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インストールの前に確認すること

Office 9 パッケージ版をインストールする前に、次の項⽬を確認します。

ユーザーの権限
Office 9 パッケージ版のインストールには、次のユーザーで、Office 9 パッケージ版をインストールするサーバーにログイ
ンする必要があります。

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

サーバーやネットワーク環境の確認
使⽤中のサーバーやネットワーク環境が動作環境と合っていることを確認します。

製品情報：動作環境

最新版のインストーラーの⼊⼿
最新版のインストーラーは、下のページからダウンロードできます。

ダウンロード

Webサーバーの確認
Webサーバーがインストールされていることを確認します。
Windows環境でWebサーバーがインストールされていない場合は、Office 9 パッケージ版のインストールと同時にApache
2.0.x / 2.2.xがインストールされます。

Windows環境：対応しているWebサーバー
Linux環境：対応しているWebサーバー

インストールサーバーの設定⽇時の確認
インストールサーバーに設定されている⽇時が、正しいかどうかを確認します。
⽇時が正しく設定されていないと、正常に動作しない可能性があります。

常駐アプリケーションやプロセス等終了の確認
製品をインストールするサーバーで、アプリケーションやプロセスなどが終了していることを確認します。
セキュリティやバックアップなどの常駐アプリケーションやプロセスが動いていると、影響を受けてしまう可能性があるた
め、停⽌した状態で実施することを推奨しています。
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インストールする

Windows環境にOffice 9 パッケージ版をインストールする⼿順を説明します。

インストールする環境を確認する
インストールの前に確認すること
対応しているWebサーバー

ダウンロードした「cbof-9.○.○-windows-k○.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

「ようこそ」画⾯で、 次へ をクリックする
すでに同じサーバーにOffice 9 パッケージ版がインストールされている場合は、複数の製品をインストールするかどう
かの画⾯が表⽰されます。

製品の複数インストールについて

試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約に同意します」を選択し、 次へ を
クリックする
試⽤許諾契約に同意しない場合は、 キャンセル をクリックし、インストールを中⽌します。

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
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「新規インストール」を選択し、 次へ をクリックする
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

インストール識別⼦を確認し、 次へ をクリックする
通常はインストール識別⼦を変更する必要はありません。ただし、複数のOffice 9 パッケージ版をインストールする場
合は、インストールごとに別の識別⼦を設定する必要があります。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

インストール識別⼦とは

Webサーバーがインストールされていない場合は、Webサーバーをインストールするかどうかの画⾯が表⽰されま
す。

Webサーバーのインストールについて
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CGIディレクトリを確認し、 次へ をクリックする
通常はCGIディレクトリを変更する必要はありません。変更する場合は 参照 をクリックして、CGIディレクトリを
指定します。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
最初に設定されている CGI実⾏ディレクトリは、使⽤している Webサーバーにより異なります。

CGIディレクトリとは

ディレクトリを変更する場合は、次のページを参照してください。

ディレクトリの変更について

ドキュメントルートディレクトリを確認し、 次へ をクリックする
通常はドキュメントルートディレクトリを変更する必要はありません。変更する場合は 参照 をクリックして、ド
キュメントルートディレクトリを指定します。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。最初に設定されているドキュメントルートディレクトリは、
使⽤しているWebサーバーにより異なります。

ドキュメントルートディレクトリとは

ディレクトリを変更する場合は、次のページを参照してください。

ディレクトリの変更について
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設定を確認し、 インストール をクリックする
インストールが始まります。
設定を変更する場合は、 戻る をクリックします。

完了 をクリックする
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OK をクリックして、Office 9 パッケージ版の初回アクセス画⾯を表⽰し、動作を確認する
Office 9 パッケージ版の初回アクセス画⾯と「README」が表⽰された場合、インストールは正常に終了していま
す。
Office 9 パッケージ版の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、次のページを参照してください。

アクセス画⾯が表⽰されない場合

「会社名」と「お名前」を⼊⼒し、[次へ>>]をクリックする
⼊⼒された会社名とお名前のサンプルデータを作成します。

サンプルデータについて

12



ログイン画⾯が表⽰されたら、ヘッダーで、  > [システム設定]の順にクリックし、基本
設定を⾏う

管理者マニュアル：基本設定を変更する

アクセス画⾯が表⽰されない場合
⼿順11でOffice 9 パッケージ版の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、Webブラウザーを起動し、
Office 9 パッケージ版にアクセスします。
アクセスするURLは次のとおりです。

IISの場合
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/(インストール識別⼦)/ag.exe?
例)サーバーのIPアドレスが「192.168.1.1」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://192.168.1.1/scripts/cbag/ag.exe?
例)サーバーのホスト名が「bozuman.co.jp」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://bozuman.co.jp/scripts/cbag/ag.exe?

Apache(Windows ⽤)の場合
http://(サーバーのホスト名またはIPアドレス)/cgi-bin/(インストール識別⼦)/ag.exe?
例)サーバーのIPアドレスが「192.168.1.1」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://192.168.1.1/cgi-bin/cbag/ag.exe?
例)サーバーのホスト名が「bozuman.co.jp」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://bozuman.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.exe?

アクセス画⾯が表⽰されない場合の操作をしてもOffice 9 パッケージ版の初回アクセス画⾯が表⽰されな
い場合は、次の項⽬を確認します。

サーバーのIPアドレスまたはホスト名、ディレクトリ名、ファイル名などが正しく⼊⼒されているか

CGIを実⾏できるディレクトリを指定しているか

仮想ディレクトリの設定は正しいか

仮想ディレクトリの作成⽅法

あわせて次のページも参照してください。

よくある質問と答え(FAQ)

インストール識別⼦とは
1台のサーバーに複数のOffice 9 パッケージ版をインストールする場合に指定する、個々のOffice 9 パッ
ケージ版を識別するための⽂字列です。
使⽤できる⽂字は「A-Z」「a-z」「0-9」「-,()$!_'.+」です。先頭または末尾に「.」は使⽤できませ
ん。インストール識別⼦は、20⽂字以内で設定します。
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インストール識別⼦は、アクセスURLの⼀部に使⽤されます。

CGIディレクトリとは
製品の実⾏ファイルが保存されるディレクトリです。⼿順7で指定したディレクトリの下に⼿順6で指定し
たインストール識別⼦と同じディレクトリ(インストールディレクトリ)が作成され、このディレクトリに
製品の実⾏ファイルが保存されます。

ドキュメントルートディレクトリとは
製品の画像ファイルなどが保存されるディレクトリです。⼿順8で指定したディレクトリの下に「cb90」
と⾔う名前のディレクトリが作成され、このディレクトリに製品の画像ファイルなどが保存されます。ド
キュメントルートディレクトリを変更すると、製品の画⾯に正しく画像が表⽰されない場合があります。
ホームディレクトリとも呼びます。

サンプルデータについて
ユーザーやスケジュール、掲⽰板などのデータがあらかじめ登録されています。サンプルデータをインス
トールすると、登録されているユーザーを使⽤して、これらのデータを参照したり機能を試したりできま
す。 インストールしたサンプルデータは、運⽤前に⼀括削除できます。

サンプルデータを⼀括削除する

製品の複数インストールについて
1つのサーバーに複数のOffice 9 パッケージ版をインストールする場合は、⼿順3で次の画⾯が表⽰されま
す。「この製品の新しいコピーをインストールする」を選択し、インストールすると、1つのサーバーに
複数の製品をインストールできます。複数の製品をインストールする場合は、⼿順6ですでにインストー
ルしているOffice 9 パッケージ版で使⽤しているインストール識別⼦とは異なる識別⼦を設定します。

Webサーバーのインストールについて
Webサーバーがインストールされていない場合は、⼿順6で 次へ をクリックすると、次の画⾯が表⽰

されます。 はい をクリックすると、Webサーバーをインストールします。

Apache (Windows⽤)のインストール
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また、すでにインストールされているWebサーバーを停⽌していたり、使⽤するポート番号を80番から変更
したりしているときも、警告画⾯が表⽰される場合があります。

はい をクリックすると、Webサーバー(Apache 2.0.x / 2.2.x)をインストールします。

いいえ をクリックすると、WebサーバーをインストールせずにOffice 9 パッケージ版のインストールを続
けます。

対応しているWebサーバー
Windows環境で、Office 9 パッケージ版が対応している Web サーバーは次のとおりです。

対応しているWebサーバー

OS Webサーバー 説明

Windows

IIS 7.0 IIS 7.0のインストール

IIS 7.5 IIS 7.5のインストール

IIS 8.0 IIS 8.0のインストール

IIS 8.5 IIS 8.5のインストール

Apache 2.0.x / 2.2.x Apache(Windows⽤)のインストール

ディレクトリの変更について
⼿順7または⼿順8で CGIディレクトリまたはドキュメントルートディレクトリを変更する場合は、

参照 をクリックして表⽰される「フォルダの選択」画⾯で、CGIディレクトリまたはドキュメントルー

トディレクトリを選択し、 OK をクリックします。
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バージョンアップする

Windows環境にインストールしている製品をOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする⼿順を説明します。

旧製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合、ライセンス状態が試⽤版になります。改
めてライセンスを登録してください。

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する場合の注意
次の製品をOffice 9 パッケージ版に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。

Office製品とデヂエ製品

Office 8 plus デヂエ

デヂエ製品

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。

ダウンロード

Office製品とデヂエ製品、もしくはデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版へのバージョンアップ
Office製品とデヂエ製品、もしくはデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版へバージョンアップした場合、
次のような問題が発⽣する場合があります。

Webブラウザーのブックマーク、リンク集、掲⽰板などに登録していた「db.exe」がリンク切れに
なる

デヂエ製品内で「db.exe?page=xxx」と⼊⼒してもリンクとして利⽤できない

CSV⼊出⼒機能を使⽤したバッチスクリプトが使えなくなる

上記の問題を解決するためのツールを下記のページからダウンロードしてください。
ツールをご利⽤いただけるのは、次の製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合です。

Office製品とデヂエ製品

Office 8 plus デヂエ

デヂエ製品

よくある質問と答え(FAQ)

同じサーバーにインストールされているOffice製品とデヂエ製品をOffice 9 パッケージ版にバージョン
アップする場合、Office製品をバージョンアップする過程で、デヂエ製品のデータを取り込みます。デヂ
エ製品からのバージョンアップはできません。

Office 9 パッケージ版にバージョンアップするドライブのディスク容量が基準に満たない場合、バージョ
ンアップが中⽌されます。
基準となる容量は、次のとおりです。

Office製品からのバージョンアップ：
(Officeのdataディレクトリの半分の容量＋100MB)未満の場合

デヂエ製品単体からのバージョンアップ：
(デヂエのdataディレクトリの半分の容量＋デヂエのdataディレクトリの容量＋デヂエのfileディレ
クトリの容量＋100MB)未満の場合

Office製品とデヂエ製品、またはOffice 8 plus デヂエからのバージョンアップ：
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(Officeのdataディレクトリの半分の容量＋デヂエのdataディレクトリの半分の容量＋デヂエのdata
ディレクトリの容量＋デヂエのfileディレクトリの容量＋100MB)未満の場合

リモートサービスを併⽤している場合

リモートサービスを使⽤している場合は、サイボウズ Officeのバージョンアップ後にリモートサー
ビスマネージャーで製品情報を更新、または利⽤製品を再登録する必要があります。
サイボウズ Officeのみバージョンアップすると、画像やアイコンが表⽰されなくなる場合がありま
す。

よくある質問と答え(FAQ)

下記のパターンでサイボウズ Officeをバージョンアップする場合、リモートサービスマネージャー
に登録しているデヂエの製品情報は更新する必要はありません。
サイボウズ Officeの製品情報だけを更新します。
・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製品とデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

上記のバージョンアップの場合、Office 9 パッケージ版にデヂエのデータが取り込まれるため、リ
モートサービスマネージャーに登録されているデヂエのアクセスURLは無効になります。
この場合、リモートサービスマネージャーでデヂエの製品情報を更新しようとするとエラーが表⽰さ
れます。

リモートサービスのサイボウズ Officeとリモートサービスをあわせてバージョンアップする

バージョンアップすると、「(CGIディレクトリ)\(インストール識別⼦)\cb5\page\backup」フォルダ
にバージョンアップ前の製品のテンプレートファイルを⾃動的にバックアップします。

Office 9 パッケージ版にバージョンアップした場合、ケータイ機能もOffice 9 パッケージ版にバージョン
アップされます。

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

Office製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

最新版のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
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以前の製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

最新版のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

Office 9のインストールディレクトリ、インストール識別⼦、ドキュメントルートディレクトリ
を確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認
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できます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

製品の実⾏環境を確認する
ドキュメントルートディレクトリとは

ユーザーのOffice 9 パッケージ版へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を設定する

Office 9 パッケージ版のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。
バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(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/module/

管理者マニュアル：データをバックアップする

ダウンロードした「cbof-9.○.○-windows-k○.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

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

「ようこそ」画⾯で、 次へ をクリックする
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試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約書に同意します」を選択して、
次へ をクリックする

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

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

設定を確認し、 インストール をクリックする
バージョンアップが始まります。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
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完了 をクリックする

メンテナンス時間を解除し、動作を確認する

(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動して製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

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

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること
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サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8のインストールディレクトリ、インス
トール識別⼦、ドキュメントルートディレクトリを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「サイボウズ(R)Office の実⾏環境の診断」画
⾯の「Dir」欄で確認できます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

サイボウズ AG：サイボウズ AGの実⾏環境の診断
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

ユーザーのサイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8へのアクセスを⼀時的に中⽌
する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。

サイボウズ AG ：メンテナンス時間の設定
Office 6：メンテナンス時間の設定
Office 7：メンテナンス時間を設定する
Office 8 ：メンテナンス時間を設定する

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(インストールディレクトリ)/cb5/log/

ダウンロードした最新版の「cbof-9.○.○-windows-k○.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

「ようこそ」画⾯で、 次へ をクリックする

試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約書に同意します」を選択して、
次へ をクリックする

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

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
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「メジャーバージョンアップ」を選択し、 次へ をクリックする
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

インストール⽅法を選択し、 次へ をクリックする

バージョンアップする製品が表⽰されていない場合は、次の⼿順にしたがって設定します。
1.「バージョンアップする製品を指定する」を選択し、 次へ をクリックする

2.「インストール識別⼦の設定」画⾯で、バージョンアップする製品のインストール識別⼦を設定し、 次へ をク
リックする
3.「CGIディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックする

4.「ドキュメントルートディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックす
る

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
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Office 6からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする場合、⼿順8の後に「インストール⽅法の選択」画⾯が表⽰
されません。次の⼿順にしたがって設定してください。
1.「インストール識別⼦の設定」画⾯で、Office 6をインストールしたフォルダを指定し、 次へ をクリックする
例えば、Office 6のインストール先がC:\InetPub\scripts\cbagの場合、cbagと指定します。
2.「CGIディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックする

3.「ドキュメントルートディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックする

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

「デヂエのデータ取り込み」確認ダイアログで、 いいえ をクリックする

使⽤するオプション製品を選択し、 次へ をクリックする
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設定を確認し、 インストール をクリックする
インストールが始まります。
設定を変更する場合は、 戻る をクリックします。

完了 をクリックする

25



メンテナンス時間を解除し、動作を確認する

(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動して製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

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

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場合は、⼀度Office 6にバージョンアップしてか
ら、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。

Office 4以前の製品をOffice 6にバージョンアップする
Office 6：サイボウズ Office 4 以前の製品からのバージョンアップ

Office 9 パッケージ版にバージョンアップする
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

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

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

デヂエ製品のインストールディレクトリ、インストール識別⼦、ドキュメントルートディレクト
リを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認で
きます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

DBメーカー：実⾏環境の診断
デヂエ 3：システム実⾏環境の診断
デヂエ 4：システム実⾏環境の診断
デヂエ 5：システム実⾏環境の診断
デヂエ 6：システム実⾏環境の診断
デヂエ 8 ：システムの実⾏環境を確認する

ユーザーのデヂエ製品へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。
※メンテナンス時間の設定は、デヂエ 4.0以降に搭載された機能です。
※デヂエ 3.0以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順4に進んでください。

デヂエ 4：メンテナンス時間の設定
デヂエ 5：メンテナンス時間の設定
デヂエ 6：メンテナンス時間の設定
デヂエ 8：メンテナンス時間を設定する

バージョンアップ前の製品のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

デヂエ 8の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。
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(インストールディレクトリ)/dze/data/

(インストールディレクトリ)/dze/file/

デヂエ 6以前の製品の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/data/

(インストールディレクトリ)/file/

ダウンロードした最新版の「cbof-9.○.○-windows-k○.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

「ようこそ」画⾯で、 次へ をクリックする

試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約書に同意します」を選択して、
次へ をクリックする

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

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

「メジャーバージョンアップ」を選択し、 次へ をクリックする
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

インストール⽅法の選択で、デヂエ製品を選択し、 次へ をクリックする

バージョンアップする製品が表⽰されていない場合は、次の⼿順にしたがって設定します。
1.「バージョンアップする製品を指定する」を選択し、 次へ をクリックする

2.「インストール識別⼦の設定」画⾯で、バージョンアップする製品のインストール識別⼦を設定し、 次へ をク
リックする
3.「CGIディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックする

4.「ドキュメントルートディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックす
る

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

設定を確認し、 インストール をクリックする
インストールが始まります。
設定を変更する場合は、 戻る をクリックします。
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完了 をクリックする

バージョンアップ後の操作は、お使いのアーカイブのバージョンによって異なります。
バージョン番号を確認してから、下記の操作に進みます。

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場合
バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

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場合

Web ブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし、
データをコンバートする
コンバート時のアクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbdb/ag.exe
または
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbdb/ag.exe
※cbdbの部分はインストール識別⼦になります。
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コンバート結果を確認し、ホームへをクリックする

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

サイボウズ Office 9 データ修復プログラムを実⾏する
詳細は次のページを参照してください。

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する場合の注意
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バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

Webブラウザーを起動してコンバート結果を確認し、ホームへをクリックする
アクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbdb/ag.exe
または
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbdb/ag.exe
※cbdbの部分はインストール識別⼦になります。

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

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
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バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

Office 8 plus デヂエのインストールディレクトリ、インストール識別⼦、ドキュメントルート
ディレクトリを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認で
きます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

Office 8：「Office 8」の実⾏環境を確認する

ユーザーの「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。
メンテナンス時間は、デヂエ 8→Office 8の順に設定してください。

デヂエ 8：メンテナンス時間を設定する
Office 8：メンテナンス時間を設定する

バージョンアップ前の製品のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(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)/dze/data/

(インストールディレクトリ)/dze/file/

ダウンロードした「cbof-9.○.○-windows-k○.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

「ようこそ」画⾯で、 次へ をクリックする

試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約書に同意します」を選択して、
次へ をクリックする

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

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

「メジャーバージョンアップ」を選択し、 次へ をクリックする
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

インストール⽅法の選択で、「サイボウズ(R) Office 8 & plus デヂエ」を選択し、 次へ を
クリックする
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
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使⽤するオプション製品を選択し、 次へ をクリックする

設定を確認し、 インストール をクリックする
インストールが始まります。
設定を変更する場合は、 戻る をクリックします。

完了 をクリックする
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バージョンアップ後の操作は、お使いのアーカイブのバージョンによって異なります。
バージョン番号を確認してから、下記の操作に進みます。

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場合
バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

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場合
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Web ブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし、
データをコンバートする
コンバート時のアクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbag/ag.exe?page=SystemAdminMenu
または
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=SystemAdminMenu
※cbagの部分はインストール識別⼦になります。

コンバート結果を確認し、メンテナンス時間を解除して、ホームへをクリックする
(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

サイボウズ Office 9 データ修復プログラムを実⾏する
詳細は次のページを参照してください。

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する場合の注意

バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

メンテナンス時間を解除し、Web ブラウザーを起動しコンバート結果を確認して、ホームへを
クリックする
(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

アクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbag/ag.exe
または
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.exe
※cbagの部分はインストール識別⼦になります。

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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
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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製品とデヂエ製品でユーザー情報連携をしていない場合の注意
Office製品のユーザーやグループと同じログイン名やグループ名を、デヂエ製品のユーザーやグループに
登録していない場合、デヂエ製品側のアクセス権などが引き継がれません。
また、レコード登録者にアクセス権を設定している場合、 正しく登録者情報を引き継げないことがありま
す。

よくある質問と答え(FAQ)

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8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 4以前の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

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8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

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8とデヂエ製品のインストールディレクト
リ、インストール識別⼦、ドキュメントルートディレクトリを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認で
きます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

サイボウズ AG：サイボウズ AGの実⾏環境の診断
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
DBメーカー：実⾏環境の診断
デヂエ 3：システム実⾏環境の診断
デヂエ 4：システム実⾏環境の診断
デヂエ 5：システム実⾏環境の診断
デヂエ 6：システム実⾏環境の診断
デヂエ 8：システムの実⾏環境を確認する

ユーザーのサイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8とデヂエ製品へのアクセスを
⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。
※メンテナンス時間の設定は、「デヂエ 4.0」以降に搭載された機能です。
※「デヂエ 3.0」以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順4に進んでください。

サイボウズ AG：メンテナンス時間の設定
Office 6：メンテナンス時間の設定
Office 7：メンテナンス時間を設定する
Office 8：メンテナンス時間を設定する
デヂエ 4：メンテナンス時間の設定
デヂエ 5：メンテナンス時間の設定
デヂエ 6：メンテナンス時間の設定
デヂエ 8：メンテナンス時間の設定

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8とデヂエ製品のデータファイルをバック
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アップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

バックアップの対象となるOffice製品のデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(インストールディレクトリ)/cb5/log/

デヂエ 8の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/dze/data/

(インストールディレクトリ)/dze/file/

デヂエ 6以前の製品の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/data/

(インストールディレクトリ)/file/

ダウンロードした最新版の「cbof-9.○.○-windows-k○.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

「ようこそ」画⾯で、 次へ をクリックする

試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約書に同意します」を選択して、
次へ をクリックする

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

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

「メジャーバージョンアップ」を選択し、 次へ をクリックする
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

インストール⽅法の選択で、Office製品を選択し、 次へ をクリックする
デヂエ製品ではなく、Office製品を選択してください。デヂエ製品を選択すると、デヂエ製品のみバージョンアップさ
れます。

バージョンアップする製品が表⽰されていない場合は、次の⼿順にしたがって設定します。
1.「バージョンアップする製品を指定する」を選択し、 次へ をクリックする

2.「インストール識別⼦の設定」画⾯で、バージョンアップする製品のインストール識別⼦を設定し、 次へ をク
リックする
3.「CGIディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックする

4.「ドキュメントルートディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックす
る

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

36



Office 6からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする場合、⼿順8の後に「インストール⽅法の選択」画⾯が表⽰
されません。次の⼿順にしたがって設定してください。
1.「インストール識別⼦の設定」画⾯で、Office 6をインストールしたフォルダを指定し、 次へ をクリックする
例えば、Office 6のインストール先がC:\InetPub\scripts\cbagの場合、cbagと指定します。
2.「CGIディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックする

3.「ドキュメントルートディレクトリの設定」画⾯で、インストール先のフォルダを確認し、 次へ をクリックする

1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

「デヂエのデータ取り込み」確認ダイアログで、 はい をクリックする

データの取り込み⽅法の選択で、デヂエ製品を選択し、 次へ をクリックする
取り込む製品が表⽰されていない場合は、「データを取り込む製品を指定する」を選択します。
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デヂエ 5以前のデヂエ製品からデータを取り込む場合は、⼿順10の後に「データの取り込み⽅法の選択」画⾯が表⽰さ
れません。
「サイボウズ(R)デヂエ(R)のインストールディレクトリの設定」画⾯で、デヂエ製品のインストール先のフォルダを指
定して 次へ をクリックします。

使⽤するオプション製品を選択し、 次へ をクリックする

設定を確認し、 インストール をクリックする
インストールが始まります。
設定を変更する場合は、 戻る をクリックします。

完了 をクリックする
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バージョンアップ後の操作は、お使いのアーカイブのバージョンによって異なります。
バージョン番号を確認してから、下記の操作に進みます。

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場合
バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

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場合
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Web ブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし、
データをコンバートする
コンバート時のアクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbag/ag.exe?page=SystemAdminMenu
または
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=SystemAdminMenu
※cbagの部分はインストール識別⼦になります。

コンバート結果を確認し、メンテナンス時間を解除して、ホームへをクリックする
(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

サイボウズ Office 9 データ修復プログラムを実⾏する
詳細は次のページを参照してください。

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する場合の注意

バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

メンテナンス時間を解除し、Web ブラウザーを起動しコンバート結果を確認して、ホームへを
クリックする
(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

アクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/scripts/cbag/ag.exe
または
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.exe
※cbagの部分はインストール識別⼦になります。

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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
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Office 4以前の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 4以前の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場合は、⼀度Office 4以前の製品を
Office 6にバージョンアップしてから、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。

Office 4以前の製品をOffice 6にバージョンアップする
Office 6：サイボウズ Office 4 以前の製品からのバージョンアップ

Office 9 パッケージ版にバージョンアップする
サイボウズ AG、Office 6、Office 7、Office 8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
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アンインストールする

Windows環境にインストールしているOffice 9 パッケージ版をアンインストールする⼿順を説明します。
アプリケーションを削除したあとに、必要に応じてデータを削除します。

Office 9 パッケージ版のアンインストールには、Administrator権限が必要です。

アンインストールする前に、データをバックアップしておくことをお勧めします。
管理者マニュアル：データをバックアップする

削除したデータは元に戻せません。くれぐれもご注意ください。誤って削除してしまった場合、弊社で
はサポート致しかねます。あらかじめご了承ください。

Office 9 パッケージ版をインストールしたときに、Apacheが⾃動的にインストールされた場合は、
Apacheを別途アンインストールする必要があります。

Apacheをアンインストールする

アプリケーションを削除する
データを削除する

アプリケーションを削除する

Windows のスタートメニューから、「コントロールパネル」 > 「プログラムの追加と削除」
の順に選択する
Windows 7の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」 > 「プログラムの機能」の順に選択しま
す。

「サイボウズ(R) Office 9 (インストール識別⼦)」を選択し、 変更と削除 をクリックする
Windows 7の場合は、「サイボウズ(R) Office 9 (インストール識別⼦)」を選択し、[アンインストールと変更]を
クリックします。 複数のOffice 9 パッケージ版をインストールしている場合は、アンインストールするOffice 9
パッケージ版を選択します。

はい をクリックして、アンインストールを開始する
アンインストールを中⽌する場合は、 キャンセル をクリックします。
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完了 をクリックする
これで、アンインストールは終了です。

データを削除する

アプリケーションを削除したあとに、不要になったデータを⼿動で削除します。
cb9xxは、Office 9 パッケージ版をインストールした場合のドキュメントルートディレクトリです。
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。

削除するデータは、次のとおりです。

(ドキュメントルートディレクトリ)\cb9xx以下の全ファイルと全フォルダ
(ドキュメントルートディレクトリ)は、使⽤しているWebサーバーの種類によって、初期設定が異なります。

IISの場合
C:\InetPub\wwwroot\cb9xx

Apacheの場合
C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\cb9xx

Apache2.xの場合
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.x\htdocs\cb9xx
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(CGIディレクトリ)\(インストール識別⼦) 以下の全ファイルと全フォルダ
(CGIディレクトリ)は、使⽤している Web サーバーの種類によって、初期設定が異なります。

IISの場合
C:\InetPub\scripts\(インストール識別⼦)

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

Apache2.xの場合
C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.x\cgi-bin\(インストール識別⼦)

Office 9 パッケージ版を複数インストールしている場合、すべてのOffice 9 パッケージ版をアンインス
トールしないときは、(ドキュメントルートディレクトリ)\cb9xx以下の全ファイルと全フォルダは削除
しないでください。使⽤中のOffice 9 パッケージ版の画⾯が正しく表⽰されなくなります。

ドキュメントルートディレクトリやインストールディレクトリ((CGIディレクトリ)\(インストール識別
⼦))は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯で確認できます。

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

インストールディレクトリ：「Dir」欄に表⽰されています。

管理者マニュアル：製品の実⾏環境を確認する
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インストールする

Linux環境にOffice 9 パッケージ版をインストールする⼿順を説明します。

SunOS、またはFreeBSDにはOffice 9 パッケージ版をインストールできません。

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

インストールする環境を確認する
インストールの前に確認すること
対応しているWebサーバー

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 -

ダウンロードしたインストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」を適当なディレクトリに保存
し、そのディレクトリに移動する
例) /tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbof-9.○.○-linux-k○.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」をshコマンドで起動する

# sh cbof-9.○.○-linux-k○.bin

⽇本語が表⽰されたら、「Y」を⼊⼒し、Enter キーを押す
「この⽇本語が正しく表⽰されている場合は Y を⼊⼒してください。」の部分が⽂字化けしている場合は、英語表
⽰モードでインストールします。「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、製品の試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「Y」
を⼊⼒して、Enterキーを押す
試⽤許諾契約書に同意しない場合は、「N」を⼊⼒してEnter キーを押し、インストールを中⽌します。

試⽤許諾契約書に同意しますか?

[Y](はい) / [N](いいえ) :

インストール識別⼦を確認し、Enter キーを押す
通常はインストール識別⼦を変更する必要はありません。何も⼊⼒せずに Enterキーを押します。ただし、複数の
Office 9 パッケージ版をインストールする場合は、インストールごとに別の識別⼦を設定する必要があります。

インストール識別⼦とは

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

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

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サイボウズ(R) Office 9 へバージョンアップする場合

使⽤中の製品と同じインストール識別⼦を設定してください。
インストール識別⼦は、システム設定の「実⾏環境の診断」画⾯のDir欄で確認できます。
例：旧製品の実⾏環境が、/var/www/cgi-bin/cbag/ の場合
      インストール識別⼦は、「cbag」になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[cbag]:

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

CGIディレクトリとは

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

CGIディレクトリを設定してください。
※CGIディレクトリは、製品の実⾏ファイルが保存されるディレクトリです。

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サイボウズ(R) Office 9 へバージョンアップする場合

使⽤中の製品と同じCGIディレクトリを設定してください。
CGIディレクトリは、システム設定の「実⾏環境の診断」画⾯のDir欄で確認できます。
例：旧製品の実⾏環境が、/var/www/cgi-bin/cbag/ の場合
      CGIディレクトリは、「/var/www/cgi-bin」になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[/var/www/cgi-bin]:

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

ドキュメントルートディレクトリとは

ドキュメントルートディレクトリを設定してください。
※ドキュメントルートディレクトリは、製品の画像ファイルなどが保存されるディレクトリです。

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
サイボウズ(R) Office 9 へバージョンアップする場合

使⽤中の製品と同じドキュメントルートディレクトリを設定してください。
ドキュメントルートディレクトリは、システム設定の「実⾏環境の診断」画⾯のDocumentRoot欄で確認できま
す。
例：旧製品の実⾏環境が、/var/www/html の場合
      ドキュメントルートディレクトリは、「/var/www/html」になります。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[/var/www/html]:

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

Webサーバーの実⾏ユーザーとは

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

Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

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

[apache]:

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

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

インストールの設定を確認してください。

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

使⽤する製品
  サイボウズ(R) Office 9 基本セット
  サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
  サイボウズ(R) Office 9 報告書
  サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
  サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ) :

インストールが完了したら、試⽤許諾契約書とREADMEの保存場所を確認する

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

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

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

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

Webブラウザーで次のURLにアクセスしてください。
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http://(サーバーのIPアドレス、またはホスト名)/(CGIディレクトリ)/(インストール識別⼦)/ag.cgi
例)http://webserver.cybozu.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi
例)http://10.10.203.55/cgi-bin/cbag/ag.cgi

動作を確認する
Webブラウザーを起動し、Office 9 パッケージ版にアクセスします。初回アクセス画⾯が表⽰されれば、インス
トールは正常に終了しています。
アクセスするURLは、次のとおりです。
例)Office 9 パッケージ版を/usr/local/www/cgi-bin/cbagにインストールした場合
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.cgi?
例)サーバーのIPアドレスが「192.168.1.1」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://192.168.1.1/cgi-bin/cbag/ag.cgi
例)ホスト名が「bozuman.co.jp」、インストール識別⼦が「cbag」の場合
http://bozuman.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.cgi
Office 9 パッケージ版の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、次のページを参照してください。

アクセス画⾯が表⽰されない場合

「会社名」と「お名前」を⼊⼒し、 [次へ>>]をクリックする
⼊⼒された会社名とお名前のサンプルデータを作成します。

サンプルデータについて

ログイン画⾯が表⽰されたら、ヘッダーで、  > [システム設定]の順にクリックし、基本
設定を⾏う

管理者マニュアル：基本設定を変更する

アクセス画⾯が表⽰されない場合
⼿順13でOffice 9 パッケージ版の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、次の項⽬を確認します。

サーバーのIPアドレスまたはホスト名、ディレクトリ名、ファイル名などが正しく⼊⼒されてい
るか

CGIを実⾏できるディレクトリを指定しているか

仮想ディレクトリの設定は正しいか

仮想ディレクトリの作成⽅法
あわせてよくある質問と答え(FAQ)も参照してください。

製品の複数インストールについて
1つのサーバーに複数のOffice 9 パッケージ版をインストールする場合は、⼿順7で、すでにインストー
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ルしているOffice 9 パッケージ版で使⽤している識別⼦とは異なる識別⼦を⼊⼒し、インストールする
と、1つのサーバーに複数の製品をインストールできます。

対応しているWebサーバー
Linux環境で、Office 9 パッケージ版が対応している Webサーバーは、Apache 2.0.x / 2.2.xです。

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

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

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

Linux環境にインストールしている製品をOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする⼿順を説明します。

旧製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合、ライセンス状態が試⽤版になります。改
めてライセンスを登録してください。

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する場合の注意
次の製品をOffice 9 パッケージ版に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。

Office製品とデヂエ製品

Office 8 plus デヂエ

デヂエ製品

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。

ダウンロード

Office製品とデヂエ製品、もしくはデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版へのバージョンアップ
Office製品とデヂエ製品、もしくはデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版へバージョンアップした場合、
次のような問題が発⽣する場合があります。

Webブラウザーのブックマーク、リンク集、掲⽰板などに登録していた「db.cgi」がリンク切れにな
る

デヂエ製品内で「db.cgi?page=xxx」と⼊⼒してもリンクとして利⽤できない

CSV⼊出⼒機能を使⽤したバッチスクリプトが使えなくなる

上記の問題を解決するためのツールを下記のページからダウンロードしてください。
ツールをご利⽤いただけるのは、次の製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合です。

Office製品とデヂエ製品

Office 8 plus デヂエ

デヂエ製品

よくある質問と答え(FAQ)

同じサーバーにインストールされているOffice製品とデヂエ製品をOffice 9 パッケージ版にバージョン
アップする場合、Office製品をバージョンアップする過程で、デヂエ製品のデータを取り込みます。デヂ
エ製品からのバージョンアップはできません。

Office 9 パッケージ版にバージョンアップするドライブのディスク容量が基準に満たない場合、バージョ
ンアップが中⽌されます。 基準となる容量は、次のとおりです。

Office製品からのバージョンアップ：
(Officeのdataディレクトリの半分の容量＋100MB)未満の場合

デヂエ製品単体からのバージョンアップ：
(デヂエのdataディレクトリの半分の容量＋デヂエのdataディレクトリの容量＋デヂエのfileディレ
クトリの容量＋100MB)未満の場合

Office製品とデヂエ製品、またはOffice 8 plus デヂエからのバージョンアップ：
(Officeのdataディレクトリの半分の容量＋デヂエのdataディレクトリの半分の容量＋デヂエのdata
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ディレクトリの容量＋デヂエのfileディレクトリの容量＋100MB)未満の場合

リモートサービスを併⽤している場合

リモートサービスを使⽤している場合は、サイボウズ Officeのバージョンアップ後にリモートサー
ビスマネージャーで製品情報を更新、または利⽤製品を再登録する必要があります。
サイボウズ Officeのみバージョンアップすると、画像やアイコンが表⽰されなくなる場合がありま
す。

よくある質問と答え(FAQ)

下記のパターンでサイボウズ Officeをバージョンアップする場合、リモートサービスマネージャー
に登録しているデヂエの製品情報は更新する必要はありません。
サイボウズ Officeの製品情報だけを更新します。
・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製品とデヂエ製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

上記のバージョンアップの場合、Office 9 パッケージ版にデヂエのデータが取り込まれるため、リ
モートサービスマネージャーに登録されているデヂエのアクセスURLは無効になります。
この場合、リモートサービスマネージャーでデヂエの製品情報を更新しようとするとエラーが表⽰さ
れます。

リモートサービスのサイボウズ Officeとリモートサービスをあわせてバージョンアップする

バージョンアップすると、「(CGIディレクトリ)\(インストール識別⼦)\cb5\page\backup」フォルダ
にバージョンアップ前の製品のテンプレートファイルを⾃動的にバックアップします。

Office 9 パッケージ版にバージョンアップした場合、ケータイ機能もOffice 9 パッケージ版にバージョン
アップされます。

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

Office製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

最新版のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする
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以前の製品からOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

最新版のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップする

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

Office 9のインストールディレクトリ、インストール識別⼦、ドキュメントルートディレクトリ
を確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認
できます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。
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製品の実⾏環境を確認する
ドキュメントルートディレクトリとは

ユーザーのOffice 9 パッケージ版へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を設定する

Office 9 パッケージ版のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。
バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(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/module/

管理者マニュアル：データをバックアップする

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

# su -

ダウンロードした最新版のインストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」を適当なディレク
トリに保存し、そのディレクトリに移動する
例) /tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbof-9.○.○-linux-k○.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」をshコマンドで起動する

# sh cbof-9.○.○-linux-k○.bin

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

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

試⽤許諾契約書に同意しますか?

[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップするインストール識別⼦を確認し、Enterキーを押す

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

サイボウズ製品がすでにインストールされています。
すでにインストールされている製品のインストール識別⼦は次のとおりです。
cbag
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バージョンアップまたはアンインストールする場合は、すでにインストールされている製品と同じインストール識別
⼦を設定してください。

サイボウズ(R) Office 9 を新規にインストールする場合、使⽤していないインストール識別⼦を設定してください。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「cbag」が設定されます。

[cbag]:

「1」を⼊⼒し、Enterキーを押す

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

この製品(cbag)に対する操作を選択してください。

1: バージョンアップする
2: アンインストールする
3: インストールを中⽌する

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

使⽤するオプション製品を選択し、Enterキーを押す

=================== オプション製品の設定 ===================

使⽤するオプション製品を設定してください。

[●]      サイボウズ(R) Office 9 基本セット(必須)
[●]  1. サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
[●]  2. サイボウズ(R) Office 9 報告書
[●]  3. サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
[●]  4. サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

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

設定を終了するには[Enter]キーを押してください。

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

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

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

Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

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

[apache]:

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

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

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

使⽤する製品
  サイボウズ(R) Office 9 基本セット
  サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
  サイボウズ(R) Office 9 報告書
  サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
  サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ) :

メンテナンス時間を解除し、動作を確認する

(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動して製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

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

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8のインストールディレクトリ、インス
トール識別⼦、ドキュメントルートディレクトリを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「サイボウズ(R)Office の実⾏環境の診断」画
⾯の「Dir」欄で確認できます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

サイボウズ AG：サイボウズ AGの実⾏環境の診断
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

ユーザーのサイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8へのアクセスを⼀時的に中⽌
する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。

サイボウズ AG：メンテナンス時間の設定
Office 6：メンテナンス時間の設定
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Office 7：メンテナンス時間を設定する
Office 8 ：メンテナンス時間を設定する

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(インストールディレクトリ)/cb5/log/

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 -

ダウンロードした最新版のインストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」を適当なディレク
トリに保存し、そのディレクトリに移動する
例) /tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbof-9.○.○-linux-k○.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」をshコマンドで起動する

# sh cbof-9.○.○-linux-k○.bin

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

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

試⽤許諾契約書に同意しますか?

[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップするインストール識別⼦を確認し、Enterキーを押す

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

サイボウズ製品がすでにインストールされています。
すでにインストールされている製品のインストール識別⼦は次のとおりです。
cbag

バージョンアップまたはアンインストールする場合は、すでにインストールされている製品と同じインストール識別
⼦を設定してください。

サイボウズ(R) Office 9 を新規にインストールする場合、使⽤していないインストール識別⼦を設定してください。

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

「1」を⼊⼒し、Enterキーを押す

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

この製品(cbag)に対する操作を選択してください。

1: バージョンアップする
2: アンインストールする
3: インストールを中⽌する

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

「N」を⼊⼒し、Enterキーを押す

===================== デヂエのデータ取り込み =====================
サイボウズ(R) デヂエ のデータを取り込みますか？
データの取り込みには、時間がかかる場合があります。

[Y](はい) / [N](いいえ) :

使⽤するオプション製品を選択し、Enterキーを押す

=================== オプション製品の設定 ===================

使⽤するオプション製品を設定してください。

[●]      サイボウズ(R) Office 9 基本セット(必須)
[●]  1. サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
[●]  2. サイボウズ(R) Office 9 報告書
[●]  3. サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
[●]  4. サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

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

設定を終了するには[Enter]キーを押してください。

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

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

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

Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

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

[apache]:

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

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

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

使⽤する製品
  サイボウズ(R) Office 9 基本セット
  サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
  サイボウズ(R) Office 9 報告書
  サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
  サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ) :

メンテナンス時間を解除し、動作を確認する

(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動して製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

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

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場合は、⼀度Office 6にバージョンアップしてか
ら、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。

Office 4以前の製品をOffice 6にバージョンアップする
Office 6：サイボウズ Office 4以前の製品からのバージョンアップ

Office 9 パッケージ版にバージョンアップする
サイボウズ AG、Office 6、Office 7、Office 8とデヂエ8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

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

デヂエ製品のインストールディレクトリ、インストール識別⼦、ドキュメントルートディレクト
リを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認で
きます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。
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DBメーカー：実⾏環境の診断
デヂエ 3：システム実⾏環境の診断
デヂエ 4：システム実⾏環境の診断
デヂエ 5：システム実⾏環境の診断
デヂエ 6：システム実⾏環境の診断
デヂエ 8 ：システムの実⾏環境を確認する

ユーザーのデヂエ製品へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。
※メンテナンス時間の設定は、デヂエ 4.0以降に搭載された機能です。
※デヂエ 3.0以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順4に進んでください。

デヂエ 4：メンテナンス時間の設定
デヂエ 5：メンテナンス時間の設定
デヂエ 6：メンテナンス時間の設定
デヂエ 8：メンテナンス時間を設定する

バージョンアップ前の製品のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

デヂエ 8の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/dze/data/

(インストールディレクトリ)/dze/file/

デヂエ 6以前の製品の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/data/

(インストールディレクトリ)/file/

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 -

ダウンロードした最新版のインストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」を適当なディレク
トリに保存し、そのディレクトリに移動する
例) /tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbof-9.○.○-linux-k○.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」をshコマンドで起動する

# sh cbof-9.○.○-linux-k○.bin

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

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

試⽤許諾契約書に同意しますか?
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[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップするインストール識別⼦を確認し、Enterキーを押す

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

サイボウズ製品がすでにインストールされています。
すでにインストールされている製品のインストール識別⼦は次のとおりです。
cbdb

バージョンアップまたはアンインストールする場合は、すでにインストールされている製品と同じインストール識別
⼦を設定してください。

サイボウズ(R) Office 9 を新規にインストールする場合、使⽤していないインストール識別⼦を設定してください。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「cbdb」が設定されます。

[cbdb]:

「1」を⼊⼒し、Enterキーを押す

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

この製品(cbdb)に対する操作を選択してください。

1: バージョンアップする
2: アンインストールする
3: インストールを中⽌する

[1] / [2] :

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

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

Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

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

[apache]:

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

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

インストールの設定を確認してください。

インストール識別⼦: cbdb
CGIディレクトリ: /var/www/cgi-bin
ドキュメントルートディレクトリ: /var/www/html
WEBサーバーの実⾏ユーザー: apache
スケジューリングサービスの起動/停⽌ファイル /etc/rc.d/init.d/ofss_cbdb
アンインストールの実⾏ファイル: /var/www/cgi-bin/cbdb/uninstall_cbdb
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使⽤する製品
  サイボウズ(R) Office 9 基本セット
  サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
  サイボウズ(R) Office 9 報告書
  サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
  サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップ後の操作は、お使いのアーカイブのバージョンによって異なります。
バージョン番号を確認してから、下記の操作に進みます。

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場合
バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

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場合

Webブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし、
データをコンバートする
コンバート時のアクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbdb/ag.cgi
※cbdbの部分はインストール識別⼦になります。

コンバート結果を確認し、ホームへをクリックする

60



表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、 動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

サイボウズ Office 9 データ修復プログラムを実⾏する
詳細は次のページを参照してください。

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する場合の注意

バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

Webブラウザーを起動してコンバート結果を確認し、ホームへをクリックする
アクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbdb/ag.cgi
※cbdbの部分はインストール識別⼦になります。
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表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、 動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

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

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

Office 8 plus デヂエのインストールディレクトリ、インストール識別⼦、ドキュメントルート
ディレクトリを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認で
きます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

Office 8：「Office 8」の実⾏環境を確認する

ユーザーのOffice 8 plus デヂエへのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
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製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。
メンテナンス時間は、デヂエ 8→Office 8の順に設定してください。

デヂエ 8：メンテナンス時間を設定する
Office 8：メンテナンス時間を設定する

バージョンアップ前の製品のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(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)/dze/data/

(インストールディレクトリ)/dze/file/

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 -

ダウンロードした最新版のインストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」を適当なディレク
トリに保存し、そのディレクトリに移動する
例) /tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbof-9.○.○-linux-k○.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」をshコマンドで起動する

# sh cbof-9.○.○-linux-k○.bin

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

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

試⽤許諾契約書に同意しますか?

[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップするインストール識別⼦を確認し、Enterキーを押す

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

サイボウズ製品がすでにインストールされています。
すでにインストールされている製品のインストール識別⼦は次のとおりです。
cbag

バージョンアップまたはアンインストールする場合は、すでにインストールされている製品と同じインストール識別
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⼦を設定してください。

サイボウズ(R) Office 9 を新規にインストールする場合、使⽤していないインストール識別⼦を設定してください。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「cbag」が設定されます。

[cbag]:

「1」を⼊⼒し、Enterキーを押す

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

この製品(cbag)に対する操作を選択してください。

1: バージョンアップする
2: アンインストールする
3: インストールを中⽌する

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

使⽤するオプション製品を選択し、Enterキーを押す

=================== オプション製品の設定 ===================

使⽤するオプション製品を設定してください。

[●]     サイボウズ(R) Office 9 基本セット (必須)
[●] 1. サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
[●] 2. サイボウズ(R) Office 9 報告書
[●] 3. サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
[●] 4. サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

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

設定を終了するには[Enter]キーを押してください。

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

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

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

Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

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

[apache]:

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

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

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

使⽤する製品
  サイボウズ(R) Office 9 基本セット
  サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
  サイボウズ(R) Office 9 報告書
  サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
  サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップ後の操作は、お使いのアーカイブのバージョンによって異なります。
バージョン番号を確認してから、下記の操作に進みます。

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場合
バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

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場合

Webブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし、
データをコンバートする
コンバート時のアクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=SystemAdminMenu
※cbagの部分はインストール識別⼦になります。

コンバート結果を確認し、メンテナンス時間を解除して、ホームへをクリックする
(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

サイボウズ Office 9 データ修復プログラムを実⾏する
詳細は次のページを参照してください。

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する場合の注意
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バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

メンテナンス時間を解除し、Web ブラウザーを起動しコンバート結果を確認して、ホームへを
クリックする
(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

アクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.cgi
※cbagの部分はインストール識別⼦になります。

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

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製品とデヂエ製品でユーザー情報連携をしていない場合の注意
Office製品のユーザーやグループと同じログイン名やグループ名を、デヂエ製品のユーザーやグループに
登録していない場合、デヂエ製品側のアクセス権などが引き継がれません。
また、レコード登録者にアクセス権を設定している場合、 正しく登録者情報を引き継げないことがありま
す。

よくある質問と答え(FAQ)

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8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 4以前の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

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8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

バージョンアップする環境を確認する
インストールの前に確認すること

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8とデヂエ製品のインストールディレクト
リ、インストール識別⼦、ドキュメントルートディレクトリを確認する
インストールディレクトリ、インストール識別⼦は「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認で
きます。ドキュメントルートディレクトリは「DocumentRoot」欄で確認できます。

サイボウズ AG：サイボウズ AGの実⾏環境の診断
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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
DBメーカー：実⾏環境の診断
デヂエ 3：システム実⾏環境の診断
デヂエ 4：システム実⾏環境の診断
デヂエ 5：システム実⾏環境の診断
デヂエ 6：システム実⾏環境の診断
デヂエ 8：システムの実⾏環境を診断する

ユーザーのサイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8とデヂエ製品へのアクセスを
⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーが
製品へアクセスできない状態でデータをバックアップします。
※メンテナンス時間の設定は、デヂエ 4.0以降に搭載された機能です。
※デヂエ 3.0以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順4に進んでください。

サイボウズ AG：メンテナンス時間の設定
Office 6：メンテナンス時間の設定
Office 7：メンテナンス時間を設定する
Office 8：メンテナンス時間を設定する
デヂエ 4：メンテナンス時間の設定
デヂエ 5：メンテナンス時間の設定
デヂエ 6：メンテナンス時間の設定
デヂエ 8：メンテナンス時間を設定する

サイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8とデヂエ製品のデータファイルをバック
アップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルをバックアップします。

バックアップの対象となるOffice製品のデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data/

(インストールディレクトリ)/cb5/file/

(インストールディレクトリ)/cb5/log/

デヂエ 8の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/dze/data/

(インストールディレクトリ)/dze/file/

デヂエ 6以前の製品の場合、バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/data/

(インストールディレクトリ)/file/

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 -

ダウンロードした最新版のインストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」を適当なディレク
トリに保存し、そのディレクトリに移動する
例) /tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbof-9.○.○-linux-k○.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbof-9.○.○-linux-k○.bin」をshコマンドで起動する
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# sh cbof-9.○.○-linux-k○.bin

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

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

試⽤許諾契約書に同意しますか?

[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップするインストール識別⼦を確認し、Enterキーを押す

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

サイボウズ製品がすでにインストールされています。
すでにインストールされている製品のインストール識別⼦は次のとおりです。
cbdb
cbag

バージョンアップまたはアンインストールする場合は、すでにインストールされている製品と同じインストール識別
⼦を設定してください。

サイボウズ(R) Office 9 を新規にインストールする場合、使⽤していないインストール識別⼦を設定してください。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「cbag」が設定されます。

[cbag]:

「1」を⼊⼒し、Enterキーを押す

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

この製品(cbag)に対する操作を選択してください。

1: バージョンアップする
2: アンインストールする
3: インストールを中⽌する

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

「Y」を⼊⼒し、Enterキーを押す

===================== デヂエのデータ取り込み =====================
サイボウズ(R) デヂエ のデータを取り込みますか？
データの取り込みには、時間がかかる場合があります。

[Y](はい) / [N](いいえ) :

データを取り込むデヂエのインストールディレクトリを⼊⼒し、Enterキーを押す
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====================== デヂエのインストールディレクトリの設定
======================
データを取り込むサイボウズ デヂエ のインストールディレクトリを設定してください。
なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「/var/www/cgi-bin/cbdb」が設定されます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
インストールディレクトリの確認⽅法

サイボウズ デヂエのシステム設定の「実⾏環境の診断」画⾯のDir欄で確認できます。
例：デヂエの実⾏環境が、/var/www/cgi-bin/cbdb/ の場合
インストールディレクトリは、「/var/www/cgi-bin/cbdb」になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[/var/www/cgi-bin/cbdb] :

使⽤するオプション製品を選択し、Enterキーを押す

=================== オプション製品の設定 ===================

使⽤するオプション製品を設定してください。

[●]     サイボウズ(R) Office 9 基本セット (必須)
[●] 1. サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
[●] 2. サイボウズ(R) Office 9 報告書
[●] 3. サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
[●] 4. サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

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

設定を終了するには[Enter]キーを押してください。

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

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

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

Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

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

[apache]:

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

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

インストールの設定を確認してください。

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

使⽤する製品
  サイボウズ(R) Office 9 基本セット
  サイボウズ(R) Office 9 ワークフロー
  サイボウズ(R) Office 9 報告書
  サイボウズ(R) Office 9 プロジェクト
  サイボウズ(R) Office 9 カスタムアプリ

この設定でインストールします。よろしいですか？

[Y](はい) / [N](いいえ) :

バージョンアップ後の操作は、お使いのアーカイブのバージョンによって異なります。
バージョン番号を確認してから、下記の操作に進みます。

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場合
バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

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場合

Webブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし、
データをコンバートする
コンバート時のアクセスURLの例：
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=SystemAdminMenu
※cbagの部分はインストール識別⼦になります。

コンバート結果を確認し、メンテナンス時間を解除してホームへをクリックする
(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
Webブラウザーを起動して製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

サイボウズ Office 9 データ修復プログラムを実⾏する
詳細は次のページを参照してください。

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する場合の注意

バージョン 9.1.0 以降のOffice 9 パッケージ版にバージョンアップした場合

メンテナンス時間を解除し、Web ブラウザーを起動しコンバート結果を確認して、ホームへを
クリックする
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(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。

管理者マニュアル：メンテナンス時間を解除する

アクセスURLの例
http://(サーバーのIPアドレスまたはホスト名)/cgi-bin/cbag/ag.cgi
※cbag の部分はインストール識別⼦になります。

表⽰される「ログイン」画⾯から製品にアクセスし、動作を確認する
Webブラウザーを起動して製品にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

ユーザーマニュアル：ログインする

Office 9 パッケージ版でデヂエのシステムログを閲覧する⼿順は次のとおりです。

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

Office 4以前の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 4以前の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場合は、⼀度Office 4以前の製品を
Office 6にバージョンアップしてから、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。

Office 4以前の製品をOffice 6にバージョンアップする
Office 6：サイボウズ Office 4 以前の製品からのバージョンアップ

Office 9 パッケージ版にバージョンアップする
サイボウズ AG、Office 6、Office 7、Office 8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
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アンインストールする

Linux環境にインストールしているOffice 9 パッケージ版をアンインストールする⼿順を説明します。
アプリケーションを削除したあとに、必要に応じてデータを削除します。

Office 9 パッケージ版のアンインストールには、root権限が必要です。

アンインストールする前に、データをバックアップしておくことをお勧めします。
管理者マニュアル：データをバックアップする

削除したデータは元に戻せません。くれぐれもご注意ください。誤って削除してしまった場合、弊社で
はサポート致しかねます。あらかじめご了承ください。

アプリケーションを削除する
データを削除する

アプリケーションを削除する

アプリケーションを削除します。

スーパーユーザーでログインする

# su -

アンインストールするOffice 9 パッケージ版のインストールディレクトリに移動する
例)インストールディレクトリに「/var/www/cgi-bin/cbag」を指定した場合

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

アンインストーラー「uninstall_(インストール識別⼦)」を実⾏する
例)インストール識別⼦に「cbag」を指定した場合

# ./uninstall_cbag

これで、アンインストールは終了です。

データを削除する

アプリケーションを削除したあとに、不要になったデータを⼿動で削除します。
cb9xxは、Office 9 パッケージ版をインストールした場合のドキュメントルートディレクトリです。
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。

削除するデータは、次のとおりです。

(ドキュメントルートディレクトリ)\cb9xx以下の全ファイルと全フォルダ
(ドキュメントルートディレクトリ)は、使⽤しているWebサーバーの種類によって、初期設定が異なります。
例)ドキュメントルートディレクトリに「/var/www/html」を指定した場合

# cd /var/www/html
# rm -fr cb9xx

(CGIディレクトリ)\(インストール識別⼦)以下の全ファイルと全フォルダ
(CGIディレクトリ)は、使⽤しているWebサーバーの種類によって、初期設定が異なります。
例)CGIディレクトリに「/var/www/cgi-bin」、インストール識別⼦に「cbag」を指定した場合
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# cd /var/www/cgi-bin
# rm -fr cbag

Office 9 パッケージ版を複数インストールしている場合、すべてのOffice 9 パッケージ版をアンインス
トールしないときは、(ドキュメントルートディレクトリ)\cb9xx以下の全ファイルと全フォルダは削除
しないでください。使⽤中のOffice 9 パッケージ版版の画⾯が正しく表⽰されなくなります。

ドキュメントルートディレクトリやインストールディレクトリ((CGIディレクトリ)\(インストール識別
⼦))は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯で確認できます。

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

インストールディレクトリ：「Dir」欄に表⽰されています。

管理者マニュアル：製品の実⾏環境を確認する
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サーバーまたはドライブを移⾏する

使⽤中のOffice 9 パッケージ版を別のサーバーやドライブに移⾏する⼿順を説明します。

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

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

サーバーを移⾏する前に、移⾏先のサーバーでOffice 9 パッケージ版を試⽤できます。
移⾏元のサーバーと移⾏先のサーバーで、2つのOffice 9 パッケージ版を利⽤できます。
ただし、2つのOffice 9 パッケージ版で利⽤しているデータは、統合、同期、連携できません。試⽤した
データまたは、これまで運⽤しているデータのどちらかを削除することになります。

サーバーを移⾏する
ドライブを移⾏する

サーバーを移⾏する

使⽤中のOffice 9 パッケージ版を別のサーバーに移⾏します。
移⾏先のOSが移⾏元のOSと異なる場合も、サーバーを移⾏できます。

サーバーを移⾏する場合の注意
サーバー移⾏は、移⾏元と移⾏先のOffice 9 パッケージ版のマイナーバージョンが同じである必要があり
ます。
お使いの製品のマイナーバージョンは、画⾯のフッターで確認できます。

例：

Office 9 パッケージ版のバージョン
→ 移⾏の可否

移⾏元のサーバー 移⾏先のサーバー

9.1.0 9.3.1 →

×
移⾏元と移⾏先のサーバーにあるサイボウ
ズ Officeのマイナーバージョンが異なるた
め、移⾏できません。

9.3.1 9.3.1 →

○
移⾏先のサーバーにあるサイボウズ Office
と同じマイナーバージョンに、移⾏元のサ
イボウズ Officeをバージョンアップする
と、移⾏できます。

74



9.3.0 9.3.1 →

○
移⾏元と移⾏先のサーバーにあるサイボウ
ズ Officeのマイナーバージョンが同じであ
るため、移⾏できます。

Office 9 パッケージ版の環境を確認する
移⾏作業を開始する前に、移⾏元のサーバーで次の項⽬を確認します。

Office 9 パッケージ版のファイル構成

管理者マニュアル：ファイル構成

Office 9 パッケージ版のインストールディレクトリ
Office 9 パッケージ版のインストールディレクトリは、システム設定の「実⾏環境の診断」画
⾯で確認できます。
「Dir」欄に表⽰されるディレクトリが、Office 9 パッケージ版のインストールディレクトリ
です。

管理者マニュアル：製品の実⾏環境を確認する

移⾏元のOffice 9 パッケージ版に、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

移⾏元のサーバーで、Office 9 パッケージ版のスケジューリングサービスを停⽌
する
スケジューリングサービスの停⽌、開始、または再起動については、次のページを参照してくださ
い。

よくある質問と答え(FAQ)

データをバックアップする
バックアップするデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data フォルダ以下のすべてのデータ
(インストールディレクトリ)/cb5/file フォルダ以下のすべてのデータ
(インストールディレクトリ)/cb5/log フォルダ以下のすべてのデータ
(インストールディレクトリ)/cb5/module フォルダ以下のすべてのデータ

管理者マニュアル：データをバックアップする

移⾏先のサーバーに、Office 9 パッケージ版をインストールする
Windows環境：インストールする
Linux環境：インストールする

移⾏先のサーバーで、Office 9 パッケージ版のスケジューリングサービスを停⽌
する
スケジューリングサービスの停⽌、開始、または再起動については、次のページを参照してくださ
い。

よくある質問と答え(FAQ)
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データを移⾏する
移⾏元のサーバーから移⾏先のサーバーへファイルをコピーします。
移⾏元でバックアップをとったデータを、移⾏先のサーバーへ上書きコピーします。

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

        ↓上書きコピー

＜移⾏先サーバーのディレクトリ＞
・(インストールディレクトリ)/cb5

データを上書きする場合の注意

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

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

移⾏先のサーバーで、Office 9 パッケージ版のスケジューリングサービスを開始
する
スケジューリングサービスの停⽌、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)

移⾏先のOffice 9 パッケージ版で、メンテナンス時間を解除する
メンテナンス時間を解除する

動作確認する
Webブラウザーを起動して、移⾏先のサーバーにインストールしたOffice 9にアクセスし、次の項⽬
を確認します。

正常に動作する
移⾏元のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ユーザーマニュアル：ログインする

移⾏元のサーバーから、Office 9 パッケージ版をアンインストールする
Windows環境：アンインストールする
Linux環境：アンインストールする

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

移⾏先での操作の ステップ7で記載している以外のデータを移⾏しないでください。正常にご利⽤いただ
けない場合があります。

FTPの場合は、バイナリモードでデータを転送してください。

編集されたテンプレートhtmlファイルを移⾏する場合、移⾏元サーバーと移⾏先サーバーのOffice 9 パッ
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ケージ版のバージョンが違うことが原因で正常に動作しないことがあります。マイナーバージョンが違う
Office 9 パッケージ版のテンプレート html ファイルは、移⾏しないでください。

サーバー間のOSが異なる場合でも、コード変換などする必要はありません。

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

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

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

        ↓上書きコピー

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

・  /home/httpd/cgi-bin/cbag/cb5

ドライブを移⾏する

Office 9 パッケージ版を運⽤しているドライブとは別のドライブに、Office 9 パッケージ版を移⾏します。

ドライブを移⾏する場合の注意

Office 9 パッケージ版のデータだけを異なるドライブに移動できません。データを移動するときは、
移動するドライブにOffice 9 パッケージ版をインストールする必要があります。

ドライブ移⾏は、移⾏元と移⾏先のOffice 9 パッケージ版のマイナーバージョンが同じである必要が
あります。
お使いの製品のマイナーバージョンは、画⾯のフッターで確認できます。

例：

Office 9 パッケージ版のバージョン
→ 移⾏の可否

移⾏元のドライブ 移⾏先のドライブ

9.1.0 9.3.1 →

×
移⾏元と移⾏先のドライブにあるサイボ
ウズ Officeのマイナーバージョンが異な
るため、移⾏できません。
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9.3.1 9.3.1 →

○
移⾏先のドライブにあるサイボウズ
Officeと同じマイナーバージョンに、移
⾏元のサイボウズ Officeをバージョン
アップすると、移⾏できます。

9.3.0 9.3.1 →

○
移⾏元と移⾏先のドライブにあるサイボ
ウズ Officeのマイナーバージョンが同じ
であるため、移⾏できます。

Office 9 パッケージ版の環境を確認する
移⾏作業を開始する前に、移⾏元のドライブで次の項⽬を確認します。

Office 9 パッケージ版のファイル構成

管理者マニュアル：ファイル構成

Office 9 パッケージ版のインストールディレクトリ
Office 9 パッケージ版のインストールディレクトリは、システム設定の「実⾏環境の診断」画
⾯で確認できます。
「Dir」欄に表⽰されるディレクトリが、Office 9 パッケージ版のインストールディレクトリ
です。

管理者マニュアル：製品の実⾏環境を確認する

移⾏元のOffice 9 パッケージ版に、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

移⾏元のドライブで、Office 9 パッケージ版のスケジューリングサービスを停⽌
する
スケジューリングサービスの停⽌、開始、または再起動については、次のページを参照してくださ
い。

よくある質問と答え(FAQ)

データをバックアップする
バックアップするデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/cb5/data フォルダ以下のすべてのデータ
(インストールディレクトリ)/cb5/file フォルダ以下のすべてのデータ
(インストールディレクトリ)/cb5/log フォルダ以下のすべてのデータ
(インストールディレクトリ)/cb5/module フォルダ以下のすべてのデータ

管理者マニュアル：データをバックアップする

移⾏元のドライブでOffice 9 パッケージ版をアンインストールする
移⾏後、Office 9 パッケージ版の⼆重運⽤を防ぐために、移⾏元のOffice 9 パッケージ版をアンイン
ストールします。

Windows環境：アンインストールする
Linux環境：アンインストールする

移⾏先のドライブに、Office 9 パッケージ版をインストールする
インストールディレクトリは、移⾏先のドライブのディレクトリを指定します。

Windows環境：インストールする
Linux環境：インストールする
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仮想ディレクトリを設定する
移⾏先のドライブに仮想ディレクトリを設定します。

仮想ディレクトリ

動作確認する
Web ブラウザーを起動して、移⾏先のドライブにインストールしたOffice 9 パッケージ版にアクセ
スし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

ユーザーマニュアル：ログインする

移⾏先のドライブで、Office 9 パッケージ版のスケジューリングサービスを停⽌
する
スケジューリングサービスの停⽌、開始、または再起動については、次のページを参照してくださ
い。

よくある質問と答え(FAQ)

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

＜移⾏元ドライブのデータ＞
・  (インストールディレクトリ)/cb5/data
・  (インストールディレクトリ)/cb5/file
・  (インストールディレクトリ)/cb5/log
・  (インストールディレクトリ)/cb5/module

        ↓上書きコピー

＜移⾏先サーバーのディレクトリ＞
・  (インストールディレクトリ)/cb5

データを上書きする場合の注意

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

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

移⾏先のドライブで、Office 9 パッケージ版のスケジューリングサービスを開始
する
スケジューリングサービスの停⽌、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)

移⾏先のOffice 9 パッケージ版で、メンテナンス時間を解除する
メンテナンス時間を解除する
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動作確認する
Webブラウザーを起動して、移⾏先のドライブにインストールしたOffice 9 パッケージ版にアクセス
し、次の項⽬を確認します。

正常に動作する
移⾏元のデータを、正常に閲覧または表⽰できる

ユーザーマニュアル：ログインする

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

移⾏先での操作のステップ10で記載している以外のデータを移⾏しないでください。正常にご利⽤いただ
けない場合があります。

FTPの場合は、バイナリモードでデータを転送してください。

編集されたテンプレートhtmlファイルを移⾏する場合、移⾏元サーバーと移⾏先サーバーのOffice 9 パッ
ケージ版のバージョンが違うことが原因で正常に動作しないことがあります。マイナーバージョンが違う
Office 9 パッケージ版のテンプレートhtmlファイルは、移⾏しないでください。

移⾏先のドライブでホームディレクトリを変更する場合は、Webサーバー側でも、ホームディレクトリの
設定を変更する必要があります。
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Apacheをアンインストールする

Windows 環境でOffice 9 パッケージ版をインストールしたときに、Apacheが⾃動的にインストールされた場合に、
Apacheをアンインストールする⼿順を説明します。

Windowsのデスクトップ画⾯の下側に表⽰されるタスクバーにあるApacheのアイコンを右ク
リックして、表⽰されるメニューから「Exit」を選択する

Windowsのスタートメニューから、「コントロールパネル」＞「プログラムの追加と削除」の
順に選択する
Windows 7の場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」＞「プログラムの機能」の順に選択します。

「Apache HTTP Server 2.x」を選択し、 削除 をクリックする
Windows 7の場合は、「Apache HTTP Server 2.x」を選択し、[アンインストール] をクリックする

はい をクリックする
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