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個⼈フォルダを管理しよう

個⼈フォルダ、メッセージ、またはメールのシステム設定について説明します。

個⼈フォルダのシステム設定
メッセージのシステム設定
メールのシステム設定

個⼈フォルダのシステム設定

個⼈フォルダのシステム設定について説明します。

個⼈フォルダのシステム設定

項⽬ 説明

  個⼈フォルダ 1ユーザーあたりの保存できるメモの添付ファイルの総サイズを設定できます。

メモの添付ファイルの総サイズを設定する

メモの添付ファイルの総サイズを設定する

1ユーザーあたりの保存できるメモの添付ファイルの総サイズを設定します。
個⼈で設定されたサイズが「全員」の設定サイズより優先されます。
例のように設定した場合、⾼橋さんが保存できるメモの添付ファイルの総サイズは1000MB です。
例：
「全員」：無制限
⾼橋さん：1000MB

「サイズ制限」画⾯で、次のリンクをクリックすると、1ユーザーあたりの保存できるメモの添付ファイルの総サイズの設
定データをCSVファイルで⼊出⼒できます。

CSVファイルから読み込む
CSVファイルからメモの添付ファイルの総サイズ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。

個⼈フォルダ：CSVファイルで管理できる項⽬

CSVファイルへ書き出す
CSVファイルへメモの添付ファイルの総サイズ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。

個⼈フォルダ：CSVファイルで管理できる項⽬

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の 個⼈フォルダをクリックする

ユーザーを選択し、 ←追加 をクリックする
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設定する対象の 編集するをクリックする
対象を削除する場合は、 削除するをクリックします。

ドロップダウンリストから容量を選択し、 反映する をクリックする
ドロップダウンリストで、(直接⼊⼒)を選択すると、任意のサイズを設定できます。⼊⼒単位はMB です。
数値は半⾓の正の整数で⼊⼒します。

設定した「メモのサイズ制限」は、「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯で、データの⼀覧の下に「総メモサイ
ズ：○MB以下」として表⽰されます。

メモの総サイズが設定値を超えると
「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯で、データの⼀覧の下に「総メモサイズ：○MB」と表⽰され、メモにファ
イルを添付できなくなります。
新しくファイルを添付するには、不要な添付ファイルを削除する必要があります。また、添付ファイルを
公開すると、総メモサイズを減らせます。

ユーザーマニュアル：添付ファイルを公開する

メッセージのシステム設定

メッセージのシステム設定について説明します。

メッセージのシステム設定

項⽬ 説明

  ⼀般設定 メッセージの⼀般設定を変更します。

  メッセージの⼀括削除 メッセージをまとめて削除します。

⼀般設定を変更する
メッセージを⼀括削除する

⼀般設定を変更する

メッセージの⼀般設定を変更します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メッセージ > ⼀般設定の順にクリックする
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必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

⼀般設定の設定項⽬

項⽬ 説明

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」にするかどうかを設定します。

「初期値の設定」では、「メッセージの送信」画⾯を表⽰した時の初期状態を設定します。実際にメッ
セージで閲覧確認機能を使⽤するかどうかについては、ユーザーが個々のメッセージごとに設定します。

ユーザーマニュアル：閲覧確認機能について

メッセージを⼀括削除する

メッセージをまとめて削除します。

指定した⽇付以降更新されていないメッセージを削除できます。

指定した⽇付以降更新されていないデータとは、指定した⽇付以前に送信されたメッセージのうち、指定した⽇付以降に
コメントの書き込みや本⽂の変更がないメッセージです。

⼀括削除の処理には、時間がかかる場合があります。処理中に Web ブラウザーの「中⽌」ボタンや「戻
る」ボタンをクリックしたり、他のページへ移動したりしないでください。

メッセージの⼀括削除の実⾏中は、他のユーザーがメッセージを使⽤できません。メッセージの⼀括削除
は、ユーザーの利⽤が少ない時間帯に実施してください。

メッセージを⼀括削除すると、指定したメッセージは完全に削除され、元に戻せません。メッセージを削
除する場合は注意してください。
Office 9 パッケージ版の場合、重要なデータは、削除の前にバックアップし、保管することを推奨しま
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

各アプリケーション の メッセージ > メッセージ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

メールのシステム設定

メールのシステム設定について説明します。

メールのシステム設定

項⽬ 説明

  ⼀般設定 メールの⼀般設定を変更します。
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  メールサーバー(既設)の登録 メールサーバーを登録します。

  メールアカウント(既設)の登録 各ユーザーのメールアカウントを登録します。

  サイズ制限 1ユーザーが使⽤できるメールサイズを設定します。

  迷惑メールの振り分け保存 迷惑メールの振り分け保存を設定します。

  ユーザーの権限 ユーザーの権限を設定します。

メール機能を利⽤する場合は、はじめにメールサーバーを設定し、各ユーザーにメールアカウントを設定
します。
メールサーバー、メールアカウント、メールアドレスのすべてが設定されていないユーザーはメール機能
を利⽤できません。

システム管理者は、メールに対して次の操作もできます。

メールデータを退避する

⼀般設定を変更する
メールサーバーを登録する
メールアカウントを登録する
ユーザーが使⽤できるメールのサイズを設定する
迷惑メールの振り分け保存を設定する
ユーザーの権限を設定する
メールデータを退避する

⼀般設定を変更する

メールの⼀般設定を変更します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > 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

⼀般設定の設定項⽬

項⽬ 説明

メール機能 メール機能を使⽤する場合は、「メール機能を使⽤する」を選択します。

メール確認
ログイン時に新着メールチェックをする場合は、「ログイン時に新着メールチェックを⾏
う」を選択します。
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システム管理者は、メール機能とは別にシステムメールアカウントを使⽤できます。
システムメールアカウントはメール機能を使⽤しない場合でも利⽤できます。

Office 9 パッケージ版：システムメールアカウントを設定する

「メール機能を使⽤する」について
「メール機能を使⽤する」の選択を外すと、次の機能は利⽤できません。
ユーザーの操作画⾯で、メール機能のリンクやアイコンが表⽰されなくなります。

メール送信

メール受信

メモのメール送信

予定のメール送信

連携システムからの通知

電話メモのメール転送1

ケータイURLの送信1

1：「メール機能を使⽤する」の選択を外した場合でも、システムメールアカウントを使⽤して機能を利⽤
できます。

メールサーバーを登録する

メール機能を使⽤する前に、メールサーバーを登録します。
登録したメールサーバーを使⽤すると、メール(E-mail)の送受信や連携システムからの通知などの機能を利⽤できるように
なります。

対応しているメールサーバーは次のとおりです。

SMTP/POP3

APOP

POP before SMTP で認証を⾏っているメールサーバー

SMTP Authentication で認証を⾏っているメールサーバー

SMTP/POP3 over SSL

SMTP/POP3 STARTTLS

メールサーバーを設定していない場合は、ユーザーがメール機能を操作すると、次のような画⾯が表⽰さ
れます。
メールサーバー(既設)の登録をクリックしても、メールサーバーを設定できます。

「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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各アプリケーション の メール > メールサーバー(既設)の登録の順にクリックす
る

必要な項⽬を設定する

メールサーバーの操作項⽬

項⽬ リンク 説明

追加 追加する メールサーバーを追加します。

変更 変更する メールサーバーを変更します。

順番変更 順番変更する メールサーバーの順番を変更します。

削除 削除する メールサーバーを削除します。

メールサーバーの設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

メールサーバー名
送信メールサーバーと、受信メールサーバーの組み合わせを⽰す名称を
⼊⼒します。

受信メールサーバー
(POP3)

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

ポート番号

受信メールサーバー(POP3)の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「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、
「通信に暗号化する」を選択し、通信⽅式を選択します。

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、「APOP
認証を⾏う」を選択します。

送信メールサーバー
(SMTP)

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

ポート番号

送信メールサーバー(SMTP)の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」
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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「25」または「587」

通信⽅式にユーザー認証機能を利⽤した送信メールサーバー(SMTP-
AUTH認証)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、
「通信に暗号化する」を選択し、通信⽅式を選択します。

認証⽅法

認証⽅法を設定します。
「SMTP 認証を⾏う」と「受信後に送信を⾏う(POP before SMTP)」を
同時には設定できません。

「SMTP認証を⾏う」
認証に使⽤するユーザー名とパスワードの設定⽅法は次のとおりで
す。

メールアカウントのユーザー名とパスワードを使⽤する場合
「認証に受信メールアカウントのユーザー名とパスワードを使
⽤する」を選択します。

認証に使⽤するユーザー名とパスワードを個別に設定する場合
「認証に使⽤するユーザー名とパスワードを個別に設定する」
を選択します。

「受信後に送信を⾏う(POP before SMTP)」
送信までの待ち時間をメニューから選択します。

メールアカウントを登録する

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

メールアカウントを設定していない場合は、設定されていないユーザーがメール機能を操作すると、次の
ような画⾯が表⽰されます。
メールアカウント(既設)の登録をクリックしても、メールアカウントを設定できます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > メールアカウント(既設)の登録の順にクリック
する

必要な項⽬を設定する

メールアカウント(既設)登録の操作項⽬

項⽬ リンク 説明
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設定 設定する ユーザーのメールアカウントを設定します。

CSVファイルの読み込み CSVファイルから読み込む

CSVファイルからメールアカウントデータ(既設)
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。

メールアカウントデータ(既設)：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ファイルへメールアカウントデータ(既設)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。

メールアカウントデータ(既設)：CSVファイ
ルで管理できる項⽬

メールアカウントの設定の操作項⽬

項⽬ リンク 説明

追加 追加する メールアカウントを追加します。

変更 変更する 登録されているメールアカウントの設定を変更し
ます。

順番変更 順番変更する メールアカウントの表⽰順を変更します。

削除 削除する メールアカウントを削除します。

メールアカウントの設定項⽬

項⽬ 説明

メールサーバー
ドロップダウンリストから、使⽤するメールサーバーを選択します。
詳細をクリックすると、「メールサーバーの⼀覧」画⾯が表⽰され、登録されて
いるメールサーバーの設定内容を確認できます。

E-mail メールアドレスを⼊⼒します。

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

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

SMTPアカウント
SMTPパスワード

SMTP認証に使⽤するアカウント名とパスワードを⼊⼒します。
送信メールサーバーが「SMTP認証」を使⽤し、「認証に使⽤するユーザー名と
パスワードを個別に設定する」に設定されている場合のみ表⽰されます。

メールデータ 受信メール(POP3)サーバーメールを残すかどうかを設定します。

使⽤状況 登録したメールアカウントを使⽤するかどうかを設定します。
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ユーザーが使⽤できるメールのサイズを設定する

1⼈のユーザーがメールで使⽤できるメールの総サイズを設定します。
メールの送受信時にかかるサーバーの負担を軽減するため、送受信メールのサイズを制限できます。

設定した制限以上のメールは送受信できなくなります。

送受信メールのサイズを設定する
メールの総サイズを設定する

送受信メールのサイズ

受信メールと送信メールのサイズ制限を設定します。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > サイズ制限の順にクリックする

送受信メールサイズセクションで、設定する対象の 編集するをクリックする

ドロップダウンリストから容量を選択し、 反映する をクリックする
ドロップダウンリストで、(直接⼊⼒)を選択すると、任意の数値を⼊⼒できます。単位はMBです。
数値は半⾓の正の整数で⼊⼒します。

送受信のメールサイズのを超えたメールを受信すると、「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯の上部に「メールサ
イズの制限により、受信できないメールがあります。」というメッセージが表⽰されます。詳細情報をク
リックすると、次のような画⾯が表⽰されます。メールのサイズ制限の設定をクリックすると、「サイズ
制限」画⾯が表⽰されます。

「送受信メールのサイズ」で「受信メール」を「無制限」に設定しても、⼀度に受信できるのは、メール
数100件、またはメールの総サイズ10MBまでです。この制限を超えると、⼀度で受信できず、メールの
受信を続けるかどうかを確認するメッセージが表⽰されます。

メールの総サイズを設定する

1ユーザーが保存できるメールの総サイズを設定します。メールの総サイズは、すべてのメールアカウントの合計値です。
個⼈で設定されたサイズが「全員」の設定サイズより優先されます。
例のように設定した場合、⾼橋さんが保存できるメールの総サイズは1000MBです。
例：
「全員」：無制限
⾼橋さん：1000MB

「サイズ制限」画⾯で、次のリンクをクリックすると、メールの総サイズの設定データをCSVファイルで⼊出⼒できます。
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CSVファイルから読み込む
CSVファイルからメモの添付ファイルの総サイズ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。

メールの総サイズデータ：CSVファイルで管理できる項⽬

CSVファイルへ書き出す
CSVファイルへメモの添付ファイルの総サイズ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。

メールの総サイズデータ：CSVファイルで管理できる項⽬

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > サイズ制限の順にクリックする

メールの総サイズセクションで、ユーザーを選択し、 ←追加 をクリックする

送受信メールサイズセクションで、設定する対象の 編集するをクリックする

ドロップダウンリストから容量を選択し、 反映する をクリックする
ドロップダウンリストで、(直接⼊⼒)を選択すると、任意の数値を⼊⼒できます。単位はMBです。
数値は半⾓の正の整数で⼊⼒します。

現在保存されているメールの総サイズは、「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯で、データの⼀覧の下に「総メー
ルサイズ：○MB以下」と表⽰されます。

迷惑メールの振り分け保存を設定する

迷惑メールとして扱うメールの、メールヘッダーを設定します。
設定したメールヘッダーが含まれるメールを受信すると、各ユーザーが 振り分け保存  の「迷惑メール」で設定してい
るフォルダに、⾃動的に振り分けられます。

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > 迷惑メールの振り分け保存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

振り分け条件の設定項⽬

項⽬ 説明
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振り分け条件 振り分け条件を設定します。

ユーザーの権限を設定する

「システム設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > ユーザーの権限の順にクリックする

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする

ユーザーの権限の設定項⽬

項⽬ 説明

メールアカウントの登録を許可す
る

各ユーザーが、⾃分のメールアカウントの設定を変更できるかどうかを設
定します。

受信メール(POP3)サーバーにメー
ルを残す設定を許可する

各ユーザーが、メールサーバーにメールを残す設定を変更できるかどうか
を設定します。

新着メールチェック機能を許可す
る

各ユーザーが、新着メールチェック機能を使⽤できるかどうかを設定しま
す。

新着メールチェック機能について

新着メールチェック機能を許可すると、トップページの「お知らせ」欄に新着メールの受信状況が表
⽰されるようになります。この場合、定期的にメールサーバーにアクセスするため、メールサーバー
に負荷がかかります。

新着メールチェック機能を許可すると、最新情報パーツの再読込ボタンを押したときも新着メールを
チェックします。

メールアカウントの登録を許可しないに設定にすると
「個⼈設定(基本)」画⾯で、「  メールアカウント(既設)」欄が表⽰されなくなります。また、「個⼈
設定(詳細)」画⾯の「メールアカウント(既設)の登録」画⾯には、システムメールアカウントの登録が許
可されていない旨のメッセージが表⽰されます。

「受信メールサーバーにメールを残す設定を許可する」や「新着メールチェック機能を許可する」の選択
を外すと、「個⼈設定(詳細)」画⾯の「メールアカウント(既設)の登録」画⾯には、設定項⽬が表⽰され
なくなります。

「受信メール(POP3)サーバーにメールを残す設定を許可する」の選択を外した場合は、メールの受信と同
時にメールサーバーからデータが削除されます。

メールデータを退避する

Office 9 パッケージ版で、コマンドライン機能を使⽤して、メールデータを退避します。

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

コマンドラインによる操作には、次のユーザーで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：インストール先のサーバーのroot権限を持つユーザー

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

メンテナンス時間を設定する

メールデータ退避の実⾏中はメンテナンス時間になります。また、退避処理が終了すると⾃動的にメンテ
ナンス時間を終了します。

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

ag.exe(cgi)が保存されているディレクトリまで移動する
ag.exeが保存されているディレクトリについては、「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

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

環境 説明

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

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

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

操作ログは、メールデータを退避させるフォルダのpathの指定に関わらず、(インストールディレクト
リ)/mailsave.logに保存されます。

-s オプションを指定すると、実⾏結果は画⾯に表⽰されません。

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

データベースを最適化する

出⼒したemlファイルをインポートする機能はありません。

実⾏中に処理を終了させる場合は、次のコマンドを実⾏してください。

ag.exe(ag.cgi) -x mailsave -E
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個⼈フォルダを使ってみよう

個⼈フォルダの操作⽅法について説明します。

個⼈フォルダとは
データを閲覧する
データをまとめて既読にする
メールを受信する
データを検索する
コメントを書き込む
データを作成する
データを返信または転送する
データを変更する
データを削除する
メールを印刷する
データをファイルに出⼒する
メールのソースを表⽰する
メールの添付ファイルを削除する
フォルダを設定する
個⼈設定を変更する

個⼈フォルダとは

個⼈フォルダでできること
画⾯の⾒かた
メール機能の利⽤について

個⼈フォルダでできること

個⼈フォルダとは、 メッセージ、 メール、または メモを管理するアプリケーションです。

送受信したメッセージやメール、書き込んだメモは、すべて個⼈フォルダに保存されます。受信したデータはフォルダに分
類して管理し、受信時にメッセージやメールの振り分けもできます。
また、特定のフォルダに対して更新通知を設定すると、データの追加や変更などの更新情報を随時チェックできます。

メッセージは、製品を利⽤しているユーザー同⼠でコミュニケーションするためのアプリケーションです。

例えば、特定の業務に携わるメンバーに対して情報をメッセージで送受信することで、各ユーザーが同じ情報を共有した
り、コメントを書き込むことでユーザー同⼠がお互いに意⾒を交換したりして、業務の効率化に役⽴ちます。
メッセージの内容を閲覧できるのは、宛先に設定されたユーザーだけです。システム管理者も閲覧できません。

メッセージでは、メッセージの本⽂やコメントに対し、リアクション機能を利⽤できます。
コメントを書き込まなくても、共感や確認しました、という意思を気軽に表現できます。リアクション機能の使い⽅につい
ては、次のページを参照してください。

リアクション機能を使う

メールは、メールサーバーを使⽤し、取引先の担当者など、社外の⼈にメールを送受信できるアプリケーションで

す。
メール機能の利⽤については、次のページを参照してください。
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メール機能の利⽤について

メモは、覚えておきたい情報をメモしたり、個⼈的なファイルを管理したりできるアプリケーションです。
送信前のメッセージやメール、書き込む前の掲⽰を下書きのメモとして保存できます。

システム管理者の設定により、⼀部の操作を制限されている場合があります。

画⾯の⾒かた

個⼈フォルダの画⾯の⾒かたを説明します。

画⾯に表⽰されるアイコン
個⼈フォルダ(受信箱)画⾯
個⼈フォルダ(ごみ箱)画⾯

画⾯に表⽰されるアイコン

次の画⾯に表⽰されるアイコンについて説明します。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯

トップページの「最新情報」パーツ

メッセージ

メール

メモ

画⾯に表⽰されるアイコン

アイコン 説明

メッセージです。

本⽂に変更や、未読のコメントがあるメッセージです。

メールです。

返信したメールです。

転送したメールです。

メモです。

データにファイルが添付されています。

フォルダに更新通知が設定されています。

「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯

トップページで 個⼈フォルダをクリックすると、「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯が表⽰されます。

「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯には、保存されている メッセージ、 メール、または メモ  のデータが⼀覧で
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表⽰されます。

個⼈フォルダ(受信箱)画⾯の⾒かたを説明します。

個⼈フォルダ(受信箱)画⾯例：

パーツ

番号 パーツ 説明

メッセージを送る メッセージの送信画⾯を表⽰します。

メールを送る メールの送信画⾯を表⽰します。

メモを書く メモの書き込み画⾯を表⽰します。

フォルダを追加する フォルダの追加画⾯を表⽰します。

新着メールを受信する クリックすると、新着メールを受信します。

検索キーワードの⼊⼒欄
キーワードを⼊⼒し、 個⼈フォルダ検索 をク
リックすると、データを検索します。

詳細検索 個⼈フォルダの詳細検索画⾯を表⽰します。

1

［受信箱］
受信したメッセージやメール、作成したメモが表⽰
されます。

［送信箱］ 送信したメッセージやメールのデータが表⽰されま
す。

［下書き］ メモとして保存したメッセージやメール、掲⽰が表
⽰されます。

フォルダ名

ユーザー⾃⾝が作成したフォルダです。任意のメー
ルやメッセージを振り分けて保存できます。

フォルダを設定する
メールやメッセージの振り分け保存を設定する
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［ごみ箱］

削除したデータが⼀定期間表⽰されます。
「ごみ箱機能」を使⽤する場合のみ表⽰されます。

ごみ箱を使⽤するかどうかを設定する

更新通知が設定されているフォルダです。

更新を通知するフォルダの設定 更新通知の設定画⾯を表⽰します。

フォルダの順番変更 フォルダの順番変更画⾯を表⽰します。

その他の操作

フォルダの詳細 フォルダの詳細画⾯を表⽰します。

ファイルに出⼒
する

メッセージの内容をファイルに出⼒します。

更新通知を解除
する

更新通知の設定画⾯を表⽰します。

フォルダを削除
する

フォルダの削除画⾯を表⽰します。

フォルダ内の全
データを削除する フォルダ内の全データの削除画⾯を表⽰します。

フォルダ内の全
データを既読にする

フォルダ内の全データの既読処理画⾯を表⽰しま
す。

更新⽇時でソー
トする

データを更新した⽇時の降順で並べ替えます。

作成⽇時でソー
トする

データを作成した⽇時の降順で並べ替えます。

絞込メニュー 表⽰する件数を絞り込みます。

すべてのチェックボックスを選択します。

作成⽇時 データを作成した⽇時の降順で並べ替えます。

、
クリックすると、ツリー表⽰が開いたり閉じたりし
ます。

移動する 概要を表⽰しているデータを任意のフォルダに移動
します。

削除する 表⽰しているデータを削除します。

削除する 選択したデータを⼀括削除します。

既読する 選択したデータを⼀括で既読にします。

移動する データを任意のフォルダに移動します。
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総メールサイズ

総メールサイズは、すべてのメールアカウントでの
メールサイズの合計値です。

サイズ制限を超えたメールを受信した場合

総メモサイズ

保存しているメモの総サイズが設定値を超えると、
「総メモサイズ：○MB」と表⽰され、メモにファ
イルを添付できなくなります。
ファイルを添付するには、不要な添付ファイルを削
除する必要があります。また、添付ファイルを公開
することで、メモの総サイズを減らせます。

添付ファイルを操作する

1：フォルダ横の数字は、未読データの件数です。

「個⼈フォルダ(ごみ箱)」画⾯

個⼈設定で、ごみ箱機能を使⽤する設定にしていると、フォルダのメニューに ［ごみ箱］が表⽰されます。
ごみ箱には、削除したデータが⼀時的に保存されます。

ごみ箱を使⽤するかどうかを設定する

個⼈フォルダ(ごみ箱)画⾯の⾒かたを説明します。
個⼈フォルダ(受信箱)画⾯と重複しているパーツの説明は省略します。

個⼈フォルダ(ごみ箱)画⾯：

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

番号 パーツ 説明

その他の操作 ごみ箱を空にす
る ごみ箱内の全データを削除します。

削除する 表⽰しているデータをごみ箱から削除します。

削除する 選択したデータをごみ箱から⼀括削除します。

メール機能の利⽤について

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

メールサーバー
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メールアドレス

メールアカウント

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

システム管理者がメールサーバーを設定します。は、詳細については、システム管理者にお問い合わせく
ださい。 各ユーザーは、メールアドレスとメールアカウントを設定します。ただし、システム管理者の設
定によりメールアカウントの登録が許可されていない場合は、システム管理者が設定します。

メール機能を利⽤できない場合は、メールの操作をすると次のような画⾯が表⽰されます。
メール機能を利⽤する場合は、各項⽬のリンクをクリックし、必要な項⽬を設定します。

データを閲覧する

個⼈フォルダのデータを閲覧します。
個⼈フォルダでは、メッセージ、メール、またはメモのすべてのデータを閲覧できます。
個⼈フォルダのデータは、トップページの次のパーツからも閲覧できます。

最新情報パーツ

「最新情報」パーツを操作する

個⼈フォルダパーツ

「個⼈フォルダ」パーツを操作する

「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯を表⽰する

フォルダを選択し、タイトルをクリックする
データは、更新された順に時系列で表⽰されます。
未読のデータは、タイトルが太字で表⽰されます。

データの詳細を閲覧する
データの内容や書き込まれたコメントを確認できます。
本⽂右に表⽰される << 前へ  ｜ 次へ >>をクリックすると、同じフォルダに登録されている前後のデータを閲覧で
きます。

トップに出す操作
表⽰しているメッセージまたはメールをトップページに表⽰する場合は、 トップに出す をクリック
します。

「最新情報」パーツで「トップに常に出す情報」を追加または確認する

ファイルのダウンロード
.html (text/html)や .txt (text/plain)などのファイルをクリックした場合、ダウンロードに関する警告
メッセージが表⽰されます。

OK をクリックすると、添付ファイルをダウンロードできます。
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ToDoに関連したメッセージやメールは、「ToDoの詳細」画⾯からも閲覧できます。

「メッセージ、メール、掲⽰、または報告書の閲覧」

メッセージの詳細画⾯
メールの詳細画⾯
メモの詳細画⾯

メッセージの詳細画⾯

メッセージの詳細画⾯の⾒かたを説明します。

メッセージの詳細画⾯例：

パーツ

番号 パーツ 説明

変更する メッセージの変更(標題・本⽂)画⾯を表⽰します。

書き込み情報 宛先のユーザーの最新のコメントが表⽰されます。

閲覧状況(○⼈／○⼈)
宛先のユーザーの閲覧状況が確認できます。閲覧状
況を確認する設定にしている場合に表⽰されます。

その他の操作
宛先を変更する メッセージの変更(宛先)画⾯を表⽰します。

再利⽤する メッセージの送信(再利⽤)画⾯を表⽰します。
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ファイルに出⼒
する

メッセージの内容をファイルに出⼒します。

更新通知を解除
する

更新通知の設定画⾯を表⽰します。

更新通知を設定
する 更新通知の設定画⾯を表⽰します。

別のメッセージ
を送る 同じ宛先に別のメッセージを送信できます。

予定を登録する

宛先のユーザーと共有するスケジュールを登録しま
す。
※予定の登録権限のないユーザーには、予定を登録
できません。⾃動的に参加者から削除されます。

予定を確認する 宛先のユーザーの「個⼈⽇表⽰」画⾯を表⽰しま
す。

Myグループに追
加する

My グループを追加します。表⽰しているメッセー
ジの宛先に設定されているユーザーが、所属する
ユーザーとして登録されます。

ToDoに登録する
表⽰しているメッセージに関連するToDoを登録し
ます。

メールで転送す
る

メッセージの内容を、メールとして転送できます。
メッセージのコメントは転送されません。

削除する メッセージの削除画⾯を表⽰します。

移動する メッセージを任意のフォルダに移動します。

トップに出す

表⽰しているメッセージをトップページに表⽰しま
す。

「最新情報」パーツで「トップに常に出す情
報」を追加または確認する

宛先をすべて表⽰する 宛先が10名を超える場合に表⽰されます

宛先の変更 メッセージの変更(宛先)画⾯を表⽰します。

添付ファイル
メッセージに添付されたファイルの詳細が表⽰され
ます。

リアクションのリンク名
メッセージに対し意思表⽰できます。

リアクション機能を使う

コメント

コメントについては、次のページを確認してくださ
い。

コメントを書き込む
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メッセージの更新通知の解除について
フォルダごとに更新通知を設定している場合に、メッセージ単位で更新通知を解除できます。
更新通知を解除すると、解除後に本⽂の変更やコメントの書き込みがあっても、更新情報が通知されません。

1. 「メッセージの詳細」画⾯で、 その他の操作  > 更新通知を解除するの順にクリックする

2. 通知を解除する をクリックする

書き込み状況および閲覧状況について
「メッセージの詳細」画⾯に表⽰される 閲覧状況(○⼈／○⼈)または 書き込み情報をクリックすると、宛先のユー
ザーの閲覧状況やコメントを確認できます。
データを削除しているユーザーはグレー表⽰されるため、宛先に設定されているユーザーがデータを削除しているかどうか
を確認できます。

書き込み情報 と表⽰される場合
宛先に設定されているユーザーの最新のコメントが表⽰されます。
書き込み⽇時はコメントが書き込まれるたびに更新されます。

閲覧状況(○⼈／○⼈) と表⽰される場合
宛先のユーザーの閲覧状況が確認できます。
画⾯には 確認しました をクリックした⽇付が表⽰されます。

閲覧状況のあとに表⽰される⼈数は、( 確認しました をクリックした⼈数／宛先に設定されている⼈数)を表します。

閲覧確認機能について

メールの詳細画⾯

メールの詳細画⾯の⾒かたを説明します。

メールの詳細画⾯例：

パーツ

番号 パーツ 説明

返信する 「メールの送信」画⾯を表⽰します。

全員に返信する 「メールの送信」画⾯を表⽰します。

転送する 「メールの送信」画⾯を表⽰します。

その他の操作 ソースを表⽰す
る 受信したメールのソースをテキスト表⽰します。
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ファイルに出⼒
する

メールの内容をファイルに出⼒します。

印刷⽤画⾯ メールの内容を印刷します。

添付ファイルを
削除する

メールに添付されているファイルを削除します。

スケジュール(グ
ループ週表⽰) 1 「グループ週表⽰」画⾯を表⽰します。

予定を調整する 1 「予定の調整」画⾯を表⽰します。

メッセージに転
送する 1 「メッセージの送信」画⾯を表⽰します。

ToDoに登録する
1

表⽰しているメールに関連するToDoを登録しま
す。

差出⼈をアドレ
ス帳に登録する 1 差出⼈をアドレス帳に登録します。

削除する 「メールの削除」画⾯を表⽰します。

移動する メールを任意のフォルダに移動します。

トップに出す
表⽰しているメールをトップページに表⽰します。

「最新情報」パーツで「トップに常に出す情
報」を追加または確認する

アドレス帳に登録する 差出⼈をアドレス帳に登録します。

1：受信メールにのみ表⽰されます。

予定の登録情報が添付されたメールを利⽤して予定を登録する
予定の登録情報(schedule.vcs )が添付されたメールを受信すると、「メールの詳細」画⾯からも予定を登録できます。
schedule.vcsは、Office 6以降で利⽤しているスケジュールデータです。
受信したメール本⽂には、schedule.vcsの登録情報が設定されます。

「予定の詳細」画⾯でできるその他の操作

通常予定、翌⽇以降まで続く予定、期間予定、繰り返し予定の登録情報の場合
｢メールの詳細｣画⾯で、schedule.vcs横の 予定に登録するをクリックします。

通常予定、仮予定の登録情報の場合
「メールの詳細」画⾯で、予定を確定したい⽇付セクションの 予定に登録するをクリックします。

メールの送受信履歴について
「個⼈フォルダ(⼀覧)」／「メールの詳細」画⾯に表⽰される、 差出⼈や 宛先をクリックすると、クリックしたア
ドレスに対するメールの送受信履歴が表⽰されます。

メール送受信履歴⼀覧画⾯例：
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パーツ

番号 パーツ 説明

送受信対象者 対象となるメールアドレスが表⽰されます。

受信履歴です。

送信履歴です。

メモの詳細画⾯

メモの詳細画⾯の⾒かたを説明します。

メモの詳細画⾯例：

パーツ

番号 パーツ 説明

変更する メモの変更画⾯を表⽰します。

その他の操作

再利⽤する メモの書き込み画⾯を表⽰します。

メッセージを送
る

メモの内容をメッセージで送信できます。

掲⽰に書き込む メモの内容を掲⽰として書き込めます。

削除する メモの削除画⾯を表⽰します。

移動する メモを任意のフォルダに移動します。

添付ファイル メモに添付されたファイルの詳細が表⽰されます。

メモとして保存した掲⽰について
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掲⽰はメモとして保存できます。
メモの詳細画⾯で、 掲⽰に書き込むをクリックすると、掲⽰の書き込み画⾯に遷移します。

掲⽰をメモとして保存する

データをまとめて既読にする

次のような場合に、データをまとめて既読にできます。

不必要な未読メールをためこんでしまった場合。

⼤量のデータを読み込んだ場合。

フォルダ内のデータをすべて既読にする
選択したデータをすべて既読にする

フォルダ内のデータをすべて既読にする

フォルダ内のデータの⼀括既読の更新情報は、通知履歴に残りません。
対象フォルダのサブフォルダ内のデータは、⼀括既読の対象外です。

「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯を表⽰する

すべてのデータを既読にするフォルダを選択し、 その他の操作  > フォルダ内の全データ
を既読にするの順にクリックする

「フォルダ内の全データの既読処理」画⾯で、 既読にする をクリックする

選択したデータをすべて既読にする

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

既読にするデータのチェックボックスを選択し、 既読にする をクリックする

メールを受信する

新着メールを受信します。
メールは、新着メールの受信の操作をしないと、新着メールが「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯に表⽰されません。メッセージ
は、新しいデータがある場合、「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰すると、⾃動的に新着のメッセージを表⽰します。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

新着メールを受信する をクリックする

新着メールを受信する について

有効なメールアカウントが設定されている場合に表⽰されます。有効なメールアカウントの条件は、次のとおり
です。

メールアカウントの設定項⽬

・メールアカウントの使⽤状況が使⽤中である。
・メールアカウントにE-mailが設定されている
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・メールアカウントにメールサーバーが設定されている
・メールアカウントにPOP3アカウントが設定されている

新着メールを受信する をクリックすると、有効なすべてのメールアカウントのメールを受信します。

使⽤停⽌にしたメールアカウントのメールは送受信できません。ただし、使⽤停⽌にする前に受信した過去の
メールは閲覧できます。

新着メールの件数は、次の画⾯で閲覧できます。

トップページの「最新情報」パーツの「お知らせ」欄

「お知らせ」欄で未確認情報の件数を確認する

受信メールのサイズ制限に関わらず、⼀度に受信できるのは、メール数100件、または総メールサイズ
10MB までです。

サイズ制限を超えたメールを受信した場合
総メールサイズは、すべてのメールアカウントでの合計値です。 受信のメールサイズ、または総メールサ
イズが制限を超えてメールを受信できない場合は、次のようなメッセージが表⽰されます。
このような場合は、サーバー上の受信できなかったメールを削除する必要があります。

詳細情報をクリックし、「サイズ超過のメール」画⾯からデータを削除します。削除するメールを選択
し、 メールサーバーから削除する をクリックすると、受信できなかったメールを削除できます。

連携システムからの通知を受信した場合
新着メールを受信すると、あわせて「連携システムからの通知」を受信する場合があります。連携システ
ムからの通知を受信した場合は、次のようなメッセージが表⽰されます。

連携システムからの通知を閲覧する
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⽂字コードがUTF-8形式のメールを受信した場合
⽂字コードがUTF-8形式のメールを受信すると、「メールの詳細」画⾯で、「置き換えられた⽂字列があ
ります。」とメッセージが表⽰され、⼀部の⽂字が「〓」に置き換えられて表⽰される場合があります。

置き換えずに表⽰するをクリックすると、⽂字を置き換えずに表⽰します。ただし、Office 7以前の
バージョンの製品で受信したUTF-8形式のメールでは、置き換えずに表⽰できません。

vCardが添付されたメールを受信した場合
ユーザー情報(vCard)が添付されたメールを受信した場合、受信メールから差出⼈の情報をアドレス帳に
登録できます。
メールの詳細画⾯下部で、user.vcf横の アドレス帳に登録するをクリックします。

受信したメールのユーザー情報(vCard)から読み込める項⽬は、送信元の環境によって異なります。
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データを検索する

キーワードや条件を指定し、個⼈フォルダを検索します。
過去500件のデータを対象に検索します。
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個⼈フォルダの検索は、表⽰しているフォルダに関係なく、すべてのフォルダから検索します。検索するフォルダを絞り込
む場合は、詳細検索で検索するフォルダを選択します。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

検索のテキスト欄にキーワードを⼊⼒し、 個⼈フォルダ検索 をクリックする
AND検索する場合は、⽂字列と⽂字列の間に半⾓または全⾓のスペースを⼊⼒します。
詳細条件を指定する場合は、検索ボタン横の詳細検索をクリックします。

個⼈フォルダの詳細検索

データのタイトルをクリックし、検索結果を確認する
検索結果に表⽰されるメッセージ、メール、またはメモは、フォルダの表⽰順と同じ並びで「作成⽇時」が新しい順に
表⽰されます。
再検索する場合は、検索のテキスト欄にキーワードを⼊⼒し、 個⼈フォルダ検索 をクリックします。

個⼈フォルダの検索では、登録されているデータの中から次の条件で検索します。

個⼈フォルダの検索対象

個⼈フォルダ

メッセージ

次の項⽬にキーワードが含まれているかどうかを検索しま
す。

標題

本⽂

作成者

宛先

コメント(本⽂)

メール

すべてのメールアカウントについて、次の項⽬にキーワー
ドが含まれているかどうかを検索します。

標題

本⽂

差出⼈

宛先

CC

メモ

次の項⽬にキーワードが含まれているかどうかを検索しま
す。

標題

本⽂

作成者

個⼈フォルダの詳細検索
検索ボタン横の詳細検索をクリックすると、検索条件を指定し、検索対象を絞り込みできます。
指定できる検索条件は、次のとおりです。

検索条件の設定項⽬
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項⽬ 説明

検索⽂字列 検索のキーワードを⼊⼒します。

検索メールアカ
ウント 検索対象とするメールアカウントを選択します。

検索フォルダ

検索対象のフォルダが表⽰されています。フォルダを変更する場合は、ドロップ
ダウンリストから選択します。
サブフォルダ内のデータも検索対象とする場合は、「サブフォルダも検索する」
を選択します。

対象データ 検索対象を選択します。対象は複数選択できます。

対象項⽬ 検索対象とする項⽬を選択します。項⽬は複数選択できます。

検索件数 検索対象にするデータの件数をドロップダウリストから選択します。

結果表⽰
1画⾯に表⽰する検索結果の件数を選択します。
未読のデータのみ検索する場合は、「本⽂が未読のデータのみ表⽰する」を選択
します。

トップページで製品内検索機能を使⽤しても、個⼈フォルダを検索できます。

コメントを書き込む

メッセージに対してコメントを書き込みます。
書き込まれたコメントは、「メッセージの詳細」画⾯に時系列で表⽰されます。
コメントには、ファイルの添付や書式編集機能が利⽤できます。
コメントを書き込むと、宛先のユーザーと差出⼈に更新情報が通知されます。
閲覧確認を求められているメッセージの場合は、 確認しました をクリックするとコメントを書き込めます。

「メッセージの詳細」画⾯を表⽰する

必要な項⽬を設定し、 書き込む をクリックする

コメントの設定項⽬

項⽬ 説明

所属する組織
複数の組織に所属している場合は、ログインユーザー名の横に、所属する組織のドロップ
ダウンリストが表⽰されます。ドロップダウンリストから該当する組織を選択します。

コメント

コメントを⼊⼒します。
コメント欄から掲⽰板やカスタムアプリのデータを参照させる場合は、固定リンクやイン
ライン表⽰の機能が便利です。

カスタムアプリをページ内で表⽰する
固定リンクを使う

ファイル
ファイルを添付できます。各コメントで添付できるファイルは1ファイルです。

ファイルを添付する
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コメントの返信
返信するコメントの 返信するクリックします。

>コメント番号を引⽤するをクリックすると、コメントを引⽤できます。
コメントに返信する操作⽅法については、次のページを参照してください。

コメントに返信する

コメントの削除
削除するコメントにマウスオーバーすると表⽰される 削除するをクリックします。
コメントを削除できるのは、コメントを書き込んだユーザーだけです。
書き込んだコメントを削除しても、更新情報は通知されません。

リアクション機能の利⽤
リアクション機能は、コメントを書き込まなくても、共感や確認しました、という意思を気軽に表現でき
ます。
リアクション機能の使い⽅については、次のページを参照してください。

リアクション機能を使う

コメントのアンカー機能の利⽤
アンカー機能とは、参照したい既存のコメントへリンクを設定する機能です。
既存のコメント番号の前に「>(半⾓不等号)」をつけて書き込むと、該当するコメントへのリンクが有効
になります。
コメントのアンカー機能の使い⽅については、次のページを参照してください。

コメントのアンカー機能を使う

固定リンクの利⽤
コメントにマウスオーバーすると表⽰される 固定リンクを利⽤して、特定のコメントのURLを取得で
きます。固定リンクの使い⽅については、次のページを参照してください。

固定リンクを使う

ToDoに関連したメッセージ
「ToDoの詳細」画⾯からもコメントを書き込めます。

メッセージ、掲⽰、または報告書のコメントの書き込み

データを作成する

メッセージを送信する
メールを送信する
メモを書き込む

メッセージを送信する

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

 メッセージを送る をクリックする

必要な項⽬を⼊⼒し、 送信する をクリックする
メッセージの送信を中⽌し、 メモに保存する  をクリックすると、メモとして保存できます。
メモとして保存しておいた内容は、後⽇メッセージやメールとして送信したり、内容を掲⽰として書き込んだりできま
す。

メモからメッセージやメールを送信する
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メッセージの送信の設定項⽬

項⽬ 説明

差出⼈

メッセージを送信したユーザー名が表⽰されます。
差出⼈が複数の組織に所属している場合、所属組織がドロップダウンリストで表⽰されま
す。
メッセージを送信する際に使⽤するユーザーの所属先情報を、ユーザー⾃⾝で設定できま
す。

標題 標題を⼊⼒します。

本⽂

本⽂を⼊⼒します。
本⽂欄から掲⽰板やカスタムアプリのデータを参照させる場合は、固定リンクやインライ
ン表⽰の機能が便利です。

カスタムアプリをページ内で表⽰する
固定リンクを使う

ファイル
ファイルを添付します。本⽂にはファイルを複数添付できます。

ファイルを添付する

宛先* 宛先のユーザーを指定します。複数のユーザーを選択できます。

閲覧状況
宛先ユーザーの閲覧状況を確認するかどうかを設定します。

閲覧確認機能について

リアクションを許
可する

メッセージの本⽂やコメントに対し、リアクション機能を有効にするかどうかを設定しま
す。
「リアクションを許可する」を有効にすると、どのようなリアクションを受け付けるか
を、リンク名で設定できます。
設定できるリンク名は次のとおりです。初期値は「いいね！」に設定されています。
 ・いいね！
 ・確認しました
 ・了解です
 ・よろしくお願いします
 ・(直接⼊⼒)

リアクションのリンク名を任意の⽂⾔に変更する
(直接⼊⼒)を選択すると、テキスト欄が表⽰されます。
作成するメッセージに合わせて⾃由に⽂⾔を設定できます。

リアクション機能を無効にする
リアクション機能を無効にする場合は、「リアクションを許可する」の選択を外します。

リアクション機能の使⽤⽅法については、次のページを参照してください。

リアクション機能を使う

トップページでリアクションの通知を確認する⽅法については、次のページを参照してく
ださい。

「最新情報」パーツで更新情報を確認する

* :は必須項⽬です。

メッセージは、次の画⾯からも作成できます。
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ヘッダーで、[リンク]をクリックし、[ 始めるメニュー]にマウスオーバーして、[ メッセージ
を送る]をクリック

下書きとして保存したメモの「メモの詳細」画⾯で、 その他の操作  > メッセージで送るの
順にクリック

再利⽤するメッセージの「メッセージの詳細」画⾯で、 その他の操作  > 再利⽤するの順に
クリック
表⽰しているメッセージのすべての項⽬を再利⽤できます。ただし、メッセージのコメントは再利⽤
できません。

同じ宛先に別のメッセージを送信する場合は、次の画⾯から作成できます。

「メッセージの詳細」画⾯で、 その他の操作  > 別のメッセージを送るの順にクリック

他のアプリケーションからメッセージを送信する

ユーザー名簿
・「ユーザー情報の詳細」画⾯で、 ユーザー名 さんへ  > メッセージを送るの順にクリック
します。
・「組織情報の詳細」画⾯で、 組織名 へ  > メッセージを送るの順にクリックします。

スケジュール
「予定の詳細」画⾯で、 その他の操作  > メッセージを送るの順にクリックします。

メッセージやコメントに添付したファイルは、 ファイル管理へ⾃動的に登録されます。

添付ファイルを操作する

閲覧確認機能について
メッセージ送信時に「閲覧状況を確認する」を選択して送信したメッセージは、「メッセージの詳細」画
⾯で 閲覧状況をクリックすると閲覧状況を確認できます。
メッセージの受信者が、「メッセージの詳細」画⾯で 確認しました をクリックした⽇付が記録されま
す。

メールを送信する

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

メールを送るをクリックする

必要な項⽬を⼊⼒し、 送信する をクリックする
「BCC」の送信先は、「宛先」や「CC」の送信先からは確認できません。
宛先、CC:、またはBCC:には、複数のメールアドレスを⼊⼒できます。また、直接⼊⼒で複数のアドレスを⼊⼒する
場合は、「,」(カンマ)を⼊⼒します。

メールの送信を中⽌し、 メモに保存する をクリックすると、メモとして保存できます。
メモとして保存しておいた内容は、後⽇メッセージやメールとして送信したり、内容を掲⽰として書き込んだりできま
す。

メモからメッセージやメールを送信する

メールの送信の設定項⽬
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項⽬ 説明

メールアカウント

使⽤するメールアカウントをドロップダウンリストから選択します。 使⽤状況が停⽌中の
メールアカウントは表⽰されません。

メールアカウント(既設)を登録する

差出⼈
送信情報で設定した名前が表⽰されます。

メールの送信情報を設定する

宛先
宛先を、アドレス帳に登録されているユーザーから選択します。
直接⼊⼒できます。

CC
BCC

メールのコピーを送信する宛先を、アドレス帳に登録されているユーザーから選択しま
す。
直接⼊⼒できます。

標題 標題を⼊⼒します。

本⽂ 本⽂を⼊⼒します。

署名
署名をドロップダウンリストから選択します。
「署名」欄は、個⼈設定で署名を設定している場合のみ表⽰されます。
直接⼊⼒して、署名を変更できます。変更した内容は、署名の設定に反映されません。

ファイル
ファイルを添付します。本⽂にはファイルを複数添付できます。

ファイルを添付する

メールは、次の画⾯からも作成できます。

ヘッダーで、[リンク]をクリックし、[ 始めるメニュー]にマウスオーバーして、[ メールを送
る]をクリック

下書きとして保存したメモの「メモの詳細」画⾯で、 その他の操作  > メールで送るの順に
クリック

再利⽤するメールの｢メールの詳細｣画⾯で、 再利⽤するをクリック
表⽰しているメールのすべての項⽬を再利⽤できます。

他のアプリケーションからメールを作成する

ユーザー名簿
・「ユーザー情報の詳細」画⾯で、 ユーザー名 さんへ  > メールを送るの順にクリックしま
す。
・「ユーザー名簿⼀覧」または「ユーザー情報の詳細」画⾯で、E-mailのアドレスリンクをクリッ
クします。

アドレス帳
「⼈名の詳細」画⾯で、E-mailのアドレスリンクをクリックします。

スケジュール
閲覧している予定の登録情報添付したメールを送信できます。
「予定の詳細」画⾯で、 その他の操作  > メールを送るの順にクリックします。

次の操作は個⼈設定で設定できます。

⾃分が送信するメールに添付するファイルをサーバー上に保存するかどうか
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メールの送信時に「メールの送信確認」画⾯を表⽰させるかどうか

メール送信の設定項⽬

本製品の画⾯に表⽰されるメールアドレスのリンクをクリックしたときに使⽤するメーラーの設定

画⾯表⽰を設定する

メモを書き込む

メモには、ファイルを添付できます。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

メモを書くをクリックする

必要な項⽬を⼊⼒し、 書き込む をクリックする

メモの書き込みの設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

標題 標題を⼊⼒します。

位置 メモを保存するフォルダを選択します。

内容 内容を⼊⼒します。

ファイル
ファイルを添付します。本⽂にはファイルを複数添付できます。

ファイルを添付する

メモは、次の画⾯からも作成できます。

ヘッダーで、[リンク]をクリックし、[ 始めるメニュー]にマウスオーバーして、[ メモを書
く]をクリック

再利⽤するメモの｢メモの詳細｣画⾯で、 その他の操作  > 再利⽤するの順にクリック
表⽰しているメモのすべての項⽬を再利⽤できます。

メモに添付したファイルは、 ファイル管理  へ⾃動的に登録されます。

添付ファイルを操作する

データを返信または転送する

データを返信または転送する
メモからメッセージやメールを送信する

データを返信または転送する
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受信したデータを返信または転送します。

「メールの詳細」画⾯を表⽰する

必要な項⽬を設定する

データの返信または転送の操作項⽬

項⽬ リンク 説明

返信
返信する
全員に返信する

受信したメールに返信したり、受信したメールに登録されている宛
先全員に対して返信したりします。
ファイルが添付されているメールに返信する場合は、返信するメー
ルに添付されていたファイルは添付されません。
返信元のメールの標題に「Re:」が追加され、「(差出⼈) wrote:」
以下に受信メールの内容が表⽰されます。

転送 転送する

受信したメールを転送します。
ファイルが添付されているメールを転送する場合は、添付ファイル
も転送されます。
転送元のメールの標題に「Fwd:」が追加され、転送する内容が
「----- Original Message -----」より下に表⽰されます。

受信したメールは、次の操作で社内のユーザー宛てにメッセージとして転送できます。
そのままコメントを書き込んで意⾒交換できます。

「メールの詳細」画⾯で、 その他の操作  > メッセージに転送するの順にクリック

メッセージの内容を、次の操作でメールとして転送できます。

「メッセージの詳細」画⾯で、 その他の操作  > メールで転送するの順にクリック
メッセージに対して書き込まれたコメントは転送されません。

予定の更新情報をメールで転送できます。

Office 9 パッケージ版：メール通知を有効にする

返信済みのメールには、標題の前に が、転送済みのメールには、標題の前に が表⽰されます。

メモからメッセージやメールを送信する

作成しているメモからメッセージやメールを送信します。

「メモの詳細」画⾯を表⽰する

その他の操作  > メッセージで送るまたは メールで送るの順にクリックする

必要な項⽬を⼊⼒し、 送信する をクリックする

データを変更する

フォルダ内のデータを変更します。
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メッセージやメモを変更する
メッセージの宛先を変更する
データを移動する

メッセージやメモを変更する

メッセージの内容を変更できるのは、差出⼈だけです。
更新通知が設定されているフォルダ内のメッセージが変更された場合、宛先に設定されているユーザーに更新情報が送信さ
れます。
メッセージを変更すると、「差出⼈」欄の下に「最新更新者」欄が表⽰され、最終更新年⽉⽇や更新したユーザーの名前が
表⽰されます。
メッセージの宛先に設定されているユーザーを変更する場合は、次のページを参照してください。

メッセージの宛先を変更する

「メッセージの詳細」／「メモの詳細」画⾯を表⽰する

変更するをクリックする

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする

メモとして保存された作成中の掲⽰は、次の操作で変更できます。

｢メモの詳細｣画⾯で、 変更するをクリック

メッセージの宛先を変更する

メッセージの宛先ユーザーを変更します。
メッセージの宛先ユーザーを変更できるのは、差出⼈だけです。
宛先の設定を変更すると、新しく宛先に設定されたユーザーに更新情報が通知されます。

「メッセージの詳細」画⾯を表⽰する

宛先の変更をクリックする

宛先のユーザーを変更し、 変更する をクリックする

メッセージの宛先は、次の画⾯からも変更できます。

「メッセージの詳細」画⾯で、 その他の操作  > 宛先を変更するの順にクリック

宛先に追加または削除されたユーザーについて
新しく宛先に追加されたユーザーは、それまでにメッセージに書き込まれたコメントの内容もすべて閲覧
できます。
宛先から削除されたユーザーは、削除後にそのメッセージに対してコメントの書き込みやファイルを添付
するなどの操作ができません。また、削除後に書き込まれたコメントや変更された本⽂も閲覧できませ
ん。

データを移動する

メッセージ、メール、またはメモの保存先フォルダを移動します。
データを⼿動で移動するほかに、受信時に⾃動的にフォルダに振り分ける機能もあります。
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メールやメッセージの振り分け保存を設定する

「メッセージの詳細」／「メールの詳細」／「メモの詳細」画⾯を表⽰する

移動先のフォルダをドロップダウンリストから選択し、 移動する をクリックする

データは、次の画⾯からも移動できます。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯で概要を表⽰して、移動先のフォルダをドロップダウンリストから選択
し、 移動する をクリック

データの選択移動について
「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯で、移動するデータを選択し、移動先のフォルダをドロップダウンリストか
ら選択し 移動する をクリックしても、データを移動できます。

データを削除する

個⼈フォルダ内のデータの削除⽅法は、ごみ箱機能の使⽤状況によって異なります。
データを削除する前に、ごみ箱の設定を確認してから操作してください。

ごみ箱を使⽤するかどうかを設定する

データの削除、またはデータのごみ箱への移動に伴う更新情報は通知されません。

メッセージを削除しても、宛先のユーザーに更新情報は通知されません。

メッセージを削除する前に、メッセージの詳細画⾯で、 閲覧状況(○⼈／○⼈)または 書き込み情報
をクリックすると、他のユーザーがデータを削除しているかどうかを確認できます。

書き込み状況および閲覧状況について

ごみ箱機能を使⽤する場合
ごみ箱機能を使⽤しない場合

ごみ箱機能を使⽤する場合

ごみ箱機能を使⽤する場合は、削除したデータは ［ごみ箱］  に移動されます。

データを個別にごみ箱に移動する
選択するデータをごみ箱に移動する
フォルダ内の全データをごみ箱に移動する
ごみ箱のデータを完全に削除する

データを個別にごみ箱に移動する

ごみ箱に移動するデータの詳細画⾯を表⽰する

削除するをクリックする

データの削除画⾯で、 移動する をクリックする
メールまたはメッセージをごみ箱に移動する場合は、オプションを選択できます。
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ごみ箱に移動するメールを迷惑メールに設定する
メールの削除画⾯で、「迷惑メールに振り分ける」を選択してデータをごみ箱に移動すると、ごみ箱に移動したメール
の差出⼈を迷惑メールの条件に設定できます。

⾃分が送信したメッセージを、すべての宛先のフォルダから削除する
メッセージの削除画⾯で、「受信者の個⼈フォルダからも完全に削除する」を選択してデータを削除すると、受信者の
個⼈フォルダからも、メッセージのデータが削除されます。
⾃分が送信していないメッセージをごみ箱に移動する場合は、この機能を使⽤できません。
他のユーザーが送信したメッセージをごみ箱に移動しても、差出⼈や他の受信者の個⼈フォルダから削除されることは
ありません。

選択するデータをごみ箱に移動する

任意のフォルダをクリックして、⼀覧画⾯を表⽰する

ごみ箱に移動するデータのチェックボックスを選択し、 削除する をクリックする
⾃分が送信したメッセージを含むデータを選択した場合は、オプションを選択できます。
データの⼀括削除画⾯で、受信者の個⼈フォルダから完全に削除するかどうかを選択して、 移動する をクリックし
ます。
⾃分以外が送信したメッセージを含むデータを選択した場合、データの⼀括削除画⾯は表⽰されません。

⾃分が送信したメッセージを、すべての宛先のフォルダから削除する

フォルダ内の全データをごみ箱に移動する

任意のフォルダをクリックして、⼀覧画⾯を表⽰する

その他の操作  > フォルダ内の全データを削除するの順にクリックする

フォルダ内の全データの削除画⾯で、 移動する をクリックする

フォルダの詳細画⾯から全データをごみ箱に移動する
フォルダの詳細画⾯からも、フォルダ内の全データをごみ箱に移動できます。⼿順は次のとおりです。
1. 任意のフォルダをクリックして、⼀覧画⾯を表⽰する
2. その他の操作  > フォルダの詳細の順にクリックする
3. フォルダ情報セクションで、 フォルダ内の全データを削除するをクリックする
4. フォルダ内の全データの削除画⾯で、 移動する をクリックする

ごみ箱のデータを完全に削除する

個⼈フォルダ(ごみ箱)画⾯を表⽰する
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ごみ箱から完全に削除するデータを選択して、削除する

個別にデータを完全に削除する場合
1. 削除するデータの詳細画⾯を表⽰する
2. データの削除画⾯で、 削除する をクリックする

選択するデータを完全に削除する場合
1. 削除するデータのチェックボックスを選択する
2. データの⼀括削除画⾯で、 ⼀括削除する をクリックする

全データを完全に削除する場合
1. その他の操作  > ごみ箱を空にするの順にクリックする

2. ごみ箱を空にする をクリックする

ごみ箱機能を使⽤しない場合

ごみ箱機能を使⽤しない場合、データは ［ごみ箱］  に移動せず、完全に削除されます。

データを個別に削除する
選択するデータを削除する
フォルダ内の全データを削除する

データを個別に削除する

削除するデータの詳細画⾯を表⽰する

削除するをクリックする

削除する をクリックする
⾃分が送信したメッセージを削除する場合は、受信者の個⼈フォルダから完全に削除するかどうかを選択できます。

⾃分が送信したメッセージを、すべての宛先のフォルダから削除する

削除するメールを迷惑メールに設定する場合は、個⼈設定で振り分けを設定します。

メールやメッセージの振り分け保存を設定する

選択するデータを削除する

任意のフォルダをクリックして、⼀覧画⾯を表⽰する

削除するデータのチェックボックスを選択し、 削除する をクリックする

データの⼀括削除画⾯で ⼀括削除する をクリックする
⾃分が送信したメッセージを含むデータを選択した場合は、オプションを選択できます。
データの⼀括削除画⾯で、受信者の個⼈フォルダから完全に削除するかどうかを選択して、 移動する をクリックし
ます。
⾃分以外が送信したメッセージを含むデータを選択した場合、データの⼀括削除画⾯は表⽰されません。

⾃分が送信したメッセージを、すべての宛先のフォルダから削除する

44



フォルダ内の全データを削除する

任意のフォルダをクリックして、⼀覧画⾯を表⽰する

その他の操作  > フォルダ内の全データを削除するの順にクリックする

フォルダ内の全データの削除画⾯で、 すべて削除する をクリックする

フォルダの詳細画⾯から全データを削除する
フォルダの詳細画⾯からも、フォルダ内の全データを削除できます。⼿順は次のとおりです。
1. 任意のフォルダをクリックして、⼀覧画⾯を表⽰する
2. その他の操作  > フォルダの詳細の順にクリックする
3. フォルダ情報セクションで、 フォルダ内の全データを削除するをクリックする
4. フォルダ内の全データの削除画⾯で、 すべて削除する をクリックする

メールを印刷する

メッセージ、メモは印刷できません。
「メールの印刷⽤」画⾯には、次の項⽬が表⽰されます。

差出⼈

⽇時

宛先

CC

BCC ※送信メールのみ

件名

添付ファイル(ファイル名+MIMEタイプ)

本⽂

「メールの詳細」画⾯を表⽰する

その他の操作  > 印刷⽤画⾯の順にクリックする

メールを印刷する
Webブラウザーの印刷機能を利⽤し、画⾯を印刷します。

データをファイルに出⼒する

メッセージやメールの内容をファイルに出⼒します。
メッセージやメールに登録されているすべての内容をファイルに出⼒します。メッセージの場合は書き込んだコメントも出
⼒されます。ただし、添付ファイルはファイル名のみ出⼒されます。
メモの内容はファイルに出⼒できません。

「メッセージの詳細」／「メールの詳細」画⾯を表⽰する

その他の操作  > ファイルに出⼒するの順にクリックする

ファイルを保存する
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表⽰される画⾯にしたがって、ファイルを保存します。

メールのソースを表⽰する

受信したメールのソースをテキスト表⽰します。
メールのソースには、メッセージ ID や送受信サーバーなどの情報が表⽰されます。
メッセージ、メモ、または送信したメールのソースファイルは表⽰できません。
添付ファイルを削除したメールは、メールのソースを表⽰できません。

「メールの詳細」画⾯を表⽰する

その他の操作  > ソースを表⽰するの順にクリックする

メールの添付ファイルを削除する

メールに添付されているファイルを削除できます。
添付ファイルを削除すると、メールのソースは表⽰できなくなります。
また、送信するメールの添付ファイルをサーバー上に保存するかどうかは個⼈設定で設定できます。

「メールの詳細」画⾯で、 その他の操作  > 添付ファイルを削除するの順にクリックする

確認画⾯で、 削除する をクリックする

フォルダを設定する

データを分類する⾃分⽤のフォルダを設定します。
フォルダは、階層的に設定できます。
フォルダごとに更新通知を設定し、設定したフォルダ内のデータの更新情報を通知できます。
個⼈フォルダには、初期設定で ［受信箱］、 ［送信箱］、 ［下書き］  が設定されています。また、「ごみ箱機
能」の使⽤を設定している場合は、 ［ごみ箱］  も設定されます。

［受信箱］、 ［送信箱］、 ［下書き］、 ［ごみ箱］の下にサブフォルダを作成したり、フォルダ⾃体を削除
したりできません。

フォルダを追加する
フォルダの詳細を確認または変更する
フォルダの表⽰順を変更する
フォルダを削除する
フォルダごとに更新通知を設定する

フォルダを追加する

フォルダの下にサブフォルダも作成できます。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

フォルダを追加するをクリックする

必要な項⽬を設定し、 追加する をクリックする

フォルダの設定項⽬
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「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

フォルダ名 フォルダ名を⼊⼒します。

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

メモ フォルダについてのメモを⼊⼒します。

フォルダの詳細を確認または変更する

フォルダの詳細を確認し、フォルダ情報を変更します。
［受信箱］、 ［送信箱］、 ［下書き］のフォルダ情報は、「メモ」のみ変更できます。
［ごみ箱］はフォルダ情報を変更できません。

「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯を表⽰する

フォルダを選択し、 その他の操作  > フォルダの詳細の順にクリックする

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

フォルダの表⽰順を変更する

作成したフォルダや同じフォルダ内のサブフォルダの表⽰順を変更します。

［受信箱］、 ［送信箱］、 ［下書き］、 ［ごみ箱］  の順番は変更できません。

「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯を表⽰する

フォルダを選択し、 フォルダの順番変更をクリックする

表⽰順を変更し、 変更する をクリックする

フォルダを削除する

［受信箱］、 ［送信箱］、 ［下書き］、 ［ごみ箱］は削除できません。

削除するフォルダ内のデータ、サブフォルダについて
フォルダを削除すると、そのフォルダ内のデータ(メッセージ、メール、またはメモ)やサブフォルダもす
べて削除対象となります。なお、フォルダ内のデータの処理は、「ごみ箱機能」を使⽤しているかどうか
で、次のように異なります。

47



「ごみ箱機能」を使⽤する設定の場合
削除するフォルダの直下に保存されているデータは、 ［ごみ箱］へ移動されます。 サブフォル
ダがある場合、サブフォルダ内に保存されているデータも ［ごみ箱］へ移動されますが、サブ
フォルダ⾃体は削除されます。

「ごみ箱機能」を使⽤しない設定の場合
削除するフォルダ内に保存されているデータは、サブフォルダも含めてすべて削除されます。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯を表⽰する

その他の操作  > フォルダを削除するの順にクリックする

削除する場合は、 削除する をクリックする

フォルダは、次の操作でも削除できます。

「フォルダの詳細」画⾯で「フォルダ情報」欄の 削除するをクリック

フォルダごとに更新通知を設定する

個⼈フォルダの更新通知の設定は、フォルダごとに設定します。
個⼈フォルダの更新通知は、次の画⾯で確認できます。

トップページの最新情報パーツ

｢最新情報｣パーツを操作する

「個⼈フォルダ(受信箱)」画⾯を表⽰する

フォルダを選択し、 その他の操作  > 更新通知を設定するの順にクリックする
更新通知を設定するフォルダにサブフォルダが作成されている場合は、サブフォルダの更新通知をあわせて設定できま
す。サブフォルダもあわせて更新通知を設定する場合は、「サブフォルダの更新も通知する」を選択します。

更新を通知する をクリックする

更新通知の設定は、次の画⾯で設定できます。

「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯でフォルダの下に表⽰される 更新を通知するフォルダの設定をク
リック

フォルダの更新通知は、次の操作でも設定できます。

｢フォルダの詳細｣画⾯で、｢設定情報｣欄の 更新通知を設定するをクリック

更新通知の設定は、個⼈設定でもまとめて設定できます。

更新を通知するフォルダを設定する

更新通知の解除
すでに更新通知が設定されている場合は、⼿順2で 更新通知を解除すると表⽰されます。クリックする
と、「更新通知 の設定」画⾯が表⽰され更新通知の設定を解除できます。
更新通知を設定したフォルダに追加されたメッセージの更新通知の設定は、個別に解除できます。

メッセージの更新通知の解除について

個⼈設定を変更する
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次の設定を個⼈設定で変更できます。

個⼈フォルダの個⼈設定

項⽬ 説明

  振り分け保存 フォルダにメールやメッセージの振り分け保存を設定できます。

  通知フォルダ 更新情報を通知するフォルダを設定できます。

  ごみ箱 ごみ箱を使⽤するかどうかを設定できます。

メールの個⼈設定

項⽬ 説明

  ⼀般設定 メール送信や新着メールチェック機能を設定できます。

  メールアカウント(既設)の設定 ユーザーごとに⾃分のメールアカウントを登録できます。

  送信情報 メール送信時の情報を設定できます。

  署名 メールの署名を設定できます。

  メールデータからの読み込み
クライアントパソコンにあるメールデータをサイボウズ Officeに読み込みま
す。

  メールデータの書き出し
サイボウズ Officeにあるメールデータを書き出して、クライアントパソコン
に保存できます。

メールやメッセージの振り分け保存を設定する
更新を通知するフォルダを設定する
ごみ箱を使⽤するかどうかを設定する
⼀般設定を変更する
メールアカウント(既設)を登録する
メールの送信情報を設定する
署名を設定する
メールデータを読み込む
メールデータを書き出す

メールやメッセージの振り分け保存を設定する

振り分け保存の設定⽅法について説明します。

振り分け保存とは？
振り分け保存は、メッセージやメールを受信するタイミングで、設定している条件に沿って該当のフォルダに分類する機
能です。
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メールの内容を確認する前の時点で、受信箱を整理できるため、効率よくメールやメッセージを確認でき便利です。

振り分け保存の仕様
振り分け保存の設定を追加する
振り分け保存の設定を変更する
振り分け保存の設定を削除する
迷惑メールの振り分けを設定する

振り分け保存の仕様

振り分け保存が適⽤されるデータ
振り分け保存を設定する前に受信済みのデータは、振り分け保存が適⽤されません。
必要に応じて、⼿動でメッセージまたはメールを、別のフォルダに移動してください。

振り分け保存が適⽤されるデータ
データの振り分けは、振り分け保存の⼀覧で上位に表⽰されている設定から順に適⽤されます。
適⽤する順番を変更する場合は、⼀覧に表⽰する振り分け保存の並びを変更します。

振り分け保存の設定を追加する

振り分け保存の設定を追加する⼿順を説明します。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の 個⼈フォルダ > 振り分け保存の順にクリックする

追加するをクリックする

振り分け保存名を⼊⼒する

振り分け対象を選択する
振り分け対象の組み合わせは、次のとおりです。

メールのみ

メッセージのみ

メールとメッセージ両⽅

振り分け条件の組み合わせ⽅法を選択する
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条件の組み合わせ⽅法は、次のとおりです。

次のすべての条件を満たす
設定した条件項⽬をAND検索します。指定したすべての条件を満たすデータを検索して絞り込む場合に選択しま
す。

次のいずれかの条件を満たす
設定した条件項⽬をOR 検索します。どれかの条件を満たすデータを検索して絞り込む場合に選択します。

どのような条件でデータを絞り込むかを設定する

メールの場合の⼊⼒例：

メッセージの場合の⼊⼒例：

絞り込みの項⽬

項⽬ 概要
振り分け対象

絞り込みの演算⼦
メール メッセージ

標題
メールやメッセージの標題に使
⽤されている⽂⾔で絞り込む場
合に選択します。

⽂字列を⼊⼒してください。
設定できる絞り込
みの演算⼦は、次
のとおりです。
・を含む
・を含まない
・と同じ
・と異なる
・で始まる

差出⼈
メールやメッセージの差出⼈に
使⽤されている⽂字列で絞り込
む場合に選択します。

次のいずれかを⼊
⼒してください。
・サイボウズ
Officeの利⽤ユー
ザー名
・差出⼈、宛先、
CCに使⽤されてい

サイボウズ Office
の利⽤ユーザー名
を⼊⼒してくださ
い。

宛先
メールやメッセージの宛先に使
⽤されている⽂字列で絞り込む
場合に選択します。
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る⽂字列
・差出⼈、宛先、
CCに使⽤されてい
るメールアドレス

CC(メー
ルのみ)

メールのCCに使⽤されている
⽂字列で絞り込む場合に選択し
ます。

メッセージにはCC
の機能はありませ
ん。

ドロップダウンリストから、振り分けたデータを保存するフォルダを設定する
(新規作成)を選択すると、⼿順1で⼊⼒した振り分け保存名と同名のフォルダが⾃動で作成されます。
また、この操作で追加したフォルダは、振り分けたデータの保存先に⾃動的に設定されます。

振り分け保存の設定を変更する

振り分け保存の設定内容を変更する⼿順を説明します。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の 個⼈フォルダ > 振り分け保存の順にクリックする

変更する振り分け保存の 変更するをクリックする

次のセクションで、必要な項⽬を設定する

振り分け保存名

振り分け対象

振り分け条件

保存先フォルダ

内容を確認して、 変更する をクリックする

振り分け保存の設定を削除する

追加した振り分け保存の設定を削除する⼿順を説明します。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の 個⼈フォルダ > 振り分け保存の順にクリックする
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削除する振り分け保存の 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

迷惑メールの振り分け保存の設定を変更する

サイボウズ Officeの導⼊直後は、保存先フォルダが「ごみ箱」に設定された「迷惑メール」という振り分け保存が、システ
ムにより設定されています。
システム側で追加されているため削除できません。
どのようなデータを迷惑メールとして設定するかは、ユーザーが⼿動で登録する必要があります。

迷惑メールの条件に設定できる件数は、1000件までです。

ごみ箱機能を使⽤していない場合は、保存先のフォルダにごみ箱を選択できません。
任意のフォルダを、振り分けたデータの保存先に⼿動で設定する必要があります。

迷惑メールの振り分け保存は、各ユーザーだけでなく、システム管理者も設定できます。

システム管理者が設定する場合
ユーザーが設定する場合

システム管理者が設定する場合

迷惑メールの振り分け保存は、各ユーザーだけでなく、システム管理者も設定できます。
システム管理者が⾏う、迷惑メールの振り分け保存の設定は、全ユーザーの「迷惑メール」の設定に適⽤されます。
ただし、振り分けたデータの保存先は、各ユーザーの設定に沿って処理されます。

システム設定：迷惑メールの振り分け保存を設定する
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ユーザーが設定する場合

⼿動で条件を追加する場合
振り分け保存の設定に、条件を追加する操作と同じです。
詳細は次のページを参照してください。

振り分け保存の設定を変更する

削除するメールの情報を、迷惑メールの条件として⾃動的に追加する場合
ごみ箱を使⽤している場合、削除するメールを、次回から迷惑メールとして処理できるようにメールの情報を迷惑メールの
条件として登録します。

削除するメールの詳細画⾯で、 削除するをクリックする

確認画⾯の「オプション」セクションで、「迷惑メールに振り分ける」を選択する
説明を表⽰するをクリックすると、ごみ箱に移動したメールの差出⼈を迷惑メールの条件に設定できる旨の説明が

表⽰されます。

削除するデータの内容を確認し、 移動する をクリックする

サイボウズ Officeを導⼊した直後は、システムにより、ごみ箱を使⽤するように設定されています。
振り分けた迷惑メールの保存先の初期値も、システムにより、ごみ箱に設定されています。
このため、サイボウズ Office導⼊後に、ごみ箱を使⽤しない設定にすると、迷惑メールの保存先が設定な
しの状態になります。
振り分けたデータの保存先が設定なしの状態では、メールの削除画⾯から迷惑メールの条件を追加できま
せん。
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例：設定項⽬が表⽰されず、メッセージのみ表⽰されます。

メールの削除画⾯から、迷惑メールの条件を追加できるようにするには、振り分け保存の変更画⾯で、
データの保存先を設定しなおしてください。

更新を通知するフォルダを設定する

個⼈フォルダの更新通知は、フォルダごとに設定します。
フォルダごとに更新通知を設定し、設定したフォルダ内のデータの更新情報を通知できます。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の 個⼈フォルダ > 通知フォルダの順にクリックする

更新を通知するフォルダを選択し、 変更する をクリックする

個⼈フォルダの更新通知は、次の画⾯で確認できます。

トップページの最新情報パーツ

「最新情報」パーツを操作する

更新通知の設定は、「個⼈フォルダ(⼀覧)」画⾯からも設定できます。

フォルダごとに更新通知を設定する

更新通知を設定したフォルダに追加されたメッセージの更新通知の設定は、個別に解除できます。

メッセージの更新通知の解除について
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ごみ箱を使⽤するかどうかを設定する

ごみ箱は、削除したデータを⼀時的に保存するフォルダです。
ユーザー⾃⾝でごみ箱を使⽤するかどうかを設定できます。

ごみ箱を使⽤する場合
メール、メッセージ、メモから削除されたデータは、ごみ箱に移動され⼀定期間保存されます。
ごみ箱に保存されている期間であれば、データの閲覧や復旧ができます。
ただし、ごみ箱のメッセージに対しては、次の操作はできません。

本⽂や宛先の変更

コメントの書き込みや削除

更新通知の設定変更

「トップに出す」操作

ごみ箱を使⽤しない場合
メール、メッセージ、メモから削除されたデータは、操作した時点でシステムから完全に削除されます。
削除したデータは元に戻せません。

ごみ箱のデータが完全に削除されるタイミング
ごみ箱のデータは、次のタイミングでシステムから完全に削除されます。

ごみ箱のデータを⼿動で削除したとき

ごみ箱の保存期間が経過している場合に、次の操作をしたとき

メールおよびメモの場合：
・メール、メッセージ、メモのいずれかを別のフォルダに移動したとき
・メール、メッセージ、メモのいずれかを削除したとき
・メッセージを送信したとき

メッセージの場合：
・メッセージを別のフォルダに移動したとき
・メッセージを削除したとき
・メッセージを送信したとき

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の 個⼈フォルダ > ごみ箱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

ごみ箱の設定項⽬

項⽬ 説明

ごみ箱機能
ごみ箱機能を使⽤する場合、「ごみ箱機能を使⽤する」を選択し、削除したデータを保存
する期間を選択します。

⼀般設定を変更する

メールの⼀般設定を変更します。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする
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各アプリケーション の メール > 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

メール送信の設定項⽬

項⽬ 説明

本⽂の⾃動改⾏

メールを送信、またはメモとして保存したとき、メール本⽂を⾃動改⾏するか
どうかを設定します。
メール本⽂を⾃動改⾏する場合は、「メールの本⽂を⾃動改⾏する」選択し、
⾃動改⾏する幅をドロップダウンリストから選択します。

添付ファイルの保存
メールに添付したファイルをサーバー上に保存するかどうかを設定します。
サーバー上に保存する場合は、「送信メールの添付ファイルを保存する」を選
択します。

送信前の確認
送信時に「メールの送信確認」画⾯を表⽰させるかどうかを設定します。
送信前に確認画⾯を表⽰する場合は、「送信前に確認画⾯を表⽰する」を選択
します。

ユーザー情報の送信

ユーザー情報(vCard)を添付するかどうかを設定します。
送信メールにユーザー情報(vCard)を添付する場合は、「常にユーザー情報
(vCard)を送信する」を選択します。

ユーザー情報(vCard) の詳細をクリックすると、ユーザー情報(vCard) の
詳細を確認できます。

新着メールチェック機能の設定項⽬

項⽬ 説明

メールの確認

トップページの最新情報パーツ内で、新着メールチェック機能を使⽤するかど
うかを設定します。
新着メールチェック機能を使⽤する場合は、「新着メール機能を使⽤する」を
選択し、チェック間隔を選択します。

vCardとは？
vCardは、電⼦名刺の標準フォーマットの⼀つです。
インターネットを介して、⽒名、会社名、メールアドレスなどのユーザー情報を送信できます。
サイボウズ Officeでは、user.vcfにユーザー情報を格納します。

vCardを添付したメールを送信した場合
受信先の環境により、読み込まれる項⽬が異なります。
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新着メールチェック機能について
新着メールチェック機能を利⽤すると、「 新着メールチェック機能の設定」欄で設定した期間でメー
ルサーバーに新着メールがあるかどうかをチェックします。 このため、定期的にメールサーバーにアクセ
スするため、メールサーバーに負荷がかかります。また、トップページの「お知らせ」欄に新着メールの
受信状況が表⽰されるようになります。

「メールの送信確認」画⾯を表⽰するに設定すると「メールの送信」画⾯で 送信する をクリックする
と、「メールの送信確認」画⾯が表⽰されます。
「メールの送信確認」画⾯では、送信するメール宛先や標題、本⽂、添付ファイルを確認できます。ま
た、ユーザー情報(vCard)を添付している場合は、「ファイル」欄の詳細をクリックし、ユーザー情報
(vCard)の詳細を確認できます。
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メールアカウント(既設)を登録する

ユーザーごとに⾃分のメールアカウントを登録します。
「メールアカウントの登録は許可されていません。」と表⽰される場合や、設定項⽬が表⽰されていない場合は、システム
管理者の設定によって、操作を制限されています。詳しくはシステム管理者にご確認ください。
使⽤するメールサーバーや各種アカウント名やパスワードについては、システム管理者にお問い合わせください。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > メールアカウント(既設)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

メールアカウントの設定の操作項⽬

項⽬ リンク 説明

追加 追加する メールアカウントを追加します。

変更 変更する 登録されているメールアカウントの設定を変更します。

順番変更 順番変更する メールアカウントの表⽰順を変更します。

削除 削除する メールアカウントを削除します。

メールアカウントの設定項⽬

59



項⽬ 説明

メールサーバー
ドロップダウンリストから、使⽤するメールサーバーを選択します。
詳細をクリックすると、「メールサーバーの⼀覧」画⾯が表⽰され、登録され
ているメールサーバーの設定内容を確認できます。

E-mail メールアドレスを⼊⼒します。

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

POP3パスワード
受信メールサーバー(POP3)のパスワードを⼊⼒します。
メール受信後に、サーバー上にメールデータを残す場合は、「受信メール
(POP3)サーバーにメールを残す」を選択します。

SMTPアカウント名
SMTPパスワード

SMTP認証に使⽤するアカウント名とパスワードを⼊⼒します。
送信メールサーバーが「SMTP認証」を使⽤し、「認証に使⽤するユーザー名
とパスワードを個別に設定する」に設定されている場合のみ表⽰されます。

メールデータ 受信メール(POP3)サーバーメールを残すかどうかを設定します。

使⽤状況 登録したメールアカウントを使⽤するかどうかを設定します。

「受信メール(POP3) サーバーにメールを残す」設定について
メールサーバーにメールを残さない設定の場合は、メールの受信と同時にメールサーバーからデータが削
除されます。 メールサーバーにメールを残す設定の場合は、メールを受信してもメールサーバーにデータ
が残り、製品以外のメーラーでもメールを受信できます。ただし、サーバーにメールデータが蓄積される
ため、メールサーバーの容量に問題が発⽣する可能性があります。
メールサーバーにメールを残す設定にする場合は、定期的に選択を外してメールを受信するなど、こまめ
にサーバーからメールデータを削除するようにしてください。

メールの送信情報を設定する
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「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > 送信情報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

送信情報の設定項⽬

項⽬ 説明

対象メールアカウント ドロップダウンリストから、送信情報を設定するメールアカウントを選択します。

From⾏に表記する名前
メールアドレスの直前に表⽰される名前を⼊⼒します。
空⽩の場合は、ユーザー情報のユーザー名が表⽰されます。

署名 使⽤する署名を選択できます。

2バイト⽂字(漢字、ひらがな、またはカタカナ)を表⽰できない宛先にメールを送信する可能性がある場合
は、「From⾏」に表記する名前にアルファベット(半⾓) を使⽤することを推奨します。

署名を設定する

電⼦メールの最後に追加される、送信者の⽒名や連絡先などを設定します。
署名を設定している場合は、「メールの送信」画⾯に「署名」欄が表⽰されます。複数の署名を設定している場合は、⽤途
に応じて署名を切り替えられます。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > 署名の順にクリックする
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必要な項⽬を設定する

署名の操作項⽬

項⽬ リンク 説明

追加 追加する
署名を追加します。
追加した署名は、「メールの送信」画⾯の「署名」のドロップダウ
ンリストに項⽬として追加されます。

変更 変更する 登録済みの署名を変更します。

順番変更 順番変更する
登録済みの署名の表⽰順を変更します。
「メールの送信」画⾯で表⽰される「署名」のドロップダウンリス
トの表⽰順は、「署名の設定」画⾯の表⽰順を同じになります。

削除 削除する 登録済みの署名を削除します。

署名の設定項⽬
「*」は必須項⽬です。

項⽬ 説明

名称 署名の名称を⼊⼒します。

内容 署名の具体的な内容を⼊⼒します。

メールデータを読み込む

クライアントパソコンにあるメールデータをサイボウズ Officeに読み込みます。
この機能を利⽤すると、お使いのメールソフトに保存されているメールデータを、サイボウズ Officeのメールに移⾏できま
す。
ただし、お使いのメールソフトがMbox形式のデータ出⼒に対応している必要があります。
Mbox形式のデータ出⼒に対応しているかどうかは、お使いの製品のマニュアルを確認してください。

読み込みの対象となるファイル形式は、Mbox形式のみです。

Mbox形式とは
Mboxとは電⼦メールメッセージの保存フォーマット群の総称です。
Mbox形式では、1ファイルにすべてのメールが格納されています。

次の設定が完了していることを確認する

システム管理者
設定されていない場合は、システム管理者に確認してください。

メールサーバー(既設)の登録

アプリケーション設定：メールサーバーを登録する

ユーザー

メールアカウントの設定

メールアカウントを登録する

⼿順1のメールサーバー(既設)の登録が未完了の場合、⼿順3の個⼈設定画⾯に メールデータの読み
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込みのアイコンが表⽰されません。アイコンが表⽰されない場合は、システム管理者にメールサーバー
(既設)の登録を依頼してください。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > メールデータからの読み込みの順にクリックす
る

必要な項⽬を設定し、 次に、ファイルの中⾝を確認する をクリックする

設定項⽬

項⽬ 説明

メールアカウント メールデータを読み込むメールアカウントを選択します。

フォルダ

メールデータを読み込む、サイボウズ Office側のフォルダを次から選択します。
初期値は受信箱に設定されています。

受信箱

送信箱

下書き

ログインユーザーが作成したフォルダ

Mboxファイル* 読み込むファイルを選択します。
読み込みの対象となるファイル形式は、Mbox形式のみです。

*：必須項⽬です。

設定した内容を確認し、 読み込む をクリックする
メールデータの読み込み時にメールの総サイズが制限値を超えた場合、エラーが発⽣します。
メールの総サイズについては、システム管理者に確認してください。

アプリケーション設定：メールの総サイズを設定する

前の画⾯へ戻る をクリックした場合：
対象アカウントと読み込むフォルダは保持されます。選択したMboxファイルは保持されません。

個⼈フォルダで、指定したアカウントとフォルダに、メールデータが追加されていること
を確認する
読み込まれたメールは既読扱いになります。
すでにフォルダに存在する同⼀メールを読み込んでも、上書きされません。追加されます。

メールデータを書き出す
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サイボウズ Officeに保存されている、ユーザー個⼈のメールデータを書き出します。他のユーザーのメールデータや、個⼈
フォルダ内のメッセージやメモは書き出せません。
この機能を利⽤すると、サイボウズ Officeのメールデータをほかのメールソフトに移⾏できます。
ただし、お使いのメールソフトがMbox形式のデータ読み込みに対応している必要があります。
Mbox形式のデータ読み込み対応しているかどうかは、お使いの製品のマニュアルを確認してください。

メールデータ書き出し時の注意
全メールアカウントのデータを書き出す

メールデータ書き出し時の注意

メールデータの書き出し中に、メールデータを削除した場合の動作は保障していません。データの書き出しが終了するま
で、メールは削除しないでください。

書き出し対象
書き出せるメールデータは、メールソースがサイボウズ Officeに存在するメールデータのみです。
次のメールは、メールソースがない、または削除されているためメールデータを書き出せません。

送信メール

下書きのメール

添付ファイルを削除したメール

書き出されるメールデータについて
メールデータは、export.mboxというファイル名で、パソコン上に保存されます。
書き出されるファイル形式は、Mbox形式です。

Mbox形式とは

パッケージ版(バージョン 9.3.0以前)をお使いの場合
パッケージ版(バージョン 9.3.0以前)では、メールアカウントを指定していても、メールデータを正しく絞り込めない場合
があります。
メールデータを書き出す際には、メールアカウントを指定せずに、「すべて」を選択することを推奨します。

メールアカウント単位でデータを書き出すには
あらかじめメールアカウントごとにメールデータをフォルダに振り分けてから、メールデータを書き出し
ます。

全メールアカウントのデータを書き出す

全メールアカウントのデータを、フォルダごとに書き出します。
ここでは、パッケージ版(バージョン 9.3.1以降)をお使いの場合を例に⼿順を説明します。

「個⼈設定」画⾯で、「 詳細設定」タブをクリックする

各アプリケーション の メール > メールデータの書き出しの順にクリックする
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メールデータの書き出しが表⽰されない場合、システム設定側の設定が完了していません。

システム管理者に、メールサーバーの設定を依頼してください。

アプリケーション設定：メールサーバーを登録する

どのフォルダのメールデータを書き出すかを、ドロップダウンリストから選択する
メールアカウントに関係なく、指定したフォルダ内の全メールデータが書き出されます。
初期値は受信箱です。

書き出す をクリックする
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