッセージのほかに、メンテナンスの開始時刻と終了時刻が表⽰されます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の メンテナンス時間をクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

メンテナンス時間の設定項⽬
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項⽬ 説明

時刻 メンテナンス時間の開始時刻と終了時刻を選択します。

メッセージ メンテナンス中の画⾯に表⽰されるメッセージを⼊⼒します。

メンテナンス時間を解除する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の メンテナンス時間をクリックする

解除する をクリックする

メンテナンス時間中の削除について
メンテナンス時間中にメンテナンスを解除する場合は、製品がインストールされているサーバーから、次
のファイルを削除します。

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

個⼈データをサーバー間で移⾏する
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個⼈データを別のサーバーもしくはディレクトリ上で動作する同⼀の製品との間で移⾏できます。
ユーザーごとに個⼈データを移⾏します。複数のユーザーの個⼈データを移⾏する場合は、ユーザーごとに移⾏作業をしま
す。

複数のOffice 9 パッケージ版を利⽤されている場合、次の条件を満たしていれば、製品間でデータを移⾏
できます。

製品のバージョンが同じである

プロダクトIDが異なる
プロダクトIDは、「お客様サポートオンライン」への問い合わせ画⾯で確認できます。

お客様情報を変更する

個⼈データの中から次のデータが移⾏されます。

スケジュールの予定

ToDoリスト

電話メモ(在席確認)

タイムカード

ユーザー名簿

個⼈設定(ユーザー情報、署名、個⼈フォルダ、またはスケジュール等)

個⼈データ移⾏の流れ
個⼈データを書き出す
個⼈データを読み込む

個⼈データ移⾏の流れ

個⼈データを移⾏する流れを説明します。

個⼈データをファイルに書き出す
移⾏元で、ユーザーを選択し、指定したユーザーの個⼈データをファイルに書き出します。

個⼈データを書き出す

移⾏するユーザーを追加する
移⾏先で、個⼈データを読み込むユーザーを追加します。
ステップ1で選択したユーザーと同じ名前のユーザーを追加します。

ユーザー(候補)を選択する

個⼈データをファイルから読み込む
移⾏先で、ステップ1で書き出したファイルを読み込みます。

個⼈データを読み込む

正しくデータが移⾏されたかどうかを確認する
正しく移⾏できたことを確認できたら、移⾏先で、必要に応じて次の設定をします。

ユーザーのログイン名の設定
ログインパスワードの変更
所属組織の設定
メールアカウントの設定
ケータイの設定
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移⾏元のユーザーを削除する
ユーザーを設定する

個⼈データを書き出す

移⾏元の製品で、個⼈データを書き出します。

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

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 個⼈データのサーバー間移⾏ > データを書き出すの順にクリックする

書き出すユーザーを選択し、 次へ >> をクリックする

書き出す をクリックし、ファイルを保存する

個⼈データを読み込む

移⾏先の製品で、個⼈データを読み込みます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 個⼈データのサーバー間移⾏ > データを読み込むの順にクリックする

読み込むユーザーを選択し、 次へ >> をクリックする

参照... をクリックして、読み込むファイルを指定し、 次へ >> をクリックする

内容を確認し、 読み込む をクリックする

製品の実⾏環境を確認する

製品が動作している環境 (Webサーバーの設定) を確認します。
「お客様サポートオンライン」への問い合わせ時など、サーバーの環境を確認するときに利⽤できます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 実⾏環境の診断をクリックする

実⾏環境を確認する

実⾏環境の診断の項⽬

パラメータ 説明

GATEWAY_INTERFACE 使⽤しているWebサーバーの「CGIのバージョン番号」が表⽰されます。

SERVER_NAME 使⽤しているWebサーバーの「ホスト名」または「IPアドレス」が表⽰されます。
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SERVER_PORT 使⽤しているWebサーバーの「TCP/IPのポート番号」が表⽰されます。
通常は80が設定されます。

SERVER_PROTOCOL 使⽤しているWebサーバーの「プロトコルの名前」と「バージョン番号」が表⽰され
ます。

SERVER_SOFTWARE
使⽤しているWebサーバーの「ソフトウェア名」と「バージョン番号」が表⽰されま
す。

HTTP_USER_AGENT 現在製品へアクセスしているWebブラウザーが表⽰されます。

DocumentRoot

使⽤しているWeb サーバーの「ドキュメントルートのディレクトリの絶対パス」が表
⽰されます。
Web サーバーのコンテンツは、このドキュメントルートディレクトリ以下に格納しま
す。

Dir
製品実⾏時の「サーバーマシン上でのディレクトリの絶対パス」が表⽰されます。
※ 絶対パスの末尾のディレクトリ名が、製品のインストール識別⼦になります。

DiskFreeSpace
製品がインストールされているサーバーのハードディスクの空き容量が表⽰されま
す。

SERVER_NAMEの値に、製品が動作しているサーバーのホスト名 (またはIPアドレス) と異なる値が⼊っ
ていると、トラブルの原因になります。必ず確認してください。

Dirの値は、製品の .exeファイル「ag.exe(Linux版はag.cgi)」が存在するディレクトリと⼀致している必
要があります。

DiskFreeSpaceの値が10MBを切ると、安全のため製品が動作しなくなります。

ご利⽤のWebサーバーの種類によって、SERVER_NAMEの設定値は異なります。IISでは、利⽤者が⼊⼒
したURLのサーバー名部分がそのまま値として使われます。しかし、Webサーバーによっては、Webサー
バーの設定ツールなどで別に設定した値がSERVER_NAMEとして使われることがあり、この値が間違って
いるとトラブルの原因になります。

LinuxのApacheでは、httpd.confでSERVER_NAMEを明⽰的に指定する仕様になっています。そのた
め、製品をご利⽤いただく場合は、httpd.confを編集して正しいSERVER_NAMEを設定し、Apacheを再
起動してください。すでに正しい値が設定されている場合は問題ありません。

他システムとの連携を設定する

表⽰されるメニュー

項⽬ 説明

連携システムからの通知

使⽤停⽌ 連携システムからの通知を有効にするかどうかを設定しま
す。

許可するドメイン 連携システムとして扱うドメインを設定します。

サイボウズ製品との連携 メールワイズ連携 メールワイズで⾃分が担当するメールの件数をサイボウズ
Office上に表⽰する設定をします。
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その他の製品との連携
V-CUBE ミーティン

グ連携の設定

V-CUBE ミーティング on cybozu.com(以下V-CUBE
ミーティング)は、インターネット上の仮想会議室(Web会
議室)を使⽤して、会議やミーティングを開くためのオプ
ションサービスです。
V-CUBE ミーティングの設定については、次のページを
参照してください。

V-CUBE ミーティング連携を設定する

連携システムからの通知を設定する
メールワイズとの連携を設定する
V-CUBE ミーティングとの連携を設定する

連携システムからの通知を設定する

連携システムからの通知とは、サイボウズ Officeと連携している他のシステムから送信されたE-mailを、サイボウズ Office
上で通知として扱う機能です。
他のシステムにログインせずに、サイボウズ Office上で、他のシステムの通知を確認できるので便利です。

受信した更新情報は、 個⼈フォルダ  の メールや メッセージとは別に、 連携システムからの通知

として扱われ、連携システムからの通知のみを通知履歴として保存できます。
トップページには、受信した通知は、最低5⽇間は保存され、5⽇を経過すると、以降1000件を超えた通知から古い順に削
除されます。
連携システムの通知の表⽰については、 次のページを参照してください。

ユーザーマニュアル：連携システムからの通知を閲覧する

連携システムからの通知を設定していない場合、他のシステムからの通知はメールとして、個⼈フォルダに保存されます。

連携システムからの通知を使⽤するかどうか設定する
連携システム側の設定
サンプルプログラムのソースコード(Perl)
サンプルプログラムを実⾏する
連携システムを登録する

次のサイボウズ製品は、あらかじめ連携システムとして設定されています。各製品側で更新情報を通知す
るように設定します。

デヂエ 4.0(0.1)〜デヂエ 8

デヂエ 8：メール通知の設定

メールワイズ 1.0(0.5)〜メールワイズ 5

メールワイズ 5「メールワイズの通知をサイボウズ製品で受信する」：メールワイズ側の設定

サイボウズ コラボレックス

システム設定マニュアル：メール通知サービスについて設定する

連携システムからの通知を使⽤するかどうか設定する

連携システムからの通知を使⽤しない場合は、連携システムからの通知はすべて メール  として受信し、 個⼈

フォルダ  に保存されます。
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 他システムとの連携 > 使⽤停⽌の順にクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

連携システムからの通知使⽤停⽌の設定項⽬

項⽬ 説明

連携システムからの通知を使⽤しない 連携システムからの通知を使⽤するかどうかを設定します。

連携システム側の設定

サイボウズ製品以外のシステムの場合の設定について説明します。
「連携システムからの通知」は、特殊なメールヘッダーがある E-mail を通知として扱います
ここでは、通知メールとして処理されるメールヘッダーまたは通知メールの形式について説明します。

メールヘッダー

ヘッダー名 概要 説明

X-Cybozu-Notify-App-Name
(必須)

製品名

製品名を設定するヘッダーです。
通知は製品名ごとにカテゴリ分けできるため、システム名
などを設定すると便利です。
半⾓でも全⾓⽂字でも設定できます。

X-Cybozu-Notify-App-Ver 製品バージョン
製品のバージョン情報を設定するヘッダーです。
バージョン情報を管理する場合に使⽤します。

X-Cybozu-Notify-
App-UniqueID

通知の識別ID

通知の識別IDを設定するヘッダーです。
通知の識別IDは、通知の重複チェックに使⽤します。

重複した通知があった場合
E-mailの送信時刻(「X-Cybozu-Notify-Date」が設
定されている場合は、「X-Cybozu-Notify-Date」の
時刻を優先)を元に、最新のものに上書きします。

省略した場合
「X-Cybozu-Notify-App-URL」(リンク先URL)に設
定された⽂字列を識別IDとします。

X-Cybozu-Notify-App-URL リンク先URL 通知のリンク先URLを設定するヘッダーです。
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(必須)

通知メールに「X-Cybozu-Notify-App-UniqueID」が設
定されていない場合は、このヘッダーに設定されている⽂
字列が通知の識別IDになります。「 # 」以降の⽂字列は
無視されます。

X-Cybozu-Notify-Date 受信⽇時

受信⽇時を設定するヘッダーです。
通知の新旧を⽐較する際に使⽤します。
通知の識別IDが重複する通知が、すでに最新情報に表⽰
されている場合、受信⽇時が新しい通知が優先されます。
省略した場合は、メールヘッダー「Date」を受信⽇時と
します。

X-Cybozu-Notify-Name 送信者名
通知の送信者名を設定するヘッダーです。
省略した場合は、メールヘッダー「From」を通知の送信
者名とします。

X-Cybozu-Notify-Subject 標題
通知の標題を設定するヘッダーです。
省略した場合は、メールヘッダー「Subject」を通知の標
題とします。

X-Cybozu-Notify-Abstract 内容
通知の内容を設定するヘッダーです。
省略した場合は、メールの本⽂を通知の内容とします。

X-Cybozu-Notify-Version
通知メールバージョ
ン 通知のバージョンを設定するヘッダーです。

X-Cybozu-Notify-Icon-URL アイコンURL

通知のアイコン⽤URLです。 省略した場合は、外部通知
⽤に組み込まれている  が通知アイコンとして指定さ
れます。
アイコンを別途作成する場合は、アイコンサイズは
「16×16」を推奨します。

通知メールの形式

項⽬ 値

Content-Type text/plain

charset JIS(iso-2022-jp)、us-ascii

Content-Transfer-Encoding 7bit、base64、quote-printable

メールヘッダーと通知メール形式以外に次の項⽬に注意してください。

通知メールのサイズが、製品またはメールサーバーのメールサイズの制限値を超えた場合は、通知
メールを受信できません。

E-mailをメールサーバーに残す設定にしている場合でも、⼀度受信した通知メールは再度受信でき
ません。

通知メールは、ユーザーが保存できる E-mailの総サイズの制限を受けません。

サンプルプログラムのソースコード(Perl)

特殊ヘッダーを含む通知メールを送信するためのサンプルプログラムのソースコード(Perl)を紹介します。
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このソースコードをもとに、サンプルプログラムを作成します。

# ------------------------------------------------------- #
# 【 Program name 】 smtp_sample.pl
# ------------------------------------------------------- #

use Socket;

require './jcode.pl';

# SMTP サーバ名(IP アドレス)
$server = '××.co.jp' ;

# 宛先、 送信元、題名、送信データ
$to = '××@××.co.jp' ;
$from = '××@××.co.jp' ;
$subject = ' 連携システムからの通知サンプル ' ;
$data = ' 連携システムからの通知のサンプルです ' ;

# ------------------------------------------------------- #
# ヘッダ、データ部の作成
# ------------------------------------------------------- #
$send_data = 'X-Mailer: SMTP Samle' . "\r\n";
$send_data .= 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$send_data .= 'Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp' . "\r\n";
$send_data .= 'From: '. $from . '<'. $from .'>' . "\r\n";
$send_data .= 'To: '. $to . "\r\n";
$send_data .= 'Subject: ' . $subject . "\r\n";
#Cybozu 拡張ヘッダ
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-Name:Sample' . "\r\n";
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-UniqueID:Sample-notify-1' . "\r\n";
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-URL:http://www.cybozu.co.jp' . "\r\n";
$send_data .= 'X-Cybozu-Notify-App-Name:Sample' . "\r\n";
$send_data .= "\r\n";
$send_data .= $data;

# ------------------------------------------------------- #
# SOCKET の作成

# ------------------------------------------------------- #
# 接続のための準備
$port = getservbyname('smtp','tcp');
$struct = sockaddr_in($port,inet_aton($server));
socket(SH, PF_INET, SOCK_STREAM, 0) || die(" ソケットエラー $!") ;

# 接続
connect(SH, $struct ) || die(" 接続失敗 $!") ;
select(SH); $| = 1; select(STDOUT);
$respons = <SH> ;

unless($respons =~ /^220/)
{
close(SH); die(" 接続失敗 $!") ;
}
# ------------------------------------------------------- #
# コマンドの送信
# ------------------------------------------------------- #
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# HELO コマンドの作成、送信
$command = "HELO $server\r\n";
print SH $command ;
$respons = <SH> ;
&decode(\$respons) ;

unless($respons =~ /^250/)
{
close(SH); die("Command:HELO ・・・ FAIL $!") ;
}

# MAIL コマンドの作成、送信
$command = "MAIL FROM:$from\r\n";
print SH $command ;
$respons = <SH> ;
&decode(\$respons) ;

unless($respons =~ /^250/)
{
print SH "RSET\r\n"; close(SH);
die("Command：MAIL・・・FAIL $!") ;
}

# RCPT コマンドの作成、送信
$command = "RCPT TO:$to\r\n";
print SH $command ;
$respons = <SH> ;
&decode(\$respons) ;

unless($respons =~ /^25[0|1]/)
{
print SH "RSET\r\n"; close(SH);
die("Command：RCPT・・・FAIL $!") ;
}

# DATA コマンドの作成、送信
$command = "DATA\r\n";
print SH $command ;
$respons = <SH> ;
&decode(\$respons) ;

unless($respons =~ /^354/)
{
print SH "RSET\r\n"; close(SH);
die("Command：DATA・・・FAIL $!") ;
}

# ------------------------------------------------------- #
# ヘッダ、本⽂の送信
# ------------------------------------------------------- #

# ⽂字コードの変換
&jcode'convert(*send_data,'jis');
# コマンドの作成、送信
$command = "$send_data\r\n.\r\n";
print SH $command ;
$respons = <SH> ;
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&decode(\$respons) ;

&decode(\$respons) ;
{
print SH "RSET\n"; close(SH);
die(" 本⽂、ヘッダの送信失敗 $!") ;
}

# QUIT コマンドの作成、送信
$command = "QUIT\n";
print SH $command ;

# 切断
close(SH); select(STDOUT);

print "MAIL は正常に送信されました。\n";

# ------------------------------------------------------- #
# 改⾏コード変換
# ------------------------------------------------------- #

sub decode
{
my $inf = $_[0];
$$inf =~ s/\x0D\x0A|\x0D|\x0A/\n/g;
}

サンプルプログラムを実⾏する

「連携システムからの通知」のサンプルプログラムについて説明します。
サンプルプログラムは、「連携システムからの通知」⽤の特殊なヘッダーを使った通知メールを送信します。この通知メー
ルを製品側で受信すると、「連携システムからの通知」として処理されます。

サンプルプログラムを実⾏するのに必要な環境とモジュールは、次のとおりです。

Perlがインストールされている環境

⽂字コード変換ライブラリ(jcode.pl)

ActivePerlがインストールされたWindows環境での実⾏例は、次のとおりです。

システム設定で、許可するドメインを登録する
連携システムを登録する

システム設定で、連携システムからの通知を有効にする

1. システム設定画⾯で、 他システムとの連携をクリックします。

2. 使⽤停⽌をクリックします。

3. ｢連携システムからの通知を使⽤しない｣の選択を外し、[設定する]をクリックします。

個⼈設定で、連携システムからの通知を有効にする
ユーザーに次の設定を依頼してください。
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1. 個⼈設定画⾯で、 他システムとの連携をクリックします。

2. ｢連携システムからの通知を使⽤しない｣の選択を外し、[設定する]をクリックします。

連携先のシステムをインストールしているサーバーにアクセスする

作成したサンプルプログラムを、「smtp_sample.pl」の名前で任意のフォルダに保存する
例：

C:\tmp\smtp_sample.pl

「jcode.pl」を、⼿順5と同じフォルダに保存する
例：

C:\tmp\smtp_sample.pl

サンプルプログラムを実⾏環境に合わせて、編集する

パラメーター 値

$server E-mailを送信するメールサーバー

$to 通知メールを送信するユーザーのE-mailアドレス

$from 通知メールの差出⼈のE-mailアドレス

$subject 通知メールのタイトル

$data 通知メールの本⽂

X-Cybozu-Notify-App-URL 通知のリンク先

X-Cybozu-Notify-App-Name 通知のカテゴリ名

サンプルプログラムを実⾏する
例：

C:\tmp > perl smtp_sample.pl

連携システムを登録する

連携システムを登録します。
登録したドメインと通知されたURLが⼀致する場合に、そのシステムを連携システムとして扱います。
連携システム側での設定については、次のページを参照してください。

連携システム側の設定

次の製品は、ドメインを登録しなくても連携システムとして扱われます。

デヂエ 4.0(0.1)〜デヂエ 8

メールワイズ 1.0(0.5)〜メールワイズ 5

サイボウズ コラボレックス
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 他システムとの連携 > 許可するドメインの順にクリックする

必要な項⽬を設定する

連携システムの操作項⽬

項⽬ リンク 説明

追加 追加する
連携システムとして登録する製品のドメインを追加し
ます。
重複したドメインは追加できません。

変更 変更する ドメインを変更します。

順番変更 順番変更する ドメインの表⽰順を変更します。

削除 削除する ドメインを削除します。

連携システムの設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

URL メニューからプロトコルの種類を選択し、ドメイン名またはIPアドレスを⼊⼒しま
す。

メールワイズとの連携を設定する

次の条件を満たしている場合、メールワイズで⾃分が担当するメールの件数をサイボウズ Office 上に表⽰できます。

バージョン 9.2以降のOffice 9を使⽤している。

バージョン 5以降のメールワイズを使⽤している。

利⽤ユーザーが、サイボウズ Officeとメールワイズの両製品で利⽤可能な状態である。

サイボウズ Officeとメールワイズの両⽅で、オープン統合認証 ver.2を設定している。

Office 9 パッケージ版：連携認証を設定する
メールワイズ 5 パッケージ版：連携認証を設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 他システムとの連携 > メールワイズ連携の順にクリックする

メールワイズのアクセスURLを⼊⼒し、 設定する をクリックする

最適化処理を設定する

最適化処理を有効に設定すると、画⾯の出⼒処理が⾼速になります。
最適化処理が有効になっている場合は、カスタムアプリのテンプレートファイルも最適化の対象となります。

最適化処理を有効に設定するには、約15MBの空きディスク容量が必要になります。
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「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の パフォーマンスをクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

パフォーマンスの設定項⽬

項⽬ 説明

最適化処理を有効にする
最適化処理を有効にするかどうかを設定します。
最適化処理を無効に設定する場合は選択を外します。

連携認証を設定する

連携認証とは
連携認証を設定すると、サイボウズ共通認証またはオープン統合認証 ver.2に対応している製品にログインしている場合、
製品へのログイン操作が不要になります。
連携認証を使⽤するには、サイボウズ Office 側での設定だけでなく、メールワイズなどの認証先の製品側でも設定が必要
です。

連携認証の⽅法
連携認証を利⽤できる条件
連携認証設定の流れ
認証先製品側の設定
サイボウズ Office側の設定
連携認証設定後の確認

連携認証の⽅法

サイボウズ Officeにログインしたあとの、認証情報の保持の⽅法を設定します。
Office 9 パッケージ版が対応しているセッション認証は、次のとおりです。

サイボウズ共通認証
バージョン 6.1(1.0)以降のサイボウズ Officeに対応しています。
認証結果をCookieに保存します。認証情報は、デヂエ、メールワイズなどのサイボウズ製品間で共有されます。
連携対象の製品と同⼀の値を設定する項⽬は、次のとおりです。

モード

認証パスワード

認証パスワード(確認⽤)

オープン統合認証 ver.2
バージョン 8.0.0以降のサイボウズ Officeに対応しています。
認証結果をCookieに保存します。認証情報は、デヂエ、メールワイズなどのサイボウズ製品間で共有されます。
連携対象の製品と同⼀の値を設定する項⽬は、次のとおりです。

モード

Cookie名

認証パスワード
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認証パスワード(確認⽤)

発⾏ドメイン
オープン統合認証 ver.2のセキュリティは、サイボウズ共通認証のセキュリティよりも強化されています。
認証情報を共有する製品がオープン統合認証 ver.2に対応している場合は、サイボウズ Officeでもオープン統合認証 ver.2
を使⽤することを推奨します。

連携認証を利⽤できる条件

連携認証を利⽤するためには、次の条件を満たしている必要があります。

サイボウズ Officeと認証先の製品の両⽅が、サイボウズ共通認証またはオープン統合認証 ver.2 のどちらかに対応して
いる。

連携認証対応製品

サイボウズ Officeと認証先の製品の両⽅で、連携認証の設定が有効になっている。

サイボウズ Officeと認証先の製品の両⽅のユーザー設定で、「ログイン名」が⼀致している。
ログイン名が連携認証を利⽤する製品間で同⼀でない場合は、認証先のユーザーを識別できなかったり、異なるユーザー
に対して認証されてしまったりなどの危険があります。ユーザー名は必ず同⼀に設定してください。

認証先の製品側で、設定されているCookie発⾏範囲(ドメイン)に、サイボウズ Officeをインストールしたサーバーが設
置されている。

サイボウズ Officeをインストールしているサーバーと認証先の製品をインストールしているサーバーが、FQDN(完全修
飾ドメイン名)で名前解決できる環境である。または、認証先の製品と同⼀のサーバーにサイボウズ Officeをインストー
ルしている。

FQDN(完全修飾ドメイン)とは
ドメイン名、サブドメイン名、ホスト名などを省略しないで、完全な形式でドメイン名を記述することで
す。
連携認証は、WebブラウザーのCookieに認証情報を書き込みます。このため、製品をインストールしてい
るサーバーと認証先の製品をインストールしているサーバーが、FQDN(完全修飾ドメイン名)で名前解決
できる環境である必要があります。
サーバーの環境については、ネットワーク管理者、またはネットワーク構築業者にご相談ください。

DNS(ネームサーバー)とは
インターネット上でのコンピュータの名前にあたるドメイン名を、住所にあたるIPアドレスと呼ばれる4
つの数字の列に変換するサーバーをDNS(ネームサーバー)といいます。
DNSサーバーは、ドメインネームサーバーとも呼ばれます。
個々のネームサーバーは⾃分が管理するネットワークに接続されたコンピュータのドメイン名とIPアドレ
スの対応表を持っており、外部からの問い合わせに答えます。

連携認証設定の流れ

連携認証を利⽤するには、サイボウズ Officeと認証先の製品の両⽅で設定が必要です。

認証先の製品にシステム管理者としてログインし、次の項⽬を設定する
連携認証の設定を有効にする。
認証パスワードなど、連携認証を設定する。

認証先製品側の設定

サイボウズ Officeにシステム管理者としてログインし、次の項⽬を設定する
連携認証の設定を有効にする。
認証パスワードやCookieの発⾏条件など、認証先の製品で設定した設定と同じものを設定す
る。

サイボウズ Office側の設定
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すべてのWebブラウザーを閉じて、連携認証の設定が有効かどうかを確認する
連携認証設定後の確認

認証先製品側の設定

連携認証を利⽤する場合の認証先製品側での設定を説明します。

認証先製品側での必要な設定
認証先の製品(デヂエ、メールワイズ パッケージ版、ガルーン パッケージ版)で次の設定をします。

連携認証の設定を有効にする。

認証パスワードを設定する。
認証パスワードは、サイボウズ共通認証またはオープン統合認証 ver.2を利⽤するために必要なパスワードです。
ここで設定したパスワードと同じパスワードをサイボウズ Officeにも設定する必要があります。

Cookieの発⾏条件を設定する。
有効時間で設定した間は、Cookieが有効となり、サイボウズ Officeのログイン操作が不要となります。
有効時間を過ぎてからサイボウズ Officeへアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログイン
する必要があります。
認証先の製品とサイボウズ Officeを同⼀のサーバーにインストールしている場合は、発⾏ドメインの設定は必要ありま
せん。

認証先製品側での設定
設定⽅法の詳細については、各製品のマニュアルを参照してください。

デヂエ

システム設定マニュアル：連携認証を設定する

メールワイズ

システム設定マニュアル：連携認証を設定する

ガルーン 4.2

管理者ガイド：セッション認証を管理する

ガルーン 4.0

管理者ガイド：セッション認証を管理する

ガルーン 3.7

管理者マニュアル(PDF)：3.4.2 認証を管理する

サイボウズ Office側の設定

連携認証を利⽤する場合のサイボウズ Office側での設定を説明します。
「連携認証」の設定は、次回ログイン時から適⽤されます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 連携認証をクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

連携認証の設定項⽬

項⽬ 説明
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有効 連携認証の設定を有効にするかどうかを設定します。
連携認証を使⽤する場合は、「連携認証を有効にする」を選択します。

モード* 使⽤する認証形式を選択します。
「オープン統合認証 ver.2」を選択することを推奨し ます。

Cookie名
連携認証で使⽤するCookieの名称を⼊⼒します。
認証先の製品側で設定したパスワードと同じCookie名を設定します。
モードで、オープン統合認証 ver.2を選択した場合のみ設定します。

認証パスワード*
認証パスワード(確認
⽤)*

確認⽤とあわせ2回パスワードを⼊⼒します。
認証先の製品側で設定したパスワードと同じパスワードを設定します。

有効時間*
Cookieの有効時間を選択します。

Cookieの有効時間について

発⾏ドメイン

「オープン統合認証 ver.2」に使われる、「Cookieが有効となるURLの範囲」を指定
します。

発⾏ドメインの設定について

*：必須項⽬です。

「オープン統合認証 ver.2」搭載前の旧製品からバージョンアップしている場合の注意
「オープン統合認証 ver.2」搭載前の旧製品とは、「サイボウズ共通認証」しか設定できない製品です。

連携認証対応製品

「サイボウズ共通認証」しか設定できない製品からバージョンアップした場合、認証パスワードを⼊⼒し
て連携認証を設定しようとすると、次の警告メッセージが表⽰されます。

警告メッセージ：
新しい認証パスワードを設定してください。
バージョンアップ後に認証パスワードが再設定されていません。

「オープン統合認証 ver.2」搭載後の製品からバージョンアップした場合は、警告メッセージは表⽰され
ません。

警告メッセージが表⽰されるバージョンアップ例：

バージョンアップ
警告メッセージ

前  後

Office 7 →
Office 8

表⽰されます。
Office 9

Office 81 → Office 9 表⽰されません。

1：ただし、「サイボウズ共通認証」しか設定できない製品からOffice 8にバージョンアップした時点で、
認証パスワードを再設定していない場合は、Office 9にバージョンアップすると警告メッセージが表⽰
されます。

対処：
バージョンアップした後に、認証パスワードを再設定してください。
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1. サイボウズ Office側で、認証パスワードを再設定します。
「連携認証」を無効にしても、認証パスワードを再設定するまで、警告メッセージは消えませ
ん。

2. 認証先製品側で、サイボウズ Office側で設定したパスワードを再設定します。

Cookieの有効時間について
連携認証は、製品にアクセスするたびにWebブラウザーのCookieに認証情報を書き込むため、Cookieの
有効時間に設定した時間内であれば、連携認証が有効になります。
Cookieの有効時間が終了した場合は、連携認証されず、アクセスしたそれぞれの製品で認証します。

発⾏ドメインの設定について
連携認証を有効にするには、メールワイズなどの認証先製品とサイボウズ Officeの両⽅で、Cookieを発⾏
できるように設定する必要があります。
そのため、それぞれのアクセスURLにおけるドメインの共通部分を設定して、Cookieを発⾏します。

アクセスURLの例：

ドメインはアクセスURLのサーバーを指定する部分です。
サイボウズ Officeの設定画⾯で、ドメインの共通部分をCookie の発⾏範囲として設定します。

サイボウズ Officeの設定画⾯での⼊⼒例：
・発⾏ドメイン：domain.co.jp

発⾏ドメインの設定時には、なるべく発⾏の範囲を限定するように設定してください。これは、ログイン
情報を持つCookieの発⾏をなるべく狭い範囲で⾏うことで、ログイン情報を容易に取得できないようにす
るためです。
使⽤するWebブラウザーによっては、ドメインに設定する値のピリオドの数により連携認証を利⽤できな
い場合があります。

連携認証設定後の確認

すべてのWebブラウザーを閉じる

認証先の製品にログインする

サイボウズ Officeにアクセスし、ログイン状態であることを確認する

連携認証が正常に実⾏されない場合
サイボウズ Officeにアクセスしても、ログイン状態でない場合、次の要因が考えられます。

サイボウズ Officeと連携認証先の製品で設定している各ユーザーのログイン名が⼀致していない。

FQDNを含むURLでアクセスしていない。

連携認証に対応していない製品である。

サイボウズ Officeと連携認証先の製品で設定している認証パスワードが⼀致していない。

アクセスURLにIPアドレスを使⽤している。

詳しい対処⽅法については、次のページを参照してください。
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よくある質問と答え

ログを設定する

ログの保存期間の設定や、閲覧、⼀括削除、または書き出しなどログを管理します。

初期設定では、ログを保存しない設定になっています。ログを書き出す場合は、はじめに保存するログの
操作と保存する期間を設定します。

ログを保存するかどうか設定する
ログを閲覧する
バージョンアップ前のデヂエのシステムログを閲覧する
ログを⼀括削除する
ログをファイルに書き出す

ログを保存するかどうか設定する

ログの保存期間や、保存するログの操作を設定します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の ロギング > ログの設定の順にクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

ログの設定項⽬

項⽬ 説明

ログの保存期間設定
ログを保存する期間を選択します。
「(保存しない)」を選択した場合は、ログが保存されないため、ログを確認できませ
ん。

ログの保存操作 ログを保存する項⽬を設定します。ログを保存する項⽬を選択します。

ログの保存期間
ログの保存期間設定で設定された期間を過ぎたログは、⾃動的に削除されます。ログを保管しておく場合
は、削除される前にファイルに書き出しておきます。
選択できるログの保存期間は、次のとおりです。

(保存しない)

1⽇

3⽇

1週間

1ヶ⽉

3ヶ⽉

無制限

ログの保存操作
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次の操作について、ログを保存するかどうかを設定できます。

ログの保存操作の設定項⽬

項⽬ ログに出⼒する操作

基本システム

管理者ログイン

ログイン

ログアウト

システム設定

システム管理⽤パスワードの変更

ユーザーパスワードの変更

システム管理者の登録

ログイン⽅法の変更

パスワード制限の変更

ユーザーの追加

ログイン名の変更

ユーザーの削除

ユーザー情報のCSVファイルへの書き出し

組織情報のCSVファイルへの書き出し

個⼈データの書き出し

スケジュールデータのCSVファイルへの書き出し

タイムカードのCSVファイルへの書き出し

ユーザー名簿のCSVファイルへの書き出し

共有リンクのCSVファイルへの書き出し

個⼈設定
パスワードの変更

スケジュールデータのCSVファイルへの書き出し

標準アプリ全般

ファイルのダウンロード
ファイル管理に登録されていないファイルのダウンロード時にもログ
が保存されます。
バージョン 9.3.0以降では、ファイルの⼀覧画⾯から、ファイルを⼀
括ダウンロードした場合にもログが保存されます。

ファイル管理：ファイルをまとめてダウンロードする

アドレス帳
⼈名データのCSVファイルへの書き出し

会社データのCSVファイルへの書き出し

ワークフロー 申請データのCSVファイルへの書き出し

報告書 報告書のCSVファイルへの書き出し
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プロジェクト プロジェクトのCSVファイルへの書き出し

ケータイ

利⽤の⼀時停⽌

ログイン名の変更

パスワードの変更

カスタムアプリ

アプリの作成

アプリの削除

メール通知失敗

ログを閲覧する

⽇付を指定し、指定した⽇のログを閲覧します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の ロギング > ログ⼀覧の順にクリックする

ログを閲覧する⽇を選択し、ログを閲覧する
内容欄に表⽰されるリンクをクリックすると、ログの詳細を確認できます。

バージョンアップ前のデヂエのシステムログを閲覧する

バージョンアップ前のデヂエのシステムログを閲覧する⼿順を説明します。
デヂエのシステムログを閲覧する必要のない場合、この操作は不要です。

単体版デヂエ、Office plus デヂエで、必要なデータをバックアップする

単体版デヂエ、Office plus デヂエ からOffice 9 パッケージ版へバージョンアップする
Windows環境：デヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Linux環境：デヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Windows環境：Office 8 plus デヂエからOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Linux環境：Office 8 plus デヂエからOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Windows環境：Office製品とデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Linux環境：Office製品とデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

バージョン 9.0.0にバージョンアップした場合：
 ⼿順3に進みます。

バージョン 9.1.0以降のサイボウズ Officeにバージョンアップした場合：
 ⼿順3は必要ありません。⼿順4に進みます。

Office 9 パッケージ版の(インストールディレクトリ)/cb5/data/に、⼿順1でバックアップ
をとったsyslog.odbを配置する

ファイル構成

Office 9 パッケージ版にアクセスし、｢システム設定｣画⾯で、「 詳細設定」タブをクリック
する
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運⽤管理の ロギング >  ログ⼀覧の順にクリックする

「ログの⼀覧」画⾯で、システムログを閲覧するをクリックする

「システムログの⼀覧」画⾯で、システムログを閲覧するをクリックする
ログのCSV書き出しと削除ができます。

ログを⼀括削除する

保存されているログをまとめて削除します。
⽇付を指定し、指定した⽇付より前に保存されているログデータを削除できます。
当⽇のログは削除できません。

ログデータを⼀括削除すると、指定した⽇付以前に保存されているすべてのログデータが削除され、元に
戻せません。重要なデータは、削除の前にファイルに書き出し、保管しておくことを推奨します。

ログをファイルに書き出す

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の ロギング > ログの⼀括削除の順にクリックする

削除の基準となる⽇付を選択し、 削除する をクリックする

削除する場合は、 ⼀括削除する をクリックする

ログをファイルに書き出す

期間を指定し、指定した期間のログデータをファイルに書き出せます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の ロギング > ログの書き出しの順にクリックする

書き出す期間を設定し、 書き出す をクリックする
先頭⾏に項⽬名を書き出さない場合は、「先頭⾏に項⽬名を書き出す」の選択を外します。

書き出すログの期間の設定項⽬

項⽬ 説明

すべての期間
保存されているすべてのログをファイルに書き出す場合に選択しま
す。

期間を指定する 期間を指定してログをファイルに書き出す場合に選択します。

システムタスクのログは、「システムタスクの⼀覧」画⾯から書き出せます。

ログファイルを書き出す

ログに書き出される項⽬について
書き出したログは、「syslog.log」という名称のファイルに、1操作を1⾏としてテキスト形式で保存され
ます。
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ログに書き出される項⽬

項⽬ 説明

ログ種別
ログの重要度を表⽰します。
必ず「重要情報(NOTIFY)」で出⼒されます。

アプリケーションID 操作されたアプリケーション名と対応するIDを表⽰します。

イベントID 操作されたイベント名を表⽰します。

⽇時 操作された⽇時を表⽰します。

ユーザーID 操作したユーザーのユーザーIDを表⽰します。

ユーザー名 操作したユーザーのユーザー名を表⽰します。

URL 操作されたURLを表⽰します。

IPアドレス 操作したクライアントパソコンのIPアドレスを表⽰します。

内容

操作の詳細内容を表⽰します。

(アプリID)操作されたカスタムアプリIDを表⽰します。

(アプリ名)操作されたカスタムアプリ名を表⽰します。

(エラー)メール通知の失敗ログが表⽰されます。

カスタムアプリログの書き出しについて
次の操作時に、カスタムアプリのログが書き出されます。

ログに保存する操作項⽬

項⽬ ログに保存する操作

アプリの作成

新規にアプリを作成する

ステータス管理アプリを作成する

配布テンプレートからアプリを作成する

ユーザーテンプレートからアプリを作成する

CSVファイルからアプリを作成する

DBMファイルからアプリを作成する

アプリの削除 「アプリの削除」画⾯で 削除する がクリックされる

メール通知の失敗

ソケットの初期化に失敗

メールの送信に失敗

SMTPサーバーの設定に失敗

メールアドレスが設定されていないユーザーに送信

差出⼈または受信者アドレスが不正
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サブジェクトまたは本⽂が不正

最⼤メッセージサイズを超過

SMTPサーバーへの接続に失敗

POP3サーバーへのログイン失敗

受信者アドレス数が100を超過

メール通知の失敗ログはケータイでも出⼒されます。

バージョンアップ前のデヂエのシステムログについて

単体版デヂエ、Office plus デヂエ からのバージョンアップの場合、syslog.odb が保存されている
ので、「ログの⼀覧」画⾯に閲覧ページへのリンクが表⽰されます。閲覧ページ上では、ログのCSV
書き出しと削除ができます。

ログが全削除されたとしても syslog.odb は保存されているので、この機能が必要ない場合は、
syslog.odbを削除してください。

システムタスク(最適化やバックアップ)を設定する
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「システムタスク」を利⽤するには、別途継続サービスライセンスが必要です。

システムタスクの開始時間をメンテナンス時間に設定されている時間内に設定すると、システムタスクは
起動しません。システムタスクの開始時間は、必ずメンテナンス時間の開始時間より前に設定します。

メンテナンス時間を設定する

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

システムタスクの終了時刻を設定すると、処理が終了しない場合でも終了時刻になると処理を中断し、メ
ンテナンス時間を終了します。

データベースの最適化とデータのバックアップは、同時に実⾏できません。開始時刻の設定は、他の処理
と時間帯が重ならないように設定してください。

システムタスクの実⾏時間は、製品の使⽤状況により異なります。

システムタスクの実⾏中は、サーバーの⽇付を変更しないでください。実⾏中にサーバーの時間を変更す
ると、以降のシステムタスクが正しく起動しない場合があります。

バックアップデータは、設定した世代数分のデータを保存します。世代数を超えたバックアップデータは
古いデータから上書きされます。

バックアップデータを保存するディレクトリには、ディレクトリを作成しないでください。ディレクトリ
を作成すると、バックアップ処理が、正常に動作しない場合があります。

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)

⼿動で最適化やバックアップする場合や、リストアについては、次のページをを参照してください。

データをバックアップする

実⾏結果をメールで通知する
データベースを最適化またはバックアップする
ログファイルを書き出す

実⾏結果をメールで通知する

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

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

システムメールアカウントを設定する

転送されるメールの差出⼈(From)について
転送されるメールの差出⼈のメールアドレスは、システムメールアカウントに設定されているメールアド
レスになります。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の システムタスク > ⼀般設定の順にクリックする

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする
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⼀般設定の設定項⽬

項⽬ 説明

実⾏結果の通知アドレス
実⾏結果を通知するメールアドレスを設定します。
実⾏結果のメール通知を中⽌する場合は、「実⾏結果の通知アドレス」欄を空⽩に設
定します。

データベースを最適化またはバックアップする

データベースを定期的に最適化したり、バックアップしたりします。

最適化処理について

最適化を実⾏すると、肥⼤化したodbxファイルとdbmxファイルを整理して製品の処理速度を改善できます。

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

次のファイルを最適化処理します。
・ (インストールディレクトリ)/cb5/data 配下に保存されているすべてのodbxファイル
・ (インストールディレクトリ)/cb5/data/db 配下に保存されているすべてのdbmxファイル

最適化コマンドを使⽤してodbxファイルとdbmxファイルを最適化できます。

データベースを最適化する

バックアップ処理について

バックアップファイルを保存するディレクトリを設定できます。

次のファイルをバックアップします。
・ (インストールディレクトリ)/cb5/data
・ (インストールディレクトリ)/cb5/file

上記の2つのファイルをバックアップすると、次のデータも⾃動的にバックアップデータに含まれます。
・ (インストールディレクトリ)/cb5/data/db

次のデータは、システムタスクの処理ではバックアップされません。
⼿動でバックアップしてください。

ロギングで出⼒したログデータ：(インストールディレクトリ)/cb5/log

使⽤しているアプリケーションの情報：(インストールディレクトリ)/cb5/module

データをバックアップする

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の システムタスク > タスク⼀覧の順にクリックする

「データベース最適化」欄／「バックアップ」欄の 変更するをクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

データベースの最適化またはバックアップの設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明
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繰り返し条件

繰り返す条件を次の項⽬から選択します。

実⾏しない

毎⽇

毎週○曜⽇：繰り返す曜⽇をメニューから選択します。

開始時刻 システムタスクの開始時刻を設定します。

終了時刻
システムタスクの終了時刻を設定します。
終了時刻を設定すると、処理状況に関わらず終了時間になると⾃動的に処理を中断し
ます。

バックアップ

データベースを最適化する場合
最適化処理の前にデータをバックアップするかどうかを設定します。
最適化処理前にデータをバックアップする場合は、「最適化前にバックアップ
を実⾏する」を選択し、バックアップデータを保存するサーバー上のディレク
トリを絶対パスで⼊⼒し、バックアップを保存する世代数を選択します。
バックアップを保存する世代は、次の中から選択できます。

1世代

2世代

3世代

4世代

5世代

データベースをバックアップする場合
バックアップファイルを保存するディレクトリを設定します。
バックアップデータを保存するサーバー上のディレクトリを絶対パスで⼊⼒
し、バックアップを保存する世代数を選択します。

バックアップ先のディレクトリを変更すると、データベース最適化のシステムタスクのバックアップ先の
ディレクトリも変更されます。

ログファイルを書き出す

システムタスクの実⾏結果のログファイルを書き出します。
ログファイルには、システムタスクの実⾏状況が記録されています。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の システムタスク > タスク⼀覧の順にクリックする

ログファイルを書き出す項⽬の ログを書き出すをクリックする

ファイルを保存する
表⽰される画⾯にしたがって、ファイルを保存します。
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V-CUBE ミーティング連携を設定する

V-CUBE ミーティング連携を設定する⽅法について説明します。
スケジュールでV-CUBE ミーティングを使⽤する⽅法については、次のページを参照してください。

Web会議室を利⽤する

V-CUBE ミーティング連携とは
V-CUBE ミーティング連携に必要な準備
Web会議室を予約できるようになるまでの作業の流れ
V-CUBE ミーティング連携を設定する
Web会議室をサイボウズ Officeの施設として追加する

V-CUBEミーティング連携とは

V-CUBE ミーティング on cybozu.com(以下V-CUBE ミーティング)は、インターネット上の仮想会議室(Web会議室)を
使⽤して、会議やミーティングを開くためのオプションサービスです。
会議の参加者に、離れた拠点にいるユーザーや、サイボウズ Officeにアクセスできない⽅がいても、Web会議室へのア
クセスURLが分かれば、インターネット上で会議ができます。
また、クライアントコンピューターにWebカメラとヘッドセットを設定すれば、参加者同⼠で顔を⾒ながら、映像と⾳
声によるWebテレビ会議を実施できます。
V-CUBE ミーティング連携とは、お使いのサイボウズ Officeと、V-CUBE ミーティングとの連携を指します。
連携が完了すると、サイボウズ OfficeからWeb会議室を予約できます。

次のバージョンのサイボウズ Officeをお使いの場合、V-CUBEミーティングを利⽤できます。

サイボウズ Office パッケージ版： バージョン 9.2.0以降

サイボウズ Office クラウド版

KUNAIやケータイでの動作について
KUNAIやケータイからはWeb会議システムは利⽤できません。
予約されたWeb会議室の予定を閲覧しても、Web会議のセクションは表⽰されません。
また、Web会議室の予定の変更や削除もできません。

V-CUBE ミーティングは、株式会社ブイキューブのV-CUBEを使⽤しています。
V-CUBE ミーティング⾃体の概要については、次のページを参照してください。

V-CUBE ミーティング on cybozu.com：製品サイト

V-CUBE ミーティング連携に必要な準備

サイボウズ OfficeとV-CUBE ミーティングを連携する前に次の準備が必要です。

V-CUBE ミーティングを購⼊する
サイボウズ Officeと連携させて使⽤するには、V-CUBE ミーティングを購⼊する必要があります。
サイボウズ Office クラウド版の場合は、サイボウズ ドットコムストアで購⼊します。
V-CUBE ミーティングを申し込んでからサービスを利⽤できるようになるまで、数⽇かかる場合があります。

V-CUBE ミーティング on cybozu.com：製品サイト

ユーザー情報にメールアドレスを設定する
Web会議の参加者には、Web会議室へのログインに必要な情報がメールで送信されます。
システム管理者は、Web会議室を使⽤するすべてのユーザーのメールアドレスを、サイボウズ Office側で設定しておく
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必要があります。

Office 9 パッケージ版の場合
ユーザーのメールアドレスの設定については、次のページを参照してください。

ユーザーを設定する

サイボウズ Office クラウド版の場合
ユーザーのメールアドレスは、「cybozu.com共通管理」画⾯で設定します。

cybozu.com ヘルプ：ユーザーの情報を変更する

Webブラウザーを起動し、https://***.cybozu.com/にアクセスする
「***」は、お客様によって異なります。

次のユーザーでクラウドサービスにログインする

cybozu.com共通管理のAdministratorユーザー

cybozu.com共通管理者に所属するユーザー
cybozu.com ヘルプ：cybozu.com共通管理者を設定する

ログイン後、表⽰された画⾯で、[cybozu.com共通管理]をクリックする
https:// ***.cybozu.com/admin/にアクセスしてもcybozu.com共通管理にアクセスできます。

cybozu.com共通管理で、ユーザー管理の[組織/ユーザー]をクリックする

左側の⼀覧で組織を選択し、メールアドレスを設定するユーザーの をクリックする

「ユーザー情報の編集」画⾯で、「E-mail」欄にメールアドレスを⼊⼒し、[保存]をクリック
する

Web会議室を予約できるようになるまでの作業の流れ

V-CUBE ミーティング連携に必要な準備をする
V-CUBE ミーティング連携に必要な準備

V-CUBE ミーティング上にWeb会議室を開設できるようになると、弊社から、Web会議室の設定に必
要な情報を記載したメールをお送りします。V-CUBE ミーティングを設定するときは、このメールに記
載された情報を使⽤します。

送信されるメールには、「管理者パスワード」が記載されています。このパスワードはV-CUBEの管理
画⾯にログインする際に使⽤します。サイボウズ Officeでは使⽤しません。

弊社からのメールイメージは、次のページで確認できます。
弊社から送信されるメールの例：

V-CUBE ミーティングの管理情報を準備をする
V-CUBE ミーティング利⽤を申し込んだときに発⾏される、次の情報を取得します。

V-CUBE ミーティングURL
ログインID
パスワード
会議室ID（room ID）

サイボウズ Officeで、V-CUBE ミーティング連携を設定する
V-CUBE ミーティング連携を有効にします。
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V-CUBEミーティング連携を設定する

Web会議室をサイボウズ Officeの施設として追加する
Web会議室をサイボウズ Officeの施設として追加する

ユーザーに利⽤開始を連絡する

V-CUBE ミーティング連携を設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

運⽤管理の 他システムとの連携 > V-CUBE ミーティング連携の順にクリックす
る

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

連携の設定の設定項⽬

項⽬ 説明

連携 V-CUBE ミーティング連携を利⽤する場合は、「利⽤する」を選択します。

招待URLの表⽰ 「予定の詳細」画⾯に、Web会議室のアクセスURLを表⽰する場合は、「詳
細画⾯に表⽰する」を選択します。

招待URLのE-mail通知 予定の参加者に、Web会議室のアクセスURLや、開催時間などをメールで通
知する場合は、「E-mail通知する」を選択します。

ログイン設定の設定項⽬
次の項⽬は、V-CUBE ミーティングの利⽤を申し込んだ時に指定された値を⼊⼒します。

項⽬ 説明

V-CUBEミーティングURL V-CUBE ミーティングを利⽤したWeb会議室にアクセスするためのURL で
す。

ログインID Web会議室に⼊室するためのログインIDです。

パスワード Web会議室に⼊室するためのパスワードです。

「ログイン設定」の各項⽬には、弊社から送信されるメールに記載されている情報を⼊⼒します。

弊社から送信されるメールの例：

この度はご注⽂を頂きまして誠にありがとうございます。
ご注⽂の環境を作成いたしました。
以下の案内にしたがって環境の設定をしてください。
▼設定⽅法
http://manual.cybozu.co.jp/office/admin_app/vcube.html
ログインID：**1234567
部屋 KEY ：**1234567-1-1234
初期ログインパスワード：45hq4KbCV3

89



初期管理者パスワード ：ammFRNUjT2
⼊⼒⽤ URL ：https://cybozu.nice2meet.us/

⼊⼒後のイメージ：

招待URLのE-mail通知について
メール通知は、サイボウズ Officeからではなく、V-CUBEから送信されます。
メールの差出⼈は、vsupport@vcube.co.jpです。
メール通知が送信されるタイミングは、次のとおりです。

Web会議システムを使⽤した予定の予約が完了した時

Web会議システムを使⽤した予定の内容が変更(中⽌含む)された時

Web会議システムを使⽤した予定の開催中にユーザーを招待した時

Web会議室をサイボウズ Officeの施設として追加する

V-CUBE ミーティング連携を利⽤したWeb会議室をサイボウズ Officeの施設として追加します。
施設を追加する⼿順は、通常の施設と同様です。

施設を設定する
ただし、V-CUBE ミーティングに関する次の設定項⽬は、V-CUBE ミーティング連携がされている場合に表⽰されま
す。

施設の設定項⽬

項⽬ 説明

V-CUBE ミーティング連携 「連携する」を選択します。

V-CUBE 会義室コード

V-CUBE ミーティングの利⽤が可能になったことを通知するメールに、会議室
ID（room ID）が記載されています。
この会議室IDを施設コードとして設定します。

弊社から送信されるメールの例：
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パッケージ版のデータをサイボウズ Office クラウド版に移⾏する

パッケージ版のデータをサイボウズ Office クラウド版に移⾏する⼿順を説明します。
パッケージ版のデータをサイボウズ Office クラウド版に移⾏する場合は、サイボウズが提供する最新バージョンの
「cybozu.com データ移⾏ツール for サイボウズ Office」(以下、データ移⾏ツール)を使⽤します。

パッケージ版のデータをクラウド版に移⾏するためには、あらかじめ、移⾏先のサイボウズ Office クラウド版の環境を購
⼊、または試⽤を開始していただく必要があります。

「サイボウズ Office」クラウド版 お試し⼿順

Office 10 パッケージ版をお使いの場合は、次のページを参照してください。

Office 10： データ移⾏ツール

作業の流れ
作業前に確認すること
データ移⾏ツールを途中で終了する場合の注意
Windows環境の場合
Linux環境の場合
migration_error.logを確認する
cleanup.logを確認する
データ移⾏後の最初の作業

作業の流れ

移⾏元製品の運⽤や移⾏するデータを確認する
作業前に確認すること

サイボウズ Office クラウド版の試⽤を申し込む
「サイボウズ Office」クラウド版 お試し⼿順

サイボウズのクラウドサービスで、データ移⾏を許可する
試⽤期間中は、データ移⾏を許可しない設定でも、データを移⾏できます。

サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での準備

移⾏元の製品で、ログイン⽅法とログイン名を確認する
移⾏元の製品で、ログイン⽅法とログイン名を設定されていない場合、エラーが表⽰されデータ移⾏
が中断されます。移⾏元の製品で、必ずログイン⽅法とログイン名の設定を確認してください。

ログイン⽅法とログイン名の設定

最新バージョンの「cybozu.com データ移⾏ツール for サイボウズ Office」を
ダウンロードする

最新バージョンの「cybozu.com データ移⾏ツール for サイボウズ Office」の⼊⼿

データ移⾏ツールを実⾏する
データ移⾏ツールを起動し、画⾯にしたがって実⾏してください。

データ移⾏ツールを途中で終了する場合の注意
Windows環境の場合
Linux環境の場合
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データ移⾏完了のメールを受信する
サイボウズドットコム ストアで登録したメールアドレスにデータ移⾏完了のメールが届いていれ
ば、データの移⾏は完了しています。

サイボウズ Office クラウド版にアクセスして、移⾏したデータを確認する
データ移⾏後の最初の作業

サイボウズのクラウドサービスで、データ移⾏の許可を解除する
サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での作業

作業前に確認すること

データ移⾏ツールを使⽤する前に確認する項⽬は、次のとおりです。

移⾏元製品の運⽤の確認
データ移⾏ツールの動作環境
移⾏するデータ
移⾏時のユーザー情報と組織情報の扱い
移⾏元製品での準備
サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での準備
サイボウズ Office クラウド版での準備
443ポートの解放
その他の注意事項
最新バージョンの「cybozu.com データ移⾏ツール for サイボウズ Office」の⼊⼿

移⾏元製品の運⽤の確認

移⾏元の製品の運⽤状況によっては、データ移⾏ツールが使⽤できない場合があります。
お客様の運⽤状況にあわせて、下記の注記を確認してください。

お客様のサーバー上でパッケージ版を運⽤している場合：
次のユーザーでサーバーにログインできる場合、データ移⾏ツールを使ってサイボウズ Office クラウド版にデータを移
⾏できます。

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

レンタルサーバー上でパッケージ版を運⽤している場合：
次のユーザーでサーバーにログインできる場合、データ移⾏ツールを使ってレンタルサーバーからサイボウズ Office ク
ラウド版にデータを移⾏できます。

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

ただし、データ移⾏の操作をすると、レンタルサーバーに負荷がかかる恐れがあります。データを移⾏する前に、レンタ
ルサーバー業者にデータ移⾏ツールの使⽤が可能かどうかを確認してください。

レンタルサーバーからのデータ移⾏が難しい場合は、下記の⽅法でのデータ移⾏をご検討ください。
1. レンタルサーバーで運⽤しているサイボウズ製品の次のデータをお客様のローカル環境にダウンロードする

移⾏するデータ
2. お客様のローカル環境にサイボウズ Office パッケージ版の環境を構築し、⼿順1のデータをリストアする

Office 6：リストアする
Office 7：データをリストアする
Office 8：データをリストアする
Office 9 パッケージ版：データをリストアする
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3. ⼿順2の環境で、データ移⾏ツールを使ってデータを移⾏する

ASP版の場合：
データ移⾏ツールは使⽤できません。 次の条件を満たすCSVファイルデータの
み移⾏できます。

ASP版から書き出せるデータである。

サイボウズ Office クラウド版で読み込めるデータである。

データ移⾏ツールの動作環境

データ移⾏ツールを、動作保障していない環境で実施すると、エラーが発⽣する場合があります。
詳細は次のページを参照してください。

製品サイト： データ移⾏ツール動作環境

Linux環境について
Linux環境でのデータ移⾏ツールの動作環境はglibc 2.3以上です。
次の条件では、実⾏時にエラーが発⽣し、データ移⾏ツールが終了します。

glibcのバージョンが2.3以上でない。

glibcのバージョンが判定できない。

Linux環境でcURLを利⽤している場合の注意
cURLのバージョンやビルドオプションによっては2GB以上のファイルが扱えない場合があります。
次のコマンドを実⾏して確認してください。

$ curl -V

実⾏結果のFeatures：以下に、"Largefile"が表⽰されない場合、2GB以上のファイルを扱えない状況で
す。
cURLを最新のバージョンにバージョンアップしてから、データ移⾏ツールを実⾏してください。
cURLのバージョンアップ以外の⽅法でのデータ移⾏ツールの実⾏につきましては、テクニカルサポートま
でお問い合わせください。

「サイボウズ Office」クラウド移⾏専⽤相談フォーム

移⾏するデータ

お使いの製品のバージョンによって、移⾏できるデータや移⾏できないデータが異なります。
移⾏できるディレクトリ下のデータであっても、「移⾏できないデータ」欄に記載しているデータは移⾏できません。

 Office9 をお使いの場合 Office 6/7/8をお使いの場合

移⾏できる
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
   Office 6.1.1.0以前をお使いの場合、logディレクトリは存在しません。

移⾏できな
いデータ

・<インストールディレクトリ>
   /cb5/data/onlinedb
・<インストールディレクトリ>
   /cb5/data/sched
・<インストールディレクトリ>
   /cb5/data/transaction
・<インストールディレクトリ>
   /cb5/data/.htaccess
・<インストールディレクトリ>

・<インストールディレクトリ>
   /cb5/data/sched
・<インストールディレクトリ>
   /cb5/data/.htaccess
・<インストールディレクトリ>
   /cb5/data/.mrr
・<インストールディレクトリ>
   /cb5/file/.htaccess
・<インストールディレクトリ>
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   /cb5/file/.htaccess
・<インストールディレクトリ>
   /cb5/log/.htaccess

   /cb5/log/.htaccess

ファイル構
成の詳細

Office 9 パッケージ版：ファイル構成
Office 6：ファイル構成
Office 7：ファイル構成
Office 8：ファイル構成

移⾏時のユーザー情報と組織情報の扱い

データを移⾏すると、移⾏先のクラウド版のデータが更新されたり、削除されたりします。
ここでは、パッケージ版のユーザー情報、パスワード、組織情報のデータが、移⾏時にどのように扱われるかを説明しま
す。
すでにクラウド版の運⽤を開始している場合は、データを移⾏する前に、必要なデータをCSVファイルに書き出しておくこ
とを推奨します。

ユーザー情報
パスワード
組織情報

ユーザー情報

データを移⾏すると、パッケージ版のユーザー情報は、クラウド版の「cybozu.com 共通管理」に取り込まれます。
ただし、すでにクラウド版のサイボウズ Officeをお使いの場合、パッケージ版とクラウド版の両⽅に、ログイン名が同じ
ユーザーが存在すると、パッケージ版のデータを使ってクラウド版のユーザー情報を更新するかどうかを選択できます。
取り込まれたユーザー情報は、cybozu.com 共通管理の次の項⽬で確認できます。

cybozu.com共通管理の「ユーザー」に統合される情報
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移⾏時に、パッケージ版のユーザー情報の「よみ」を、cybozu.com共通管理上で「姓」と「名」で分け
て登録したい場合
データ移⾏ツールを起動する前に、移⾏元のサイボウズOffice で、ユーザー情報の「よみ」の姓と名をス
ペースで区切ってください。

パスワード

パッケージ版で設定しているユーザーのパスワードは、クラウド版に移⾏できません。
また、移⾏前にクラウド版でパスワードに関する設定をしていても、データを移⾏すると、クラウド版から次の設定がクリ
アされます。

パスワードポリシーの設定

ユーザーのパスワード

データの移⾏後に、再度、上記の設定をする必要があります。

組織情報

データを移⾏すると、パッケージ版の組織情報は、クラウド版の「cybozu.com共通管理」に取り込まれます。

｢グループ｣から「組織」への名称変更
バージョン 9.3.0以降のサイボウズ Officeでは、「グループ」の名称が「組織」に変更されます。名称が
変更されるだけで、設定内容には変更ありません。

cybozu.com共通管理の「組織」に統合される情報
cybozu.com共通管理での組織の表⽰について
データ移⾏ツールを複数回実⾏する場合の注意

cybozu.com共通管理の「組織」に統合される情報

取り込まれた組織情報は、cybozu.com 共通管理の次の項⽬で確認できます。

移⾏元
サイボウズ Office

 
移⾏先

cybozu.com共通管理

組織名(旧：グループ名) → 組織名

組織(旧：グループ)情報 → 組織の説明
 移⾏したデータは「説明」欄に
 表⽰されます。

 

 組織コード
 組織情報を識別するためのコードです。
 組織情報を統合する際に、サイボウズ Office側
 の組織IDをもとに、システムにより⾃動的
 に設定されます。
 組織コードを変更すると、データ移⾏ツールの
 実⾏時に、サイボウズ Officeから移⾏した組織
 が重複して追加される恐れがあります。
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 設定された組織コードは変更しないでください。

組織(旧：グループ)の所属ユーザーの情報
 どの組織(旧：グループ)に誰が所属している
 か、というデータです。

→ 組織の所属ユーザーの情報

cybozu.com共通管理での組織の表⽰について

cybozu.com共通管理の組織は階層化できますが、データ移⾏に伴い追加された組織は並列で表⽰されます。
これは、移⾏元のOffice 9 パッケージ版の組織情報が階層表⽰に対応していないためです。
ただし、移⾏前にcybozu.com共通管理に組織が登録されていたかどうかで、追加された組織が表⽰される状態は異なりま
す。

cybozu.com共通管理に組織を設定していない場合
この場合、移⾏元の組織情報は、そのまま移⾏先のcybozu.com共通管理に取り込まれます。
移⾏元の組織コードは、組織IDを利⽤して、データ移⾏ツールを実施する場合のみ、システムによって強制的に⽣成されま
す。通常、移⾏元のパッケージ版に組織コードは存在しません。

cybozu.com共通管理に組織を設定している場合
移⾏元の組織情報は「サイボウズ Officeの組織」として、まとめてcybozu.com共通管理に取り込まれます。
ただし、データの移⾏によって追加された組織と分かるように、組織名の後ろに「(OF)」が表⽰されます。
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cybozu.com共通管理の組織名に設定できる⽂字数は、128⽂字までです。
移⾏元の組織名が125⽂字以上の場合、移⾏後の組織名に「(OF)」が付加されると⽂字制限を超えるた
め、組織名が途中までしか表⽰できません。
移⾏後の組織名を短く編集すると、組織名がすべて表⽰できるようになります。

組織情報の統合の詳細は、次のページを確認してください。

組織情報の統合について

データ移⾏ツールを複数回実⾏する場合の注意

実際の作業の前に試験的にデータ移⾏ツールを実施する場合や、移⾏中のエラーにより再度データ移⾏を実施する場合な
ど、データ移⾏ツールを複数回実⾏することがあります。
このような場合での組織情報の扱いについて説明します。

データの移⾏では、移⾏元と移⾏先で組織コードが同⼀であれば、同じ組織と⾒なします。
cybozu.com共通管理側で組織コードを変更しない限り、データ移⾏ツールを複数回実⾏しても、組織が重複して追加さ
れることはありません。
ただし次の変更をしている場合は、次回のデータ移⾏でcybozu.com共通管理に反映される内容が異なるため、注意が必要
です。

前回のデータ移⾏から、移⾏元で組織名や所属ユーザーを変更している

前回のデータ移⾏で取り込んだ組織の組織コードを、移⾏先で変更している

前回のデータ移⾏から、移⾏元で組織名や所属ユーザーを変更している場合
移⾏元と移⾏先で組織コードが同⼀であれば、次のようにデータが移⾏されます。
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組織名：
⼀度移⾏された情報は、データ移⾏ツールでは更新や削除ができません。
データを移⾏した後にパッケージ版の組織名を変更した場合は、⼿動でcybozu.com共通管理の組織名を更新する必要が
あります。

組織に所属するユーザー：
⼀度移⾏された情報は、データ移⾏ツールでは削除できません。
前回のデータ移⾏時から、追加された所属ユーザーのみ、cybozu.com共通管理に移⾏されます。

前回のデータ移⾏で取り込んだ組織の組織コードを、移⾏先で変更している場合
移⾏元と移⾏先で組織コードが異なるサイボウズ Officeの組織は、次回のデータ移⾏で新規の組織として移⾏先に追加され
ます。
cybozu.com共通管理側で変更した組織コードを⼿動で元に戻しても、システム内で保持する情報が変わるため、次回の
データ移⾏時に移⾏元のデータを上書きできません。

移⾏元製品での準備
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移⾏するユーザー数を確認する
Office 9 パッケージ版にバージョンアップする
Office製品とデヂエ製品、またはデヂエ製品をバージョンアップする場合の注意
ログイン⽅法とログイン名を設定する
デヂエ製品からデータを移⾏する場合の注意

移⾏するユーザー数を確認する

データ移⾏ツールを使って、サイボウズ Office クラウド版に移⾏できるユーザー数は300⼈以下を推奨しています。
300⼈を超えるユーザー数をサイボウズ Office クラウド版へ移⾏したい場合は、サイボウズまでお問い合わせください。

「サイボウズ Office」クラウド移⾏専⽤相談フォーム

Office 9 パッケージ版にバージョンアップする

データ移⾏ツールが対応している製品は次のとおりです。

Office 6
Office 6.1以前のバージョンから、サイボウズ Office クラウド版にデータを移⾏する場合は、次のページを確認してく
ださい。

移⾏するデータ

Office 7

Office 8

Office 9 パッケージ版

下記の製品からサイボウズ Office クラウド版にデータを移⾏する場合は、⼀度Office 9 パッケージ版にバージョンアップ
します。

サイボウズ AG

Windows環境：サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップ
する
Linux環境：サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップす
る

Office 4以前の製品

Windows環境：Office 4以前の製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Linux環境：Office 4以前の製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

デヂエ製品

Windows環境：デヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Linux環境：デヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

Office 8 plus デヂエ

Windows環境：Office 8 plus デヂエからOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Linux環境：Office 8 plus デヂエからOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

Office製品とデヂエ製品の両⽅を使⽤し、かつ両製品のデータを移⾏する場合は、両製品を⼀度Office 9 パッケージ版に
バージョンアップしてください。

Windows環境：Office製品とデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
Linux環境：Office製品とデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

Office製品とデヂエ製品、またはデヂエ製品をバージョンアップする場合の注意
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データ移⾏ツールを利⽤する前に、お使いの環境をOffice 9パッケージ版にバージョンアップする必要があります。
バージョンアップすると、「デヂエ」のデータは「カスタムアプリ」に保存されます。

「サイボウズ Office 9 バージョン 9.0.0」を利⽤する場合の注意
バージョン 9.0.0のOffice 9 パッケージ版のカスタムアプリでは、次の不具合が確認されています。
不具合：
更新通知が正常に通知されない

バージョン 9.0.0のOffice 9 パッケージ版からサイボウズ Office クラウド版にデータを移⾏する場合は、バージョン
9.0.0のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした直後に修正プログラムを実⾏してください。修正プログラムは次
のページからダウンロードできます。

不具合情報公開サイト

ログイン⽅法とログイン名を設定する

データを移⾏する前に、移⾏元の製品で下記の設定をする必要があります。

ログイン名を設定する
ログイン名を設定する場合に注意する点は、次のとおりです。

全ユーザーにログイン名を設定し、他のどのユーザーとも重複しないログイン名を設定する。

/ \ [ ] " : ; | < > + = , ? *の⽂字を使⽤しない。

128⽂字以下に設定する。

ログイン名の前後にある空⽩を削除する。
半⾓全⾓に関わらず、ログイン名の前後に空⽩がないようにする必要があります。

Office 6：ユーザー情報の設定
Office 7：ユーザーを設定する
Office 8：ユーザーを設定する
Office 9 パッケージ版：ユーザーを設定する

ログイン⽅法を「ログイン名を⼊⼒する」に設定する

Office 6：ログイン⽅法の設定
Office 7：ログイン⽅法を変更する
Office 8：ログイン⽅法を変更する
Office 9 パッケージ版：ログイン⽅法を変更する

ログイン名をCSVファイルで⼀括設定する場合の注意
CSVファイルを使ってユーザー情報を⼀括更新する場合は、次の順序で作業します。

1. すべての項⽬をCSVファイルに書き出します。
2. 変更したい項⽬を編集します。
   この時、CSVファイルで項⽬の削除や追加をすると、CSVファイルの読み込み時に、他の項⽬の
   データが初期化される恐れがあります。
3. 編集後のCSVファイルを読み込みます。

詳細は、次のページを参照してください。

よくある質問と答え(FAQ)

デヂエ製品からデータを移⾏する場合の注意

デヂエ製品でログイン名を設定していても、データ移⾏ツールの実⾏中に、「各ユーザーの「ログイン名」を設定してくだ
さい」と表⽰される場合があります。
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このエラーは、デヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした後、⼀度もOffice 9 パッケージ版にアクセス
していない場合に表⽰されます。
⼀度、Office 9 パッケージ版にアクセスしてから、再度データ移⾏ツールを実⾏してください。

サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での準備

サイボウズのクラウドサービスで、データ移⾏を許可します。
試⽤期間中は、データ移⾏を許可しない設定でも、データを移⾏できます。
試⽤期間中に操作される場合は、「サイボウズ Office クラウド版での準備」に進みます。

サイボウズ Office クラウド版での準備

Webブラウザーを起動し、https://***.cybozu.com/にアクセスする
サブドメインとAdministrator パスワードの確認

次のユーザーでクラウドサービスにログインする

ログイン名：Administrator

パスワード：Administrator パスワード

cybozu.comヘルプ：Administratorのパスワードを忘れてしまった

ログイン後、表⽰された画⾯で、[cybozu.com共通管理]をクリックする
https:// ***.cybozu.com/admin/にアクセスしてもcybozu.com共通管理にアクセスできます。

システム管理の[データ移⾏の許可]をクリックする

「データ移⾏の許可」画⾯で、「パッケージ版サイボウズ Officeからのデータ移⾏を許可す
る」を選択し、[保存]をクリックする
パッケージ版からデータを移⾏すると、サイボウズ Office クラウド版ですでに作成、または保存しているデータは削
除されます。
データ移⾏が実⾏されたことを確認した後は、上記の設定画⾯で、データ移⾏の許可を解除します。

サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での作業

サイボウズ Office クラウド版での準備

プロキシサーバーを経由でデータ移⾏ツールを実⾏する場合の注意
環境変数を設定する必要があります。詳細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)

サイボウズ Office クラウド版の環境
移⾏元の製品データは、サイボウズ Office クラウド版に移⾏します。
そのため、データ移⾏ツールを使⽤する前に、サイボウズドットコム ストアからサイボウズ Office クラウド版の試⽤を申
し込み、環境を準備しておく必要があります。
ユーザーの契約数は、移⾏元の製品に登録されているユーザー数と同数か、それ以上のユーザー数を設定してください。
サイボウズ Office クラウド版の試⽤を申し込む⼿順については、次のページを参照してください。

「サイボウズ Office」クラウド版 お試し⼿順

サブドメインとAdministrator パスワードの確認
データ移⾏ツールの操作で、サイボウズドットコム ストアで取得したサブドメインとAdministrator パスワードを⼊⼒しま
す。
データ移⾏ツールを起動する前に確認してください。
サブドメインは、準備した環境のURLからも確認できます。
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サイボウズ Office クラウド版の環境のデータの扱い
データを移⾏すると、移⾏先に指定したドメインにあるサイボウズ Office クラウド版のデータは削除されます。データを
移⾏する前にサイボウズ Office クラウド版にデータを追加している場合は、CSVファイルにデータを書き出すか、データ
が削除されても⽀障がないか確認してください。

443ポートの解放

クラウド版の環境(cybozu.com)には、443ポートでアクセスします。
そのため、データを移⾏する前に、お客様のサーバーマシンやファイアウォールなどのネットワーク機器で「443ポート」
を解放する必要があります。
ポート解放の⼿順は、移⾏元製品でお使いのサーバーの管理者やネットワーク管理者にお問い合わせください。

その他の注意事項

サイボウズ Officeとメールワイズの両データを移⾏する想定がある場合
各製品によって、必要なデータ移⾏ツールは異なります。製品にあった正しいデータ移⾏ツールを使⽤してください。
また、サイボウズ Officeとメールワイズのデータは、同時進⾏でクラウド版に移⾏できません。
必ず1つの製品のデータ移⾏が完了してから、次の製品のデータを移⾏してください。

サイボウズのクラウドサービスのセキュアアクセスについて
セキュアアクセス(外部からのアクセス情報)のクライアント証明書をユーザーに配布した後、データ移⾏ツールを実⾏して
も、配布されたクライアント証明書の設定はクリアされません。データ移⾏後も継続して使⽤できます。

セキュアアクセスとは

プロキシ経由でデータ移⾏ツールを実⾏する場合
プロキシ経由でデータ移⾏ツールを実⾏する場合は、環境変数を設定する必要があります。詳細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)

その他の留意点や問い合わせに関しては、次のページで案内しています

よくある質問と答え(FAQ)

最新バージョンの「cybozu.com データ移⾏ツール for サイボウズ Office」の⼊⼿

バージョンが古いデータ移⾏ツールを実⾏すると、エラーが表⽰されます。
次のページから最新バージョンのデータ移⾏ツールをダウンロードしてください。

ダウンロード

データ移⾏ツールを途中で終了する場合の注意
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データの移⾏処理に想定以上の時間がかかっていたり、データ移⾏ツールからエラーが出続ける場合に、データ移⾏ツール
の処理を途中で終了できます。
下記の⼿順でデータ移⾏ツールを終了してください。

キーボードでCtrlキーを押しながら、[c]を押し、データ移⾏ツールの処理を中断する
Windowsの場合： データ移⾏ツールを終了する場合は、コマンドラインで[Y]を⼊⼒し、Enterキーを押します。
Linuxの場合： データ移⾏ツールは終了しています。

移⾏元の製品にアクセスし、メンテナンスモードが解除されているかどうかを確認する

メンテナンスモードが解除されていない場合
データ移⾏ツールを途中で終了しても、メンテナンスモードが⾃動的に解除されない場合があります。次
の⼿順でメンテナンスモードを⼿動で解除できます。
移⾏元の製品がインストールされているサーバーから、次のファイルを削除します。

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

Windows環境の場合

Windows環境にインストールされている移⾏元の製品データをクラウド版に移⾏します。

データを移⾏する環境を確認する
作業前に確認すること

移⾏元の製品のインストールディレクトリを確認する
Office 6：サイボウズ(R) Office の実⾏環境の診断
Office 7：「Office7」の実⾏環境を確認する
Office 8：「Office 8」の実⾏環境を確認する
Office 9 パッケージ版：製品の実⾏環境を確認する

ダウンロードした「migration-1.0.x-windows.zip」を任意のディレクトリに保存し、解凍
する

解凍したmigrationフォルダー内にあるデータ移⾏ツール「migration.bat」を、エクスプ
ローラまたはコマンドプロンプトで実⾏して起動する
Windows Server 2008、Windows Vista、またはWindows 7の場合、「migration.bat」を右クリックし、[管理者
として実⾏]をクリックして、データ移⾏ツールを起動してください。

Enterキーまたは Spaceキーを押して、製品の使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
使⽤許諾契約書に同意しない場合は、[N]を⼊⼒してEnter キーを押し、データ移⾏ツールを終了します。

データを移⾏すると、移⾏先に指定したドメインにあるサイボウズ Officeのデータは削除されます。

サイボウズ Office クラウド版の環境のデータの扱い

インストールディレクトリを⼊⼒する

表⽰されているディレクトリを選択する：
該当の番号を⼊⼒して、Enterキーを押します。

⼿動で⼊⼒する：
該当の番号を⼊⼒して、Enterキーを押した後、インストールディレクトリを⼊⼒します。
次の場合は⼿動でディレクトリを⼊⼒する必要があります。
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移⾏元の製品がOffice 6である場合
Office 6.1以前のバージョンから、サイボウズ Office クラウド版にデータを移⾏する場合は、次のページを確
認してください。

移⾏するデータ

インストールディレクトリが表⽰されない場合

不正なインストールディレクトリを⼿動で⼊⼒した場合：
「ディレクトリが存在しません。」というメッセージが表⽰されます。
再度インストールディレクトリを⼿動で⼊⼒する⼿順は、次のとおりです。
1. 「インストールディレクトリを⼿動で⼊⼒する」と表⽰されている該当の番号を⼊⼒し、Enterキーを押す
2. インストールディレクトリを⼊⼒し、Enterキーを押す

このツールは、次のパッケージ版の製品データをサイボウズ Office on cybozu.comへ移⾏するためのツールで
す。
Office 6、Office 7、Office 8、Office 9 データを移⾏する製品のインストールディレクトリを次の項⽬から選択
してください。

[0] C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\cgi-bin\cbag
[1] インストールディレクトリを⼿動で⼊⼒する
>

Enterキーを押して、移⾏元の製品をメンテナンスモードに設定する

処理を継続するには、データを移⾏する製品をメンテナンスモードに設定する必要があります。
メンテナンスモード中は製品にアクセスできません。
Enterキーを押すと、メンテナンスモードに設定します。
>

移⾏元の製品で、ログイン⽅法に「ログイン名を⼊⼒する」を設定していない場合、エラーが表⽰されます。デー
タ移⾏ツールを終了して、ログイン⽅法を再設定した後、⼿順4からやり直してください。

Office 6：ログイン⽅法の設定
Office 7：ログイン⽅法を変更する
Office 8：ログイン⽅法を変更する
Office 9 パッケージ版：ログイン⽅法を変更する

サイボウズ Office on cybozu.com へ移⾏できないデータが⾒つかりました。
詳細はmigration_error.logを参照してください。

システム設定画⾯で、ログイン⽅法に「ログイン名を⼊⼒する」を設定してください。

処理を中断しました。
終了するには、Enterキーを押してください。

migration_error.logを確認する

移⾏元の製品で、ログイン名を設定していないユーザーが確認された場合、エラーが表⽰されます。データ移⾏
ツールを終了して、ログイン名を再設定した後、⼿順4からやり直してください。

Office 6：ユーザー情報の設定
Office 7：ユーザーを設定する
Office 8：ユーザーを設定する
Office 9 パッケージ版：ユーザーを設定する

サイボウズ Office on cybozu.com へ移⾏できないデータが⾒つかりました。
詳細はmigration_error.logを参照してください。

104



加藤 美咲さんのログイン名を設定してください。

処理を中断しました。
終了するには、Enterキーを押してください。

migration_error.logを確認する

移⾏するユーザー数が350⼈より多い場合、エラーが表⽰されます。データ移⾏ツールを終了して、サイボウズま
でお問い合わせください。

「サイボウズ Office」クラウド移⾏専⽤相談フォーム

すでに運⽤しているサイボウズのクラウドサービスのユーザー情報を、移⾏元であるパッケージ
版のユーザー情報で更新する場合は、[Y]を⼊⼒してEnterキーを押す
同じログイン名のユーザー情報があっても、パッケージ版のユーザー情報で更新しない場合は、[N]を⼊⼒してEnter
キーを押します。

更新されるユーザー情報

クラウドサービスとパッケージ版でログイン名が同じユーザー情報がある場合、パッケージ版のデータで更新し
ますか？[Y/N]
>

メールデータをアップロードする場合は、[Y]を⼊⼒してEnterキーを押す
メールデータをアップロードしない場合は、アップロードサイズを低減できます。
メールデータをアップロードしない場合は、[N]を⼊⼒してEnterキーを押します。

メールデータをアップロードしますか？[Y/N]
>

サイボウズ Office クラウド版に移⾏するデータを保存するディレクトリを⼊⼒する
移⾏元の製品のインストールディレクトリにデータを保存する場合は、Enterキーを押します。

データの保存先にネットワークドライブを指定した場合の注意
保存先にネットワークドライブなどを指定すると、例えば、正常に空き容量を計算できないことが原
因で、データ移⾏ツールが強制終了する場合があります。
強制終了した場合は、⼗分な空き容量が確保できる設定になっているかなど、指定先の環境の状態も
含めてご確認ください。

パッケージ版の製品からサイボウズ Office on cybozu.comへ移⾏するデータを作成します。
データを保存するディレクトリを⼊⼒してください。
何も⼊⼒しない場合は、インストールディレクトリにデータを保存します。
[C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\cgi-bin\cbag]
>

サイボウズドットコム ストアで取得したサブドメインを⼊⼒してEnterキーを押す
サブドメインとAdministrator パスワードの確認

Administrator パスワードを⼊⼒してEnterキーを押す
cybozu.comヘルプ：Administratorのパスワードを忘れてしまった

セキュリティのため、パスワードを⼊⼒しても画⾯にパスワードは表⽰されません。
圧縮前のデータが100GBよりも⼤きく、エラーが表⽰されてデータ移⾏ツールが終了した場合は、ツールが強制終了
する場合があります。

表⽰された情報を確認して、データ移⾏を実⾏する場合はEnterキーを押す
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データのアップロードが完了すると、⾃動的にメンテナンスモードは解除されます。

================================================================
移⾏する製品のインストールディレクトリ: C:\Program Files (x86)\Apache Software
Foundation\Apache2.2\cgi-bin\cbag
データの保存ディレクトリ : C:\Program Files (x86)\Apache Software
Foundation\Apache2.2\cgi-bin\cbag/cbofdata.tar.gz
移⾏先のドメイン : xxx.cybozu.com
移⾏データのサイズ : 4(MB)
サイボウズ クラウドサービスのユーザー情報の更新 : はい
================================================================
この内容で実⾏します。
続⾏するにはEnterキーを押してください。

次のデータが削除されることを承諾する場合は、[Y]を⼊⼒して、Enterキーを押す

移⾏先に指定したドメインにあるサイボウズ Officeのデータ

サイボウズ Office クラウド版の環境のデータの扱い

サイボウズのサーバーにデータをアップロード中、エラーが発⽣する場合があります。
 原因例：

⼀時的なネットワークの異常。

データベースが破損している。

データ移⾏に不要なデータの削除に失敗している。
データ移⾏ツールでは、移⾏元製品の不要なデータを削除する、cleanupコマンドが実⾏されます。
詳細については、次のページを確認してください。

cleanup.logを確認する

移⾏ツールが強制終了した場合は、サイボウズにお問い合わせください。

「サイボウズ Office」クラウド移⾏専⽤相談フォーム

Enterキーを押して、データ移⾏ツールを終了する

処理が完了しました。
サイボウズドットコム ストアから作業完了のメールを送信しています。
データ移⾏ツールを終了し、メールを受信してください。

Enterキーを押すと、このツールを終了します。

データ移⾏完了のメールを受信する
サイボウズドットコム ストアで登録したメールアドレスにデータ移⾏完了のメールが届いていれば、データの移⾏は
完了しています。

サイボウズ Office クラウド版にアクセスして、データが移⾏されているかどうかを確認する
⼿順15で確認したメールに記載されているURLにアクセスして、データが移⾏されているかどうか確認してくださ
い。

サイボウズ Office クラウド版：ログインする

パスワードについて
移⾏元の製品で設定していたパスワードは、移⾏先のサイボウズ Office クラウド版に反映されません。サイボウズ
のクラウドサービス(cybozu.com共通管理)で再設定する必要があります。

サイボウズ Office クラウド版のログイン名を変更する
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Linux環境の場合

Linux環境にインストールされているパッケージ版の製品データをクラウド版に移⾏します。

データを移⾏する環境を確認する
データ移⾏ツールを実⾏する前に必ず確認してください。

作業前に確認すること
データ移⾏ツールの動作環境

移⾏元の製品のインストールディレクトリを確認する
Office 6：サイボウズ(R) Office の実⾏環境の診断
Office 7：「Office7」の実⾏環境を確認する
Office 8：「Office 8」の実⾏環境を確認する
Office 9 パッケージ版：製品の実⾏環境を確認する

スーパーユーザーでログインする
suコマンドを利⽤し、root権限でログインします。(" -"を付けます)

# su -

ダウンロードしたデータ移⾏ツール「migration-1.0.x-linux.bin」を任意のディレクトリに
保存し、そのディレクトリに移動する
例) /tmpにデータ移⾏ツールを保存した場合

# cp migration-1.0.x-linux.bin /tmp
# cd /tmp

データ移⾏ツール「migration-1.0.x-linux.bin」をshコマンドで起動する

# sh migration-1.0.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
モードで実⾏します。[N]を⼊⼒してEnter キーを押します。

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。
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、製品の使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
使⽤許諾契約書に同意しない場合は、[N]を⼊⼒してEnter キーを押し、データ移⾏ツールを終了します。

データを移⾏すると、移⾏先に指定したドメインにあるサイボウズ Officeのデータは削除されます。

サイボウズ Office クラウド版の環境のデータの扱い

インストールディレクトリを⼊⼒する

表⽰されているディレクトリを選択する：
該当の番号を⼊⼒して、Enterキーを押します。
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⼿動で⼊⼒する：
該当の番号を⼊⼒して、Enterキーを押した後、インストールディレクトリを⼊⼒します。
移⾏元の製品がOffice 6である場合は⼿動でディレクトリを⼊⼒する必要があります。
Office 6.1以前のバージョンから、サイボウズ Office クラウド版にデータを移⾏する場合は、次のページを確認し
てください。

移⾏するデータ

不正なインストールディレクトリを⼿動で⼊⼒した場合：
「ディレクトリが存在しません。」というメッセージが表⽰されます。
再度インストールディレクトリを⼿動で⼊⼒する⼿順は、次のとおりです。
1. 「インストールディレクトリを⼿動で⼊⼒する」と表⽰されている該当の番号を⼊⼒し、Enterキーを押す
2. インストールディレクトリを⼊⼒し、Enterキーを押す

このツールは、次のパッケージ版の製品データをサイボウズ Office on cybozu.comへ移⾏するためのツールで
す。
Office 6、Office 7、Office 8、Office 9

データを移⾏する製品のインストールディレクトリを次の項⽬から選択してください。
[0] /usr/local/apache2/cgi-bin/cbag
[1] インストールディレクトリを⼿動で⼊⼒する
>

Enterキーを押して、移⾏元の製品をメンテナンスモードに設定する

処理を継続するには、データを移⾏する製品をメンテナンスモードに設定する必要があります。
メンテナンスモード中は製品にアクセスできません。
Enterキーを押すと、メンテナンスモードに設定します。
>

移⾏元の製品で、ログイン⽅法に「ログイン名を⼊⼒する」を設定していない場合、エラーが表⽰されます。デー
タ移⾏ツールを終了して、ログイン⽅法を再設定した後、⼿順5からやり直してください。

Office 6：ログイン⽅法の設定
Office 7：ログイン⽅法を変更する
Office 8：ログイン⽅法を変更する
Office 9 パッケージ版：ログイン⽅法を変更する

サイボウズ Office on cybozu.com へ移⾏できないデータが⾒つかりました。
詳細はmigration_error.logを参照してください。

システム設定画⾯で、ログイン⽅法に「ログイン名を⼊⼒する」を設定してください。

処理を中断しました。
終了するには、Enterキーを押してください。

migration_error.logを確認する

移⾏元の製品で、ログイン名を設定していないユーザーが確認された場合、エラーが表⽰されます。データ移⾏
ツールを終了して、ログイン名を再設定した後、⼿順5からやり直してください。

Office 6：ユーザー情報の設定
Office 7：ユーザーを設定する
Office 8：ユーザーを設定する
Office 9 パッケージ版：ユーザーを設定する

サイボウズ Office on cybozu.com へ移⾏できないデータが⾒つかりました。
詳細はmigration_error.logを参照してください。
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加藤 美咲さんのログイン名を設定してください。

処理を中断しました。
終了するには、Enterキーを押してください。

migration_error.logを確認する

移⾏するユーザー数が350⼈より多い場合、エラーが表⽰されます。データ移⾏ツールを終了して、サイボウズま
でお問い合わせください。

「サイボウズ Office」クラウド移⾏専⽤相談フォーム

すでに運⽤しているサイボウズのクラウドサービスのユーザー情報を、移⾏元であるパッケージ
版のユーザー情報で更新する場合は、[Y]を⼊⼒してEnterキーを押す
同じログイン名のユーザー情報があっても、パッケージ版のユーザー情報で更新しない場合は、[N]を⼊⼒してEnter
キーを押します。

更新されるユーザー情報

クラウドサービスとパッケージ版でログイン名が同じユーザー情報がある場合、パッケージ版のデータで更新し
ますか？[Y/N]
>

メールデータをアップロードする場合は、[Y]を⼊⼒してEnterキーを押す
メールデータをアップロードしない場合は、アップロードサイズを低減できます。
メールデータをアップロードしない場合は、[N]を⼊⼒してEnterキーを押します。

メールデータをアップロードしますか？[Y/N]
>

サイボウズ Office クラウド版に移⾏するデータを保存するディレクトリを⼊⼒する
移⾏元の製品のインストールディレクトリにデータを保存する場合は、Enterキーを押します。

パッケージ版の製品からサイボウズ Office on cybozu.comへ移⾏するデータを作成します。
データを保存するディレクトリを⼊⼒してください。
何も⼊⼒しない場合は、インストールディレクトリにデータを保存します。
[/usr/local/apache2/cgi-bin/cbag]
>

サイボウズドットコム ストアで取得したサブドメインを⼊⼒してEnterキーを押す
サブドメインとAdministrator パスワードの確認

Administrator パスワードを⼊⼒してEnterキーを押す
cybozu.comヘルプ：Administratorのパスワードを忘れてしまった

セキュリティのため、パスワードを⼊⼒しても画⾯にパスワードは表⽰されません。
圧縮前のデータが100GBよりも⼤きく、エラーが表⽰されてデータ移⾏ツールが終了した場合は、ツールが強制終了
する場合があります。

表⽰された情報を確認して、データ移⾏を実⾏する場合は[Y]を⼊⼒し、Enterキーを押す
データのアップロードが完了すると、⾃動的にメンテナンスモードは解除されます。

================================================================
移⾏する製品のインストールディレクトリ: /usr/local/apache2/cgi-bin/cbag
データの保存ディレクトリ : /usr/local/apache2/cgi-bin/cbag/cbofdata.tar.gz
移⾏先のドメイン : xxx.cybozu.com
移⾏データのサイズ : 3(MB)
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サイボウズ クラウドサービスのユーザー情報の更新 : はい
================================================================
この内容で実⾏します。
続⾏するにはEnterキーを押してください。

次のデータが削除されることを承諾する場合は、[Y]を⼊⼒して、Enterキーを押す

移⾏先に指定したドメインにあるサイボウズ Officeのデータ

サイボウズ Office クラウド版の環境のデータの扱い

サイボウズのサーバーにデータをアップロード中、エラーが発⽣する場合があります。
 原因例：

⼀時的なネットワークの異常。

データベースが破損している。

データ移⾏に不要なデータの削除に失敗している。
データ移⾏ツールでは、移⾏元製品の不要なデータを削除する、cleanupコマンドが実⾏されます。
詳細については、次のページを確認してください。

cleanup.logを確認する

移⾏ツールが強制終了した場合は、サイボウズにお問い合わせください。

「サイボウズ Office」クラウド移⾏専⽤相談フォーム

Enterキーを押して、データ移⾏ツールを終了する

処理が完了しました。
サイボウズドットコム ストアから作業完了のメールを送信しています。
データ移⾏ツールを終了し、メールを受信してください。

Enterキーを押すと、このツールを終了します。

データ移⾏完了のメールを受信する
サイボウズドットコム ストアで登録したメールアドレスにデータ移⾏完了のメールが届いていれば、データの移⾏は
完了しています。

サイボウズ Office クラウド版にアクセスして、データが移⾏されているかどうかを確認する
⼿順17で確認したメールに記載されているURLにアクセスして、データが移⾏されているかどうか確認してくださ
い。

サイボウズ Office クラウド版：ログインする

パスワードについて
移⾏元の製品で設定していたパスワードは、移⾏先のサイボウズ Office クラウド版に反映されません。サイボウズ
のクラウドサービス(cybozu.com共通管理)で再設定する必要があります。

サイボウズ Office クラウド版のログイン名を変更する

migration_error.logを確認する

migration_error.logは、データ移⾏ツールを実⾏したフォルダーに作成されます。

例：⼀時フォルダーにデータ移⾏ツールを保存している場合

Windows環境の場合： C:\Temp\migration\migration_error.log
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Linux環境の場合： /tmp/migration_error.log

cleanup.logを確認する

データ移⾏ツールは、移⾏元製品側からデータ移⾏に不要なデータを検索して⾃動的に削除します。
データ移⾏に不要なデータとは、例えば、ユーザー削除や旧バージョンの不具合などにより移⾏元製品に残されてしまう
データです。

cleanup.logは、データ移⾏ツールを保存しているフォルダーに作成されます。
例：⼀時フォルダーにデータ移⾏ツールを保存している場合

Windows環境の場合： C:\Temp\migration\cleanup.log

Linux環境の場合： /tmp/cleanup.log

データ移⾏後の最初の作業

データ移⾏後の最初の作業について説明します。

サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での作業
サイボウズ Office クラウド版での作業

サイボウズのクラウドサービス(cybozu.com共通管理)での作業

Webブラウザーを起動し、https://***.cybozu.com/にアクセスする
サブドメインとAdministrator パスワードの確認

次のユーザーでクラウドサービスにログインする

ログイン名：Administrator

パスワード： Administrator パスワード

cybozu.comヘルプ：Administratorのパスワードを忘れてしまった

ログイン後、表⽰された画⾯で、[cybozu.com共通管理]をクリックする
https:// ***.cybozu.com/admin/にアクセスしてもcybozu.com共通管理にアクセスできます。

システム管理の[データ移⾏の許可]をクリックする

「データ移⾏の許可」画⾯で、「パッケージ版サイボウズ Officeからのデータ移⾏を許可す
る」の選択を外して、[保存]をクリックする
「データ移⾏の許可」画⾯にアクセスできるのは、システム管理者だけです。

ユーザー管理の[管理者の設定]をクリックする

サイボウズ Office クラウド版のシステム管理者を設定する
サイボウズ Office クラウド版のシステム管理者は、次のユーザーです。

cybozu.com共通管理のAdministratorユーザー

cybozu.com共通管理者に所属するユーザー

cybozu.com共通管理者に所属するユーザーの設定については、次のヘルプを参照してください。

cybozu.comヘルプ：cybozu.com共通管理者を設定する

cybozu.com共通管理で、システム管理の[ログイン]をクリックし、パスワードポリシーの設
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定を確認する
初期値から変更する必要があれば、パスワードポリシーの設定を変更してください。

パスワードポリシーの初期値

最低⽂字数： 3⽂字

複雑さ： アルファベットと数字を含める

有効期限： 1年間

cybozu.comヘルプ：パスワードポリシーやアカウントロックアウトを設定する

初回アクセス時には、すべてのユーザーでパスワードの再設定が必要になります。

Office 8以前からサイボウズ Office クラウド版に移⾏した場合、次の項⽬を再確認する必要があります。

URLで指定していたプロフィール画像
移⾏前の設定は無効になります。

URLで指定していた会社ロゴ
移⾏後の会社ロゴにはURLだけが表⽰されます。
会社ロゴを表⽰するには、ロゴファイルをアップロードする必要があります。

会社情報
移⾏後では、次の項⽬がメモとして置換されます。
・会社よみ
・E-mail
・会社Tel
・会社Fax

パスワードに関する制限
移⾏前の設定は無効になります。

サイボウズ Office クラウド版での作業

サイボウズ Office クラウド版のシステム管理の設定を確認します。

Webブラウザーを起動し、https://***.cybozu.com/o/にアクセスする
サブドメインとAdministrator パスワードの確認

システム管理者の設定を確認する
「システム設定」画⾯にアクセスできれば、システム管理者に設定されています。

サイボウズ Officeクラウド版：「システム設定」画⾯にアクセスする
cybozu.comヘルプ：cybozu.com共通管理者を設定する

メールの送受信設定をしている場合は、メールを送受信できるか確認する
メールアカウントとメールサーバーを設定している必要があります。メールサーバーに通信できないと、メールを送受
信できません。
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定期的な作業について

社員の⼊社や退職、社内の組織の変更など、運⽤時の定期的な作業について説明します。

⼊社時のユーザー追加
退社時のユーザー削除
社内組織の変更
ライセンスの更新

⼊社時のユーザー追加

社員が⼊社した場合の⼀連の操作について説明します。

ユーザーを追加する
ユーザーを設定する

メールアカウントを設定する
メールアカウントを登録する

アプリケーションを利⽤するユーザーを設定する
アプリケーションの利⽤ユーザーを設定する

各種アクセス権を設定する
必要に応じてアクセス権を設定します。

スケジュールと施設予約：スケジュールと施設予約にアクセス権を設定する
電話メモ：電話メモにアクセス権を設定する
掲⽰板：カテゴリとアクセス権を設定する
ファイル管理：フォルダにアクセス権を設定する
アドレス帳：ブックにアクセス権を設定する

管理権限を設定する
必要に応じて追加したユーザーをシステム管理者やサポート登録者、運⽤管理者に設定します。

システム管理者を設定する
サポート登録者を登録する
アドレス帳：共有アドレス帳の運⽤管理者を設定する
ワークフロー：運⽤管理者を登録する
報告書：運⽤管理者を登録する
カスタムアプリ：アプリを管理する

多数のユーザーやメールアカウントの追加など、CSVファイルを利⽤して⼤規模な変更をすると便利で
す。また、変更したユーザーやメールアカウントの情報はCSVファイルに書き出しておくことを推奨し
ます。

CSVファイルからデータを⼊出⼒する

退社時のユーザー削除

社員が退職した場合の⼀連の操作について説明します。削除したユーザーは元に戻せません。ユーザーを削除する場合の
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注意点については、次のページを参照してください。
ユーザーの削除について

ユーザーを削除する
ユーザーを設定する

変更したユーザーの情報はCSVファイルに書き出しておくことを推奨します。
CSVファイルからデータを⼊出⼒する

社内組織の変更

社内の組織が変更した場合の⼀連の操作について説明します。
バージョン 9.3.0以降のサイボウズ Officeでは、「グループ」の名称が「組織」に変更されます。名称が変更されるだけ
で、設定内容には変更ありません。

組織を追加、変更、または削除する
組織を設定する

ユーザーが所属する組織を変更する
組織を設定する

ユーザーまたは組織の表⽰順を変更する
ユーザーを設定する  組織を設定する

変更した組織の情報はCSVファイルに書き出しておくことを推奨します。
CSVファイルからデータを⼊出⼒する

ライセンスの更新

ライセンスを更新した場合の⼀連の操作について説明します。

ライセンスを購⼊する
各種ライセンスのお⾒積もり
各種ライセンスのご発注

ライセンスを登録する
ライセンスを登録する

ライセンスを購⼊してワークフロー、報告書、プロジェクト、カスタムアプリの使⽤を開始する場合
は、システム設定で使⽤を開始するアプリケーションを設定する必要があります。

使⽤するアプリケーションを設定する
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データをバックアップする

データをバックアップまたはリストアします。
データが破損したときや誤って必要なデータを削除してしまったときのために、データのバックアップを取ることを推奨し
ます。

メンテナンス時間を設定し、ユーザーが製品にアクセスしない時間帯に、データのバックアップを取って
ください。ユーザーの操作中にバックアップを取ると、操作前までのデータしか保存されないなど、デー
タに差分が⽣じる場合があります。

メンテナンス時間を設定する

継続サービスライセンスを購⼊している場合は、定期的に最適化やバックアップができます。

システムタスク(最適化やバックアップ)を設定する

データをバックアップする
データをリストアする
データベースを最適化する

データをバックアップする

バックアップするディレクトリやファイルを、外部媒体(磁気テープ、CD-R、MO、または別のハードディスク等)に⼿動で
コピーしてバックアップを取ります。
データをバックアップすることで、インストールマシンの故障や、データの誤削除などに備えます。

バックアップに必要なディレクトリ
バックアップするディレクトリは次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data以下すべてのファイル
例) C:\Inetpub\scripts\cbag\cb5\data以下

(インストールディレクトリ)/cb5/file以下すべてのファイル
例) C:\Inetpub\scripts\cbag\cb5\file以下

(インストールディレクトリ)/cb5/log以下すべてのファイル
例) C:\Inetpub\scripts\cbag\cb5\log以下

(インストールディレクトリ)/cb5/module以下すべてのファイル
例) C:\Inetpub\scripts\cbag\cb5\module以下

1⽇に1回、バックアップを取ることを推奨します。

ハードディスクが故障すると、サーバーマシン⾃体が使えなくなります。この場合、製品のデータをバッ
クアップしていても、すぐに製品を使える状態には復旧できません。スムーズにシステム全体を復旧する
ためにも、専⽤のソフトにおいて OS のインストールや各種ドライバの設定など、システム全体のバック
アップを取る、もしくは予備マシン(使い古しのマシンなど)を準備しておくこともご検討ください。

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

(インストールディレクトリ)/cb5/log/

スケジューリングサービスを停⽌してから、データのバックアップをしてください。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。
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よくある質問と答え(FAQ)

利⽤中の製品のファイル構成を確認する
ファイル構成

メンテナンス時間を設定する
メンテナンス時間を設定する

必要なデータを外部媒体などにバックアップする
バックアップに必要なディレクトリ

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

データをリストアする
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バックアップしたファイルをリストア(復旧)します。
バックアップファイルを利⽤し、サーバーが異常終了した場合などにデータを復旧します。

データをリストアするには、バックアップ元と、リストア先のOffice 9 パッケージ版のバージョンが同じ
である必要があります。 例えば、バージョン 9.1.0の環境に、バージョン 9.0.0のバックアップファイル
を上書きすると、次のようなエラーが表⽰されます。

 エラー番号：14012
 データベースをバージョンアップする必要があります。
 サーバー管理者の⽅へ：
 サイボウズ Officeを上書きインストールしてください。

エラーが表⽰された場合は、バックアップファイルをリストアした環境を、最新のOffice 9 パッケージ版
にバージョンアップしてください。

バージョンアップする(Windows環境)
バージョンアップする(Linux環境)

データをリストアしても、バックアップ以降に変更したデータは復旧されません。このため、バックアッ
プ以降に受信したメールが閲覧できなかったり、削除したデータが⼀覧に表⽰されたりなど、データに不
整合が⽣じる可能性があります。

スケジューリングサービスを停⽌してから、データのリストアをしてください。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)

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

所有者  ：  httpd起動ユーザー

所有グループ  ：  root

パーミッション  ：  644

利⽤中のサイボウズ Officeにリストアする
他のサーバーにインストールしたサイボウズ Officeにリストアする

利⽤中のサイボウズ Officeにリストアする

メンテナンス時間を設定する
メンテナンス時間を設定する

バックアップ元でバックアップファイルをコピーし、リストア先の該当のディレ
クトリをリネームして、バックアップデータと置き換える
ファイル構成を確認し、バックアップしたディレクトリと同じ位置にデータをリネームして置き換え
ます。

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

ファイル構成
バックアップに必要なディレクトリ

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

メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動してサイボウズ Officeにアクセスし、動作確認する
次の項⽬を確認します。

バックアップした状態のデータを、正常に閲覧または表⽰できる。
正常にデータを登録または変更できる。

他のサーバーにインストールしたサイボウズ Officeにリストアする

他のサーバーにサイボウズ Officeをインストールする
インストールマニュアル

メンテナンス時間を設定する
メンテナンス時間を設定する

バックアップ元でバックアップファイルをコピーし、リストア先の該当のディレ
クトリをリネームして、バックアップデータと置き換える
ファイル構成を確認し、バックアップしたディレクトリと同じ位置にデータをリネームして置き換え
ます。

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

data(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/cb5/data(バックアップ
ファイル)
file(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/cb5/file(バックアップファ
イル)
log(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/cb5/log(バックアップファ
イル)
module(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/cb5/module(バック
アップファイル)

ファイル構成
バックアップに必要なディレクトリ

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

メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動してサイボウズ Officeにアクセスし、動作確認する
次の項⽬を確認します。

バックアップした状態のデータを、正常に閲覧または表⽰できる。
正常にデータを登録または変更できる。

データベースを最適化する

次のディレクトリの配下に保存されているファイルを最適化します。

(インストールディレクトリ)/cb5/data配下に保存されているすべてのodbxファイル

(インストールディレクトリ)/cb5/data/db配下に保存されているすべてのdbmxファイル
最適化処理をすると、肥⼤化したodbxファイルとdbmxファイルを整理し、製品の処理速度を改善できます。

データをバックアップしてから、データベースの最適化処理をしてください。

データをバックアップする

最適化処理には、Administrator権限(Windows環境)またはroot権限(Linux環境)が必要です。

最適化処理中は、⾃動的にメンテナンス時間が設定されます。 また、別途メンテナンス時間を設定してい
る場合、設定されている時間帯に最適化処理はできません。

スケジューリングサービスを停⽌してから、データの最適化処理をしてください。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)

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、「実⾏環境の診断」画⾯のDir欄で確認できま
す。

製品の実⾏環境を確認する

コマンドを実⾏する
最適化処理が実⾏されます。

最適化処理の実⾏コマンド

環境 説明

Windowsサーバー ag.exe -x optimize -N

Linuxサーバー ./ag.cgi -x optimize -N

最適化処理の停⽌コマンド
最適化の途中でも安全に強制停⽌するコマンドです。
設定していたメンテナンス時間も解除されます。

環境 説明
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Windowsサーバー ag.exe -x optimize -E

Linuxサーバー ./ag.cgi -x optimize -E

コマンド実⾏後に「Terminate successfully」が表⽰された場合は、強制終了・停⽌が成功していま
す。
コマンド実⾏後に「Error : Failed to terminate」が表⽰された場合は、すでに処理が終了していま
す。
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ファイル構成

Office 9 パッケージ版のファイル構成について説明します。
「実⾏環境の診断」画⾯のDocumentRootまたはDir欄で、現在インストールされているサーバーの環境を確認できます。

製品の実⾏環境を確認する

Office 9 パッケージ版をインストールすると、インストール時に設定したCGIディレクトリやドキュメントルートディレク
トリの下に、次のような構成でファイルが保管されます。

 ･･･Office 9 パッケージ版のインストール時に作成されるディレクトリ
 ･･･Office 9 パッケージ版のインストール時に作成されるファイル

CGIディレクトリ
ドキュメントルートディレクトリ

CGIディレクトリ

<インストール識別⼦>
├  ag.exe(cgi)  Office 9 パッケージ版の実⾏ファイル
├  Readme.txt  Readmeファイル
├  License.txt  試⽤許諾書
├  k.exe(cgi)  ケータイの実⾏ファイル
├  sched.exe(cgi)  スケジューリングサービスの実⾏ファイル
├  sched.ini  スケジューリングサービス⽤の設定ファイル
├  sched.log  スケジューリングサービスのログファイル
├  ua.ini  ケータイ⽤の設定ファイル
├ doc
│ ├  Readmeaccess.html  Office 9 パッケージ版へのアクセス⽅法
│ ├  Readmelink.html  サイボウズのサイトへのリンク
│ │  ：
├ cb5

│ ├ file Office 9 パッケージ版に添付したデータや使⽤しているアプリケーションの⼀時データ
ファイルが格納されるディレクトリ

│ ├ log ログが格納されるディレクトリ
│ ├ res リソースファイルを格納するディレクトリ
│ ├ session ユーザーのセッション情報の管理に使⽤するディレクトリ
│ ├ tmp アップロードしたファイルの⼀時格納⽤ディレクトリ
│ ├ page 画⾯を表⽰するためのテンプレート⽤ディレクトリ
│ │ ├ (注1)backup テンプレートファイルのバックアップフォルダ
│ │ │ └ mobile ケータイのテンプレートファイルのバックアップフォルダ
│ │ ├  *.html
│ │  ：
│ ├ module 使⽤しているアプリケーションの情報
│ │ ├  Basic(基本セット)  
│ │ ├  Library  
│ │ ├  Project  
│ │ ├  Report  
│ │ ├  WorkFlow  
│ │ └  Smart  
│ └ data Office 9 パッケージ版に登録されたデータを保存するディレクトリ
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│ ├ db アプリ⽤格納ディレクトリ
│ ├ log ログが保存されるディレクトリ
│ ├ onlinedb 配布テンプレート⽤ファイル格納ディレクトリ
│ ├ sched システムタスク(バックアップ、最適化)の設定ファイル格納ディレクトリ
│ ├ notify 通知データの⼀時保存フォルダ
│ ├ message メッセージのデータ⽤ディレクトリ
│ │ ├  message.odbx  メッセージのデータ
│ │ └  messagemgr.odbx メッセージのデータファイルの管理⽤データ
│ ├ personal データベースファイル(○○.odbx) ⽤ディレクトリ
│ │ ├  (注2)userID.odbx  ユーザーごとの登録データ
│ │  ：
│ ├  address.odbx  アドレス帳のデータ
│ ├  biz.odbx  サイボウズ ネット連携サービス または継続サービスのデータ
│ ├  cabinet.odbx  ファイル管理のデータ
│ ├  calendar.odbx  スケジュールのデータ
│ ├  db.odbx  カスタムアプリのデータ
│ ├  forum.odbx  掲⽰板のデータ
│ ├  office.odbx  Office 9 パッケージ版の基本情報
│ ├  workflow.odbx  ワークフローのデータ
│ ├  report.odbx  報告書のデータ
│ ├  project.odbx  プロジェクトのデータ
│ ├  holidays.txt  祝⽇データ
│ ├  message.odbx  メッセージのデータ
│ │  ：

(注1) 上書きインストール時にインストーラーが作成するディレクトリ
(注2) 実⾏ファイルが作成するファイル

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

メールデータを退避する

ドキュメントルートディレクトリ

Windows版の場合、ドキュメントルートディレクトリは、次のパス下にあります。
例： C:\InetPub\wwwroot

cb9xx： Office 9 パッケージ版で使われる画像ファイル⽤格納ディレクトリ
お使いのバージョンによって、ドキュメントルートディレクトリは異なります。
バージョン9.0.0の場合は、cb90です。
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htmlファイルのカスタマイズ

Office 9 パッケージ版は、テンプレートのhtmlファイルを編集し、画⾯に表⽰されるリンク名を変更したり、画像ファ
イルを置き換えて表⽰するアイコンの画像を変更するといったカスタマイズができます。

弊社では、カスタマイズのいかなる結果についても責任を負いかねます。htmlファイルのカスタマイズ
は、お客様の全責任において実⾏してください。また、カスタマイズされた機能に関しては、サポート
対象外とさせていただくことを、あらかじめご了承ください。

カスタマイズ前に、必ずカスタマイズ時の注意点をお読みください。

カスタマイズ時の注意点
再インストールやバージョンアップ時の注意点

カスタマイズ時の注意点

カスタマイズ時の注意点をよくご理解の上、万全の準備をしてから、htmlファイルをカスタマイズしてください。

カスタマイズ前に、必ず元のhtmlファイルをバックアップしてください。

搭載の機能の追加や現機能の変更など、仕様部分の変更に関わるカスタマイズはできません。また、弊社では有償無
償に関わらず、カスタマイズサービスを承っておりません。あらかじめご了承ください。

トップページ、およびフレームのテンプレートファイルは、スクリプトが多⽤されています。複雑な構成となってお
りますのでカスタマイズはお勧めできません。

バージョンアップ時にはプログラムを修正しており、テンプレートファイルが上書きされます。バージョンアップ後
には、前のファイルを上書きコピーするのではなく、再度カスタマイズしてください。

テンプレートHTMLファイルには、プログラムが記述されています。カスタマイズするときは、Microsoft FrontPage
などの「HTML編集ソフト」は使⽤せず、メモ帳などの「テキストエディタ」で編集してください。 「HTML編集ソ
フト」の中には⾃動的にソースを書き換えるものがあるため、テンプレートHTMLファイルが正しく動作しなくなる
おそれがあります。

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

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

再インストールやバージョンアップ時の注意点

再インストールやバージョンアップ時の注意点

再インストールやマイナーバージョンアップすると、基本的にテンプレートファイルは上書きされます。カスタマイズし
た htmlファイルが上書きされないように、事前にバックアップを取るようにしてください。

バージョンアップ時には、テンプレートファイル内のプログラムを修正しておりますので、バックアッ
プファイルを戻さないでください。お⼿数ですが、再度カスタマイズしていただけますよう、お願いい
たします。

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

例えば、C:\InetPub\scripts\cbag\cb5\pageにある、Office 9 パッケージ版のテンプレートhtml
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ファイルをカスタマイズしたファイルは C:\InetPub\scripts\cbag\cb5\page\backupにコピーさ
れ、現在使っている htmlファイルは新しいバージョンのものに置き換えられます。

テンプレートhtmlファイルのバックアップ先

cbag(インストールしたディレクトリ)
└cb5

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

├ SystemAdmin.html
├ …
└ backup バックアップされたテンプレートファイル

├index.html
├SystemAdmin.html
├ …
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ユーザーと管理者の権限

ユーザーとシステム管理者と運⽤管理者ができる操作の権限について説明します。
設定⽅法については、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

操作の権限を次の印で表しています。
○  ：  操作できる
×  ：  操作できない
△  ：  システム管理者または運⽤管理者の設定による

ユーザー管理
コメント
メッセージ
メール
スケジュール
電話メモ(在席確認)
ToDoリスト
掲⽰板
ファイル管理
アドレス帳
ワークフロー
報告書
プロジェクト
カスタムアプリ

ユーザー管理

ユーザー管理の権限

操作 ユーザー システム管理者

ユーザーの追加
ユーザー情報の変更
ユーザーの削除

× ○

組織の追加
組織の変更
組織の削除

× ○

組織データのCSVファイルからの読み込み
組織データのCSVファイルへの書き出し × ○

最初に表⽰するグループの変更 × ○

所属組織の変更 × ○

会社情報の変更 × ○

ログイン⽅法の変更 × ○

パスワードに関する制限の設定 × ○
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コメント

メッセージ
掲⽰板
スケジュール
報告書

メッセージ

コメントの権限

操作 ユーザー2 システム管理者3

コメントの閲覧 〇 ×

コメントの書き込み 〇 ×

コメントの削除 〇1 ×

1：コメントを書き込んだユーザーのみ。
2：差出⼈または宛先に設定されているユーザー。
3：差出⼈または宛先に設定されていないシステム管理者。

掲⽰板

コメントの権限

操作 ユーザー3 システム管理者4

コメントの閲覧 〇1 ×5

コメントの書き込み 〇1 ×

コメントの削除 〇2 〇

1：差出⼈、システム管理者の設定による。
2：コメントを書き込んだユーザーのみ。
3：カテゴリに「閲覧のみ」以上のアクセス権が設定されているユーザー。
4：カテゴリに「閲覧のみ」のアクセス権も設定されていないシステム管理者。
5：掲⽰の管理画⾯からは、コメントを閲覧できます。

スケジュール

コメントの権限

操作 ユーザー3 システム管理者4
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コメントの閲覧 〇1 ×

コメントの書き込み 〇1 ×

コメントの削除 〇2 ×

1：差出⼈、システム管理者の設定による。
2：コメントを書き込んだユーザーのみ。
3：ユーザーに対して「閲覧のみ」以上のアクセス権が設定されているユーザー。
4：ユーザーに対して「閲覧のみ」のアクセス権も設定されていないシステム管理者。

報告書

コメントの権限

操作 ユーザー システム管理者3

コメントの閲覧 〇1 ×

コメントの書き込み 〇1 ×

コメントの削除 〇2 ×

1：差出⼈、システム管理者の設定による。
2：コメントを書き込んだユーザーのみ。
3：差出⼈の設定によって通知先の公開条件が設定されているシステム管理者。

メッセージ

メッセージの権限

操作 ユーザー システム管理者4

宛先変更 ○1 ×

⼀括削除 × ○

本⽂変更 ○1 ×

再利⽤作成 ○2 ×

添付ファイルの閲覧
(添付ファイルが公開されていない場合) ○2 ×

添付ファイルの更新
(添付ファイルが公開されていない場合) ○3 ×

1：差出⼈のみ。
2：差出⼈、宛先のユーザーのみ。
3：ファイルを添付したユーザーのみ。
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4：差出⼈によって、宛先に設定されていないシステム管理者。

メール

メールの権限

操作 ユーザー システム管理者1

メールアカウントの設定 △ ○

受信メールをサーバーに残す △ ○

新着メールチェック機能 △ ○

メールアドレスのリンク先に
<a href=mailto:...> を使⽤する ○ ×

メールの保存サイズの制限 × ○

受信メールサイズ
送信メールサイズの制限 × ○

1：メールの送受信先に該当しないシステム管理者。

スケジュール

スケジュールの権限

操作 ユーザー1 システム管理者2

登録
変更
削除

△ ×

閲覧 △ ×

⾃分の予定の登録
⾃分の予定の変更
⾃分の予定の削除

○ ×

他のユーザーの予定の登録
他のユーザーの予定の変更
他のユーザーの予定の削除

△ ×

スケジュールの⼀括削除 × ○

1：ユーザーに対して「閲覧のみ」以上のアクセス権が設定されているユーザー。
2：ユーザーに対して「閲覧のみ」のアクセス権も設定されていないシステム管理者。

電話メモ(在席確認)
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電話メモ(在席確認)の権限

操作 ユーザー システム管理者3

登録 ○ ×

確認 ○1 ×

削除 ○2 ×

1：本⼈のみ。
2：本⼈、登録者のみ。
3：発信者と本⼈のみ閲覧できるように設定されている場合。

ToDoリスト

ToDoリストの権限

操作 ユーザー システム管理者

ToDoの閲覧
ToDoの登録
ToDoの変更
ToDoの削除
ToDoの完了

○1 ×

カテゴリの登録
カテゴリの変更
カテゴリの削除

○1 ×

1：本⼈のみ。

掲⽰板

掲⽰板の権限

操作 ユーザー5 システム管理者6

閲覧 △ ×7

書き込み △ ×

再利⽤作成 ○1 ×

削除 ○2 ×

⼀括削除 × ○

添付ファイルの閲覧
(添付ファイルが公開されていない場合) ○3 ×
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添付ファイルの更新
(添付ファイルが公開されていない場合) ○4 ×

1：差出⼈、宛先のユーザーのみ。
2：差出⼈のみ。
3：差出⼈、システム管理者の設定による。
4：ファイルを添付したユーザーのみ。
5：カテゴリに「閲覧のみ」以上のアクセス権が設定されているユーザー。
6：カテゴリに「閲覧のみ」のアクセス権も設定されていないシステム管理者。
7：掲⽰の管理画⾯からは閲覧できます。

ファイル管理

ファイル管理の権限

操作 ユーザー2 システム管理者3

フォルダの閲覧 △ ×

フォルダの登録
フォルダの変更
フォルダの削除

△ ×

編集解除 ○1 ○

⼀括削除 × ○

ファイルの⼀括ダウンロード △ ×

1：本⼈のみ。
2：フォルダに「閲覧のみ」以上のアクセス権が設定されているユーザー。
3：フォルダに「閲覧のみ」のアクセス権も設定されていないシステム管理者。

アドレス帳

アドレス帳の権限

操作 ユーザー 運⽤管理者4 システム管理者5

閲覧 ○ ○ ×

登録
変更 ○ ○ ×

削除 ○1 × ○

⼀括削除 × × ○

アクセス権が設定されたブックに登録され
ているアドレスデータの編集 ○ ○ ×
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CSVファイルの読み込み
CSVファイルへの書き出し ○2 ○3 ×

絞り込みの設定 × ○ ×

1：登録者のみ。
2：⾮公開アドレスデータのみ。
3：公開アドレスデータのみ。
4：次の条件をすべて満たす運⽤管理者。
    ・システム管理者を兼任していない。
    ・ブックに「閲覧のみ」以上のアクセス権が設定されている。
5：次の条件をすべて満たすシステム管理者。
    ・運⽤管理者を兼任していない。
    ・ブックに「閲覧のみ」のアクセス権も設定されていない。

ワークフロー

ワークフローの権限

操作 ユーザー 運⽤管理者2 システム管理者3

運⽤管理者の設定 × × ○

申請番号の表⽰ × × ○

申請後の経路変更の許可 × × ○

カテゴリの作成
カテゴリの変更
カテゴリの削除

× × ○

申請フォームの作成
申請フォームの変更
申請フォームの削除

× ○ ×

CSV ファイルからの読み込み(申請フォー
ム)
CSVファイルへの書き出し(申請フォームま
たは申請データ)

× ○ ×

役割の設定 × ○ ×

全申請データの閲覧 × ○ ×

申請の送信 ○ ○ ○4

申請の取消 ○1 ○1 ○1

申請経路の変更 × ○ ×

申請データの削除 × ○ ○
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申請データの⼀括削除 × × ○

1：申請者のみ申請を取り消せます。
2：システム管理者を兼任していない運⽤管理者。
3：運⽤管理者を兼任していないシステム管理者。
4：アプリケーションの利⽤ユーザーに設定されている場合。

報告書

報告書の権限

操作 ユーザー2 運⽤管理者3 システム管理者4

運⽤管理者の設定 × × ○

報告書項⽬の編集 × × ○

報告書の登録 ○ ○ ○5

報告書の閲覧
報告書の編集
報告書の削除
報告書の再利⽤

○1 × ×

表⽰項⽬の設定 ○ × ×

絞り込みの設定 × ○ ×

CSVファイルからの読み込み
CSVファイルへの書き出し × ○ ×

1：登録者の設定による。
2：差出⼈の設定によって公開する通知先に設定されているユーザー。
3：次の条件をすべて満たす運⽤管理者。
    ・システム管理者を兼任していない。
    ・差出⼈の設定によって公開する通知先に設定されていない。
4：次の条件をすべて満たす運⽤管理者。
    ・運⽤管理者を兼任していない。
    ・差出⼈の設定によって公開する通知先に設定されていない。
5：アプリケーションの利⽤ユーザーに設定されている場合。

プロジェクト

プロジェクトの権限

操作

プロジェクトメンバー プロジェクト外メンバー

プロジェ
クト管理
者5

テーマ
責任者6

タスク
担当者7 ユーザー システム

管理者 ユーザー
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プロジェクトの追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○

プロジェクトの削除 ○ × × × ○ ×

プロジェクトの変更 ○ × × × × ×

公開プロジェクトの閲覧 ○ ○ ○ ○ ○ ○

⾮公開プロジェクトの閲覧 ○ ○ ○ ○ ○4 ×

プロジェクトの管理 ○ × × × × ×

メモについての編集 ○ × × × × ×

マイルストーンの編集 ○ × × × × ×

リンクの編集
(プロジェクトのトップ)の掲
⽰の編集

○ × × × × ×

テーマの追加
テーマの変更 ○ ○ ○ ○ × ×

テーマの削除
テーマの移動 ○ ×1 ×1 ×1 × ×

タスクの追加
タスクの変更 ○ ○ ○ ○ × ×

タスクの削除
タスクの移動 ○ ×2 ×2 ×2 × ×

タスクの開始
タスクの完了 ○ ○ ○ ○ × ×

掲⽰の追加
掲⽰の変更 ○ ○ ○ ○ × ×

掲⽰の削除
掲⽰の移動 ○ ×3 ×3 ×3 × ×

プロジェクトの完了
プロジェクトの再開 ○ × × × × ×

完了したプロジェクトへの
テーマ、タスク、または掲⽰
への追加、変更、削除、また
は移動

× × × × × ×

1：テーマの登録者はテーマを削除または移動できます。
2：タスクの登録者はタスクを削除または移動できます。
3：掲⽰の登録者は掲⽰を削除または移動できます。
4：「プロジェクトの管理」画⾯で⾮公開プロジェクトのプロジェクト名のみ閲覧できます。
5：システム管理者を兼任していないプロジェクト管理者。
6：システム管理者、運⽤管理者、タスク担当者を兼任していないテーマ責任者。
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7：システム管理者、運⽤管理者、テーマ責任者を兼任していないタスク担当者。

プロジェクトのトップへの掲⽰を追加できるのは、プロジェクト管理者だけです。

プロジェクトの登録者がメンバーに⼊っていない場合、プロジェクトが⾮公開プロジェクトのときでも
登録直後のみ内容を閲覧できます。

カスタムアプリ

カスタムアプリの権限

操作 ユーザー 運⽤管理者3 システム管理者4

アプリの運⽤管理者の変更 × ○ ○

フォルダの追加 △ × ×

アプリの追加 △ × ×

システムログのCSVファイルへの書き出し × × ○

システムログの削除 × × ○

コマンドラインによるアプリデータの
CSVファイルへの書き出し × × ○

アプリの基本情報の変更 × ○ ×

アプリの削除 × ○ ×

レコードの編集ロックの解除 × ○ ×

項⽬の設定 × ○ ×

アプリのアイコンの設定 × ○ ×

ステータス管理の設定 × ○ ×

「ビュー(⼀覧)」の設定 × ○ ×

「ビュー(詳細・登録)」の設定 × ○ ×

書式・条件書式の設定 × ○ ×

絞り込みの設定 × ○ ×

集計の設定 × ○ ×

表⽰するメニューの設定 × ○ ×

最初に表⽰する画⾯の設定 × ○ ×

更新通知の設定 × ○ ×
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コメントの有効または無効の設定 × ○ ×

リレーションの設定 × ○ ×

メール読み込みの設定 × ○ ×

メール読み込みの実⾏ △ ○ ×

データコピーの設定 × ○ ×

RSS通知の設定 × ○ ×

関連リンクの設定 × ○ ×

アプリログの書き出し × ○ ×

アプリデータのDBMファイルへの書き出し × ○ ×

レコードデータのCSVファイルからの読み
込み × ○ ×

アプリのテンプレート化 × ○ ×

アプリの閲覧
レコードの閲覧 △ ○ ×1

レコードの絞り込み △ × ×

レコードの集計 △ × ×

コメントの書き込み △ × ×

コメントの削除 ○2 ○ ×

コメントの変更 × × ×

レコードの登録 △ × ×

レコードの再利⽤ △ × ×

レコードのコピー △ × ×

レコードの処理 △ × ×

レコードの編集
レコードの⼀括編集 △ × ×

レコードの削除
レコードの⼀括削除 △ × ×

⼿動ルックアップ
検索ルックアップ △ × ×
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データの更新
データの⼀括更新 △ × ×

メール通知の確認 △ × ×

RSS通知の確認 △ × ×

画⾯の印刷 △ × ×

レコードデータのCSVファイルへの書き出
し △ × ×

レコードデータのXMLファイルへの書き出
し △ × ×

アプリ内の全添付ファイルの書き出し △ × ×

画像ファイルの表⽰⽅法の設定 ○ × ×

1：「アプリの管理」画⾯で、アプリの基本情報を確認できます。
2：コメントが削除できるのは、コメントを書き込んだユーザーだけです。
3：次の条件をすべて満たす運⽤管理者。
    ・システム管理者を兼任していない。
    ・アプリ、フォルダの作成権限がない。
    ・アプリに対して、「閲覧」以外のアクセス権がない。
4：次の条件をすべて満たす運⽤管理者。
    ・運⽤管理者を兼任していない。
    ・アプリ、フォルダの作成権限がない。
    ・アプリに「閲覧」のアクセス権も設定されていない。
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ファイルの⼊出⼒⼀覧

ユーザーとシステム管理者と運⽤管理者ができるファイルの⼊出⼒の操作について説明します。

⼊出⼒できる項⽬を次の印で表しています。
○  ：  操作できる(○をクリックすると、各操作のマニュアルを表⽰します。)
×  ：  操作できない

ユーザーの操作
システム管理者の操作
運⽤管理者の操作

ユーザーの操作

CSVファイルの⼊出⼒

項⽬ CSV出⼒ CSV⼊⼒

記念⽇ ○ ○

予定 ○ ×

タイムカード ○ ×

⾮公開アドレス ○ ○

レコード ○ ×

テキストファイルの⼊出⼒

項⽬ テキスト出⼒ テキスト⼊⼒

スケジュール(⽇報) ○ ×

メッセージ ○ ×

メール ○ ×

掲⽰ ○ ×

報告書 ○ ×

プロジェクト(掲⽰) ○ ×

XMLファイルの⼊出⼒

項⽬ XML出⼒ XML⼊⼒

レコード ○ ×
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ZIPファイルの⼊出⼒

項⽬ ZIP出⼒ ZIP⼊⼒

ファイル管理 ○ ×

カスタムアプリ 添付ファイル ○ ×

Mboxファイルの⼊出⼒

項⽬ Mbox出⼒ Mbox⼊⼒

メール ○ ○

システム管理者の操作

CSVファイルの⼊出⼒

項⽬ CSV出⼒ CSV⼊⼒

ユーザー情報 ○ ○

組織情報 ○ ○

リンク集(共有リンク) ○ ○

メールアカウント ○ ○

施設 ○ ○

祝⽇ ○(全祝⽇／特定年の祝⽇) ○

予定 ○ ○

施設予約データ ○ ×

タイムカード ○ ×

ユーザー名簿 ○ ×

アプリログ ○ ×

レコード ○(コマンドラインによる) ○(コマンドラインによる)

aguファイルの⼊出⼒

項⽬ agu出⼒ agu⼊⼒

個⼈データ ○ ○

テキストファイルの⼊出⼒
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項⽬ テキスト出⼒ テキスト⼊⼒

ログ ○ ×

ログ(システムタスク) ○ ×

運⽤管理者の操作

CSVファイルの⼊出⼒

項⽬ CSV出⼒ CSV⼊⼒

公開⼈名データ ○ ○

会社情報 ○ ○

ワークフロー(申請フォーム) ○ ○

ワークフロー(申請データ) ○ ×

報告書 ○ ○

プロジェクトデータ ○ ○

レコード ○ ○

DBMファイルの⼊出⼒

項⽬ DBM出⼒ DBM⼊⼒

アプリデータ ○ ○

RDFファイルの⼊出⼒

項⽬ RDF出⼒ RDF⼊⼒

アプリデータ ○ ×

ZIPファイルの⼊出⼒

項⽬ ZIP出⼒ ZIP⼊⼒

カスタムアプリ 添付ファイル ○ ×
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システム設定初期値⼀覧

システム設定または運⽤管理の初期値について説明します。

旧バージョンの製品からバージョンアップすると、旧製品の設定が引き継がれるため、初期設定がこの
ページで説明する値と異なる場合があります。

ユーザー管理
カスタマイズ
運⽤管理
個⼈フォルダ
メッセージ
メール
スケジュールと施設予約
電話メモ(在席確認)
タイムカード
掲⽰板
ファイル管理
アドレス帳
ユーザー名簿
リンク集
ワークフロー
報告書
プロジェクト
カスタムアプリ

ユーザー管理

ユーザー管理の初期設定

設定メニュー 初期設定

会社情報

会社名 さんゆう商会

URL http://cybozu.co.jp/

ロゴ デフォルト画像

ログイン⽅法 ログイン⽅法 ユーザー名で選ぶ

パスワードの制限

ユーザーの権限
個⼈設定でパスワードの変更を

許可する

パスワードの⻑さ 0

パスワードの有効期限 無制限

有効期限の通知 通知しない
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カスタマイズ

カスタマイズの初期設定

設定メニュー 初期設定

トップページの最初のレイアウト

固定 スケジュール (固定)

左段

ToDoリスト
タイムカード
リンク集
Cybozu.net

中央段
最新情報
お探し物
ネット連携サービス(共通)

右段 設定なし

最新情報における制限 チェックした項⽬を既読にする機能を使⽤する

アプリケーションメニュー

トップページ
個⼈フォルダ
スケジュール
施設予約
電話メモ(在席確認)
タイムカード
ToDoリスト
掲⽰板
ファイル管理
アドレス帳
ユーザー名簿
リンク集
cybozu.net
サイボウズLive
CybozuTools！
ワークフロー
報告書
プロジェクト
カスタムアプリ

使⽤するアプリケーション

ワークフロー
報告書
プロジェクト
カスタムアプリ

ネット連携サービス

「サイボウズ ネット連携サービス」を利⽤する

「ネット連携サービス(共通)」
パーツの詳細

「ネット連携サービス(共通)」
パーツは、現在使⽤できません。
2014年11⽉末をもって、サービス
の提供を終了しました。画⾯上にメ
ニュー名は表⽰されますが操作でき
ません。
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イベントサービスの設定(天気予報) 使⽤する

書式編集機能と添付ファイル

書式編集機能 書式編集機能を使⽤する

画像ファイル(gif, jpeg など)
本⽂と⼀緒に表⽰することを許

可する

ログインページ

会社名表⽰
会社情報のURLをリンクとして

表⽰する

共有リンク集 表⽰する

表⽰列 1

タイトルの表⽰幅 20

連絡表⽰位置 パスワード⼊⼒の下

運⽤管理

運⽤管理の初期設定

設定メニュー 初期設定

システム管理者の登録 パスワードで制限する

システム管理⽤パスワード パスワードなし

サポート登録者の登録 登録者なし

システムメール
アカウント

使⽤する機能

メール通知

予定の通知に使⽤する
電話メモの通知に使⽤する
申請の通知に使⽤する
カスタムアプリの更新通知に使⽤する

メール送信
ケータイのURL送信に使⽤する
KUNAIかんたん設定ファイルの送信に使⽤する

システムメールアカ
ウントの登録

設定なし

メール通知URLの登
録

設定なし

モバイル ケータイ

使⽤するアプ
リケーション

基本セット
ワークフロー
報告書
プロジェクト
カスタムアプリ

ログインURL 設定なし

⾃動ログイン 許可する：3⽇間
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KUNAI

使⽤するアプ
リケーション

スケジュール
メッセージ
メール
掲⽰板
アドレス帳
ワークフロー
カスタムアプリ

基本認証の設
定

設定なし

メンテナンス時間 設定なし

他システムとの
連携

使⽤停⽌ 連携システムからの通知を使⽤しない

その他の製品との連
携

V-CUBE ミー
ティング連携

連携 利⽤する

招待URLの表
⽰

詳細画⾯に表⽰する

招待URLの
Email通知

E-mail通知する

V-CUBE ミー
ティングURL

https://cybozu_trial.nice2meet.us
仮のURLが⼊⼒されています。

ログインID 設定なし

パスワード 設定なし

パフォーマンス 最適化処理を有効にする

連携認証 連携認証を有効にする

ロギング ログの設定
ログの保存期
間

(保存しない)

システムタスク タスク⼀覧

データベース
最適化

設定なし

バックアップ 設定なし

個⼈フォルダ

個⼈フォルダの初期設定

設定メニュー 初期設定

サイズ制限 メモの添付ファイルの総サイズ
対象：全員
容量：無制限

メッセージ
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メッセージの初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定 初期値の設定 閲覧状況確認機能の初期値を
「チェックあり」にする

メール

メールの初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定

メール機能を使⽤する メール機能を使⽤する

メール確認
ログイン時に新着メールチェックを

⾏う

サイズ制限

送信メールのサイ
ズ

受信メー
ル

1MB

送信メー
ル

512KB

メールの総サイズ
対象：全員
サイズ：無制限

ユーザーの権限
メールアカウントの登録を許可する
受信メール(POP3)サーバーにメールを残す設定を許可する
新着メールチェック機能を許可する

スケジュールと施設予約

スケジュールと施設予約の初期設定

設定メニュー 初期設定

施設1

第⼀会議室
第⼆会議室
打合せルーム
社⽤⾞(1)
社⽤⾞(2)
プロジェクター
デジカメ

⼀般設定
予定の登録単位 30分単位

予定の保存期間 1年
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施設の予約可能期間 無制限

施設の予約表⽰内容 予定内容

ユーザーの権限

登録者と参加者以外の予定変更
を許可する

⾮公開予定の登録を許可する
繰り返しの施設予約を許可する

⾮公開予定の表⽰ 完全に隠す

予定の表⽰ 組織のスケジュールを表⽰する
祝⽇を表⽰する

予定メニュー

インストール直後の状態は、お使いのバージョンによって異なります。

バージョン 9.3.0未満の場合
会議
休み

バージョン 9.3.0以降の場合

祝⽇ 2012〜2014年の祝⽇

アクセス権の設定 全員 閲覧・変更・追加・削除が可能

1：サンプルデータとして設定されている施設です。
    お客様の運⽤に合わせて、不要な施設は削除してください。

電話メモ(在席確認)

電話メモ(在席確認)の初期設定

設定メニュー 初期設定

⾏き先メニュー 設定なし

タイムカード連携 タイムカードと在席情報を連動する

アクセス権 設定するユーザーなし

タイムカード

タイムカードの初期設定
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設定メニュー 初期設定

⼀般設定

使⽤する機能 ⾃動打刻機能を使⽤する

集計の開始⽇ 1⽇

⽉度の表⽰ 0

⽇付が変わる時刻 4:00

ユーザーの権限 時刻の修正を許可する

掲⽰板

掲⽰版の初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定

初期値の設定
コメント機能の初期値を

「チェックあり」にする

ユーザーの権限
差出⼈とシステム管理者に掲⽰

内容の変更を許可する

カテゴリの設定 アクセス権(全体) 閲覧・コメント・作成が可能

ファイル管理

ファイル管理の初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定

履歴の表⽰件数 10

削除ファイルの保存期間
(復旧できる期間)

1⽇間

使⽤する機能
ロック機能を使⽤する
バージョン管理機能を使⽤する

アクセス権(フォルダ) 全員 閲覧・変更・追加・削除が可能

サイズ制限
⼀般ファイルの制限 無制限

添付ファイルの制限 無制限

アドレス帳
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アドレス帳(システム設定)の初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定 初期値の設定 公開⽅法の初期値を「⾮公開」
にする

⼈名の項⽬ 標準の項⽬

名前(必須)
よみ(必須)
役職
Tel
E-mail
画像
メモ

会社の項⽬ 標準の項⽬

会社コード
会社名(必須)
会社よみ(必須)
部課
郵便番号
住所
地図
路線
会社Tel
会社Fax
URL

ブックの管理 運⽤管理者の変更(共有アドレス帳) 全員を運⽤管理者に登録する

アドレス帳(運⽤管理)の初期設定

設定メニュー 初期設定

絞り込み 設定なし

ユーザー名簿

ユーザー名簿の初期設定

設定メニュー 初期設定

項⽬の設定 標準の項⽬

名前
よみ
E-mail
URL
連絡先

リンク集

147



リンク集の初期設定

設定メニュー 初期設定

共有リンクの設定

サイボウズ株式会社
マニュアル オンライン
よくある質問と答え
サイボウズコミュニティ

ワークフロー

ワークフロー(システム設定)の初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定

付加情報の表⽰ 標題の前に番号を表⽰する

ユーザーの権限
申請後、申請者または運⽤管理

者に経路の変更を許可する

経路
申請の再利⽤時に経路の設定

を引き継ぐ

運⽤管理者の登録 登録ユーザー全員

ワークフロー(運⽤管理)の初期設定

設定メニュー 初期設定

申請フォームの設定

交通費精算書
備品・消耗品購⼊届(単品)
有給休暇およびその他休暇申請・⽋勤届
住所変更届
押印申請

役割
課⻑
部⻑
経理担当

報告書

報告書(システム設定)の初期設定

設定メニュー 初期設定

運⽤管理者の登録 全員を運⽤管理者に登録する

項⽬の設定 標準の項⽬
標題(必須)
会社
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相⼿参加者
参加者(必須)
⽇付(必須)
時間

カスタマイズ可能な項⽬
内容(⽂字列(複数⾏))
課題(⽂字列(複数⾏))
資料(ファイル)

報告書(運⽤管理)の初期設定

設定メニュー 初期設定

絞り込み 設定なし

プロジェクト

プロジェクト(システム設定)の初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定 ユーザーの権限
⾮公開プロジェクトの作成を許

可する

カスタムアプリ

カスタムアプリ(システム設定)の初期設定

設定メニュー 初期設定

⼀般設定 アプリの保存期間 1⽇間

ユーザーの権限 全員
フォルダ作成
アプリ作成

カスタムアプリ検索 検索機能
カスタムアプリ検索機能を利⽤

する
詳細検索を利⽤しない

標準の許可キーワード

http
https
file
ftp
mailto

カスタムアプリ(運⽤管理)の初期設定

設定メニュー 初期設定

149



アプリの基本情報

登録データ名 レコード

運⽤管理者 全員

ロック時間 5分

項⽬
※ステータス管理機能が無効な場合
は、項⽬は設定されていません。

標題

状況

処理者

処理者

開始⽇ 使⽤しない

〆切⽇ 使⽤しない

内容

デザイン アイコン メニューから選択

ステータス管理

メンバー
初期値の設定 設定なし

メニュー項⽬の設定 アプリの作成ユーザー

状況

初期値の設定 設定なし

メニュー項⽬の設定

未着⼿
作業中
完了
保留

ビュー(⼀覧)
初期値の設定 (すべて)

レコード⼀覧画⾯のビュー (すべて)

ビュー(詳細・登録)

初期値の設定 (すべて)

レコードの詳細・登録・編集画⾯の
ビュー

(すべて)

絞り込み

初期値の設定 (すべて)

絞り込み⼀覧

(すべて)
⾃分が登録
※ステータス管理機能が有効な場
合

集計

状況別
処理者別
処理者×状況
※ステータス管理機能が有効な場合
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表⽰するメニュー

表⽰項⽬

アプリの基本情報
アプリメモ
印刷⽤画⾯
絞込
ビュー(⼀覧)
ソート
集計
ビュー(詳細・登録)
インライン表⽰
関連リンク
レコード検索
詳細検索

件数表⽰
(検索・絞込)

ヒット件数を表⽰する

ツールメニュー

CSV書き出し
レコード⼀括編集
レコード⼀括削除
再ルックアップ
データコピー
RSS⼀覧

ダイレクト表⽰ 設定なし

最初に表⽰する画⾯

対象 デフォルト設定

ソート レコード番号／降順

ビュー(⼀覧) (すべて)

ビュー(詳細) (すべて)

絞込 (すべて)

更新通知

レコード処理者割り当て
レコード編集
コメント書き込み
※ステータス管理機能が有効な場合

コメント

有効
※ステータス管理機能が有効な場合

リアクションの設定
機能の使⽤ リアクションを許可する

リンク名 いいね！

リレーション 設定なし

メール読み込み 設定なし

データコピー 設定なし

RSS通知 設定なし
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関連リンク 設定なし

アクセス権

アプリ
アプリのアクセス権(全員)

閲覧
編集
追加
削除

レコード登録者のアクセス権 設定なし

ツールメニュー 全員

CSV書き出し
⼀括編集
⼀括削除
再ルックアップ
XML書き出し
データコピー

項⽬ 全員
閲覧
編集

ビュー(⼀覧) (すべて) 全員

ビュー(詳細・登
録) (すべて) 全員

絞り込み
(すべて)
⾃分が登録

全員
※ステータス管理機能が有効な場
合

コメント 全員 閲覧
書込
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⼊⼒制限値⼀覧

各操作の⼊⼒制限値について説明します。

⼊⼒制限数は、全半⾓関係ありません。

システム設定
個⼈設定
個⼈フォルダ
メッセージ
メール
スケジュールと施設予約
電話メモ(在席確認)
タイムカード
ToDoリスト
掲⽰板
ファイル管理
アドレス帳
連携システムからの通知
リンク集
ワークフロー
報告書
プロジェクト
モバイル
カスタムアプリ

システム設定

システム設定の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ユーザーの追加
ユーザーの変更

名前

100
よみ

ログイン名

E-mail

URL 255

連絡先 100

パスワード
パスワード(確認⽤)

64(半⾓⽂字のみ)

プロフィール画像 ファイル指定 無制限

組織の追加 名前 100
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組織の変更

よみ

E-mail

URL 255

連絡先
100

Fax

会社情報の変更

会社名 100

URL 255

メモ 無制限

アプリケーションメニューの追加
アプリケーションメニューの変更

タイトル 100

URL
255

アイコン
URL指定

ファイル指定 無制限

システム管理者⽤のパスワードの設定
パスワード
パスワード(確認⽤)

64(半⾓⽂字のみ)

メンテナンス時間の設定 メッセージ 無制限

個⼈設定

個⼈設定の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ユーザー情報の変更

よみ
100

E-mail

URL 255

連絡先 100

プロフィール画像 ファイル指定 無制限

パスワードの変更
パスワード
パスワード(確認⽤) 64(半⾓⽂字のみ)

Myグループの追加
Myグループの変更 Myグループ名 100
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アプリケーションメニューの追加
アプリケーションメニューの変更

タイトル 100

URL
255

アイコン
URL指定

ファイル指定 無制限

パーツの変更
タイトル

無制限
URL

始めるメニュー
タイトル 100

URL 255

個⼈設定(基本)

パスワード
パスワード(確認⽤)

64(半⾓⽂字のみ)

E-mail 100

POP3 アカウント名 無制限

POP3 パスワード 無制限(半⾓⽂字のみ)

個⼈フォルダ

個⼈フォルダの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

フォルダの追加
フォルダ名

無制限
メモ

ファイルの更新
ファイル

無制限
コメント

ファイル情報の変更

タイトル 100

メモ
無制限

コメント

メモの書き込み
メモの変更

標題 100

内容
無制限

ファイル

個⼈フォルダ 個⼈フォルダ検索 100
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個⼈フォルダの詳細検索 検索⽂字列

個⼈フォルダ(個⼈設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

振り分け保存の追加
振り分け保存の変更

振り分け保存名

100
振り分け条件

標題

差出⼈

宛先

CC(メールのみ)

メッセージ

メッセージの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

メッセージの送信

標題 100

本⽂
無制限

ファイル

リアクションのリンク名 直接⼊⼒ 10

メッセージの詳細
コメント

無制限
ファイル

メッセージの変更(標題・本⽂)

標題 100

本⽂
無制限

追加ファイル

メール

メールの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

メールの送信
宛先

無制限
CC
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BCC

標題 100

本⽂

無制限署名

ファイル

アドレスの選択(別ウィンドウ)
⼈名検索

100
ユーザー名簿検索

メール(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

メールサーバーの追加
メールサーバーの変更

メールサーバー名
100

送信メールサーバー
(SMTP)

サーバー名

ポート番号 5

受信メールサーバー
(POP3)

サーバー名 100

ポート番号 5

メールアカウントの変更

E-mail 100

POP3アカウント 無制限

POP3パスワード 無制限(半⾓⽂字のみ)

CSVファイルからの読み込み(メールアカウント) ファイル 無制限

メール(個⼈設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

メールアカウント(既設)の設定

E-mail 100

POP3アカウント名 無制限

POP3パスワード 無制限(半⾓⽂字のみ)

送信情報の設定 From⾏に表記する名前 無制限

署名の追加
署名の変更

名称
無制限

内容
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スケジュールと施設予約

スケジュールと施設予約の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

予定の登録
予定の変更

予定
無制限

メモ

ユーザー検索 100

会社情報の選択 会社検索 100

スケジュール
スケジュール検索
ユーザー/施設検索

100

予定の詳細検索 検索⽂字列

スケジュールと施設予約(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

施設の追加
施設の変更

施設名 100

メモ 無制限

施設グループの追加
施設グループの変更

施設グループ名 100

予定メニューの設定 予定メニュー 無制限

CSVファイルからの読み込み(祝⽇) ファイル 無制限

CSVファイルからの読み込み(スケジュール) ファイル 無制限

スケジュールと施設予約(個⼈設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

予定メニューの設定 予定メニュー 無制限

記念⽇の追加
記念⽇の変更

記念⽇名 100

予定の通知のメール転送の設定 別のメールアドレス 無制限

電話メモ(在席確認)

電話メモ(在席確認)の制限値
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画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

電話メモの登録

依頼主

無制限電話番号

伝⾔

在席情報の変更
在席情報

無制限
連絡先

電話メモ(在席確認)(個⼈設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

⾏き先メニューの設定 ⾏き先メニュー 無制限

電話メモのメール転送 別のメールアドレス 無制限

タイムカード

タイムカードの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

タイムカードの修正 備考 無制限

ToDoリスト

ToDoリストの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ToDoの追加
ToDoの変更

ToDo名
無制限

メモ

ToDoリスト ToDo⼀覧検索 100

ToDoの詳細検索 検索⽂字列 100

ToDoリスト(個⼈設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ToDoのカテゴリ(ToDoリスト) ToDoのカテゴリ 無制限
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掲⽰板

掲⽰板の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

掲⽰板 掲⽰板検索 100

掲⽰板の詳細検索 検索⽂字列 無制限

掲⽰の書き込み
掲⽰の変更

標題 100

本⽂
無制限

ファイル

リアクションのリンク名 直接⼊⼒ 10

掲⽰の詳細
コメント

無制限
ファイル

ファイル更新
ファイル

無制限
コメント

ファイル情報の変更

タイトル 100

メモ
無制限

コメント

ファイル管理

ファイル管理の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ファイル管理 ファイル管理検索 100

ファイル・フォルダの詳細検索 検索⽂字列 無制限

フォルダの追加
フォルダ情報の変更

フォルダ名 100

メモ 無制限

ファイルの追加

ファイル 無制限

タイトル 100

メモ 無制限
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ファイル更新
ファイル

無制限
コメント

ファイル情報の変更

タイトル 100

メモ
無制限

コメント

ファイルの⼀括ダウンロード 200MB

アドレス帳

アドレス帳の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

アドレス帳(⼈名⼀覧) ⼈名検索 100

⼈名の詳細検索 検索⽂字列 無制限

アドレス帳(会社⼀覧) 会社検索 100

会社の詳細検索 検索⽂字列 無制限

⼈名の登録

個⼈情報

名前(姓/名)

100

よみ(姓/名)

役職

Tel

E-mail

画像

無制限メモ

ファイル

IP電話の項⽬

100
個⼈⽤アドレスグループ名
(別ウィンドウ)

会社情報

会社名

100会社よみ

部課
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郵便番号

住所

路線

会社 Tel

会社 Fax

URL 255

ファイル 無制限

IP電話の項⽬ 100

会社の登録

会社名

100

会社よみ

部課

郵便番号

住所

路線 無制限

会社 Tel
100

会社 Fax

URL 255

IP 電話の項⽬ 100

会社情報の検索 検索⽂字列 100

アドレス帳(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

項⽬の追加
項⽬の変更

項⽬名 100

メニュー項⽬ 無制限

アドレス帳(運⽤管理)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

CSVファイルからの読み込み(⼈名データ) ファイル 無制限

CSVファイルからの読み込み(会社データ) ファイル 無制限
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絞り込みの追加
絞り込みの変更

絞り込み名
無制限

絞り込み条件

アドレス帳(個⼈設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

個⼈⽤アドレスグループの追加(共有アドレス帳)
個⼈⽤アドレスグループの変更(共有アドレス帳)

個⼈⽤アドレスグループ名
100

⼈名検索

CSVファイルからの読み込み(⾮公開の⼈名デー
タ)

ファイル 無制限

連携システムからの通知

連携システムからの通知(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ドメインの追加
ドメインの変更

URL 255

リンク集

リンク集の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

リンクの追加
リンクの変更

タイトル 100

URL 255

メモ 無制限

カテゴリの追加
カテゴリの変更

カテゴリ名 100

メモ 無制限

リンク集(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

共有リンクの追加
共有リンクの変更

タイトル 100

URL 255
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メモ 無制限

CSVファイルからの読み込み(共有リンク) ファイル 無制限

ワークフロー

ワークフローの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ワークフロー ワークフロー検索 100

ワークフローの詳細検索 検索条件

申請番号

無制限

申請フォーム名(⽂字列)

標題

申請者

決裁者

⼊⼒項⽬(⽂字列)

申請データの作成(内容の⼊⼒)

標題 100

⽂字列(1⾏) 20

⽂字列(複数⾏) 無制限

数値 14桁

⽇付 年 4桁

ファイル添付 無制限

路線ナビ連携 14桁

申請データの取り消し コメント 無制限

未処理申請の処理 コメント 無制限

ワークフロー(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

カテゴリの追加
カテゴリの変更

カテゴリ名 無制限

ワークフロー(運⽤管理)の制限値
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画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

申請フォームの追加 申請フォーム名 無制限

申請フォーム情報の変更 説明 無制限

CSVファイルからの読み込み(申請フォーム) ファイル 無制限

運⽤管理者メモの変更 管理者⽤メモ 無制限

項⽬の変更(標題)
初期値

100
コメント

項⽬の追加
項⽬の変更

項⽬名 100

コメント 無制限

セパレータ 100

⽂字列(1
⾏)

サイズ 2 桁

初期値 100

⽂字列(複数
⾏)

サイズ
桁 2桁

⾏ 2桁

初期値 無制限

数値
初期値 14桁

単位 100

⽇付 初期値 ⽇付を指定
する

4桁

ラジオボタ
ン ラジオ項⽬ 無制限

メニュー
メニュー項⽬ 無制限

初期値 無制限

⾃動計算

単位 100

計算内
容 四則演算 10桁

路線ナビ連
携

単位 100

役割の設定 役割 無制限
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経路の変更

承認者の変更
決裁者の変更
確認者の追加
確認者の変更

コメント 無制限

申請データの詳細検索

番号 9桁

標題

無制限申請者

⼊⼒項⽬(⽂字列)

報告書

報告書の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

報告書検索 検索⽂字列 100

報告書の詳細検索 検索条件 無制限

報告書の作成
報告書の変更

標題 100

会社 無制限

相⼿参加者 100

⽂字列
無制限

ファイル

ユーザー検索 100

リアクションのリンク名 直接⼊⼒ 10

報告書の詳細
コメント

無制限
ファイル

報告書(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

項⽬の追加
項⽬の変更

⽂字列

項⽬名 100

⼊⼒欄 2 桁(複数⾏)

初期値
100(1 ⾏)
無制限(複数⾏)
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メニュー
項⽬名 100

メニュー項⽬ 無制限

チェックボックス
項⽬名 100

ファイル

報告書(運⽤管理)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

絞り込みの追加
絞り込みの変更

絞り込み名
無制限

絞り込み条件

ユーザー検索 100

CSVファイルからの読み込み(報告書) ファイル 無制限

プロジェクト

プロジェクトの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

プロジェクト⼀覧 プロジェクト検索 100

プロジェクトの詳細検索 検索条件 無制限

タスク⼀覧 タスク検索 100

タスクの詳細検索 検索条件 無制限

プロジェクト(内容)
プロジェクト(チャート)

プロジェクト内検索 100

プロジェクト内詳細検索 検索条件 無制限

プロジェクトの追加

プロジェクト名 100

メモ
無制限

ロゴ

ユーザー検索 100

テーマの追加
テーマの変更

テーマ名 100

メモ 無制限
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タスクの追加
タスクの変更

タスク名 100

メモ 無制限

ユーザー検索 100

掲⽰の追加
掲⽰の変更

標題 100

内容
無制限

ファイル

ユーザー検索 100

リアクションのリンク名 直接⼊⼒ 10

掲⽰の詳細
コメント

無制限
ファイル

マイルストーンの追加
マイルストーンの変更

⾒出し 100

メモ 無制限

リンクの追加
リンクの変更

タイトル 100

URL 255

プロジェクト(運⽤管理)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

項⽬の追加
項⽬の変更

⽂字列

項⽬名 100

⼊⼒欄の横幅 3桁

⼊⼒欄の縦幅 3桁(複数⾏)

CSVファイルからの読み込み(プロジェクト) ファイル 無制限

モバイル

モバイル(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

ケータイのログインURL ログインURL 255

モバイル(個⼈設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)
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ユーザー情報(モバイル)の変更

モバイルメール
アドレス

メールアドレス
メールアドレス (確
認⽤)

100

ケータイ

ケータイ⽤ログイ
ン名

20

ケータイ⽤パス
ワード
ケータイ⽤パス
ワード(確認⽤)

15

カスタムアプリ

カスタムアプリの制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

フォルダの追加
フォルダ名 100

メモ 無制限

アプリケーション⼀覧 カスタムアプリ検索 100

カスタムアプリの詳細検索 検索⽂字列 100

レコード⼀覧 レコード検索 100

レコードの詳細検索 検索条件

⽂字列(1⾏)
100

⽂字列(複数⾏)

カウントボタン
255

URL

メニュー(⽂字列)

100メニュー(ユーザー)

ラジオボタン

数値
18桁

⾃動計算

⽇付(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉
2桁

⽇
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時刻(直接⼊⼒)
時

分

⽇付時刻(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉

2桁
⽇

時

分

時間量

⽇ 5桁

時間 6桁

分 8桁

秒 10桁

時間計算

⽇ 5桁

時間 6桁

分 8桁

秒 10桁

ファイル 100

イメージURL 255

⾃動採番 10桁

データ参照(アドレス帳)
255

データ参照(ファイル管理)

レコード番号 18桁

登録⽇時(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉

2桁⽇

時

登録者 100

更新⽇時(直接⼊⼒) 年 4桁
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⽉

2桁⽇

時

更新者
100

コメント

最新コメント登録⽇時
(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉

2桁⽇

時

レコードの登録
レコードの編集

⽂字列(1⾏)

無制限⽂字列(複数⾏)

URL

数値 15桁

⽇付(直接⼊⼒)
20

⽇付時刻(直接⼊⼒)

時間量

⽇ 5桁

時間 6桁

分 8桁

秒 10桁

ファイル

無制限イメージURL

コメント追加

レコードの詳細 コメント 無制限

レコードの⼀括編集

⽂字列(1⾏)

無制限
⽂字列(複数⾏)

URL

メニュー(⽂字列)
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メニュー(ユーザー)

ラジオボタン

数値 18桁

時間量
無制限

イメージURL

アプリ内の全添付ファイルの書き出し 500MB

カスタムアプリ(システム設定)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

キーワードの追加
キーワードの変更

キーワード 100

備考 100

カスタムアプリ(運⽤管理)の制限値

画⾯ 項⽬ 制限値(⽂字数)

アプリの基本情報の変更

アプリ名 100

登録データ名 255

メモ 無制限

ユーザー検索 45

項⽬の追加
項⽬の変更

項⽬名 100

コメント(説明⽂) 無制限

⽂字列(1⾏)

⼊⼒欄の横幅
3桁

最⼤⼊⼒⽂字数

初期値 無制限

⽂字列(複数⾏) 初期値 無制限

URL

⼊⼒欄の横幅
3桁

最⼤⼊⼒⽂字数

初期値
無制限

リンク名表⽰(初期値)

メニュー(⽂字 メニュー項⽬ 無制限
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列) 初期値

ラジオボタン
メニュー項⽬

無制限
初期値

カウントボタン ボタン名 無制限

数値

最⼩値

15最⼤値

初期値

単位 100

⾃動計算
単位 100

計算内容(定数) 15桁

⽇付 ⽇付(直接⼊⼒) 無制限

⽇付時刻 ⽇付時刻(直接⼊⼒) 無制限

時間量 初期値

⽇ 5桁

時間 6桁

分 8桁

秒 10桁

時間計算
計算内容
(＋－計算)

⽇ 5桁

時間 6桁

分 8桁

秒 10桁

ファイル

拡張⼦ 無制限

縮⼩表⽰
幅

3桁
⾼さ

イメージURL

⼊⼒欄の横幅
3桁

最⼤⼊⼒⽂字数

初期値
無制限

拡張⼦
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縮⼩表⽰
幅

3桁
⾼さ

項⽬の追加
項⽬の変更

⾃動採番
開始番号

9桁
次に付与する番号

デザインの設定 アイコン ファイル指定 無制限

項⽬の追加
項⽬の変更

未完了の項⽬
完了の項⽬

無制限

ビュー(⼀覧)の追加
ビュー(⼀覧)の変更

ビュー名 100

ビュー(詳細・登録)の追加
ビュー(詳細・登録)の変更 ビュー名 100

絞り込みの追加
絞り込みの変更

絞り込み名 100

絞込条件

⽂字列(1⾏)
100

⽂字列(複数⾏)

URL 255

メニュー(⽂字列)
100

メニュー(ユーザー)

ラジオボタン 100

カウントボタン 255

数値
18桁

⾃動計算

⽇付
(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉
2桁

⽇

時刻
(直接⼊⼒)

時
2桁

分

⽇付時刻
(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉
2桁

⽇
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時

分

時間量

⽇ 5桁

時間 6桁

分 8桁

秒 10桁

時間計算

⽇ 5桁

時間 6桁

分 8桁

秒 10桁

ファイル 100

イメージURL 255

⾃動採番 10桁

データ参照(アドレス帳)

255
データ参照(ファイル管
理)

レコード番号 14桁

登録⽇時
(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉

2桁⽇

時

登録者 100

更新⽇時
(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉

2桁⽇

時

更新者
100

コメント
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最新コメント
登録⽇時
(直接⼊⼒)

年 4桁

⽉

2桁⽇

時

ソート名 100

集計の追加
集計の変更

集計名 100

更新通知の追加(条件の設定)
更新通知の変更(条件の設定)

更新通知名
100

メールでの通知
先

メールアドレス

ユーザー選択 45

更新通知の追加(通知内容の設定)
更新通知の変更(通知内容の設定)

メールの⾒出し 100

署名 無制限

コメントのアクセス権 ユーザー検索 45

リアクションのリンク名 直接⼊⼒ 10

リレーションの追加(基本情報の設定)
リレーションの変更

リレーション名 100

受信メールサーバー(POP3)の設定

サーバー名 100

ポート番号 5桁

POP3アカウント名 100

POP3パスワード 64(半⾓⽂字のみ)

メール受信許可の設定
メールアドレスおよびドメイン 100

ユーザー選択 45

読み込み権限の設定 ユーザー選択 45

データコピーの追加
データコピーの変更

データコピー名 100

RSS通知の追加
RSS通知の変更

RSS通知名
100

説明⽂

関連リンクの追加
関連リンクの変更

任意のホーム
ページへのリン
ク

タイトル
無制限

URL
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ログ付加情報 100

CSVファイルからの読み込み(カスタムア
プリ)

ファイル 無制限

DBMファイルの書き出し 1000MB

アプリ内の全添付ファイルの書き出し 500MB

テンプレート名 100
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