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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ユーザ管理 > システム設定メニューについて 

ここでは、「システム設定メニュー」画面を開いて、各システム設定を行う方法について説明します。 

「システム設定メニュー」画面は、システム管理を行うための画面です。システム管理者のみこの画面にアクセスできます。 

「システム設定メニュー」画面を開く 

システム管理者のホーム画面には、画面右下に  (システム設定) が表示されます。ここから、システム管理を開始します。 

1. システム管理者としてログインする  

2. 画面右下の  (システム設定) をクリックする  

3. システム管理用パスワードが設定されている場合は、パスワードを入力する  

→ 「システム設定メニュー」画面が表示されます。  

画面左側にはメニューが表示されます。メニューを選択すると、右側にメニューの設定項目が表示されます。 

以下は、「ユーザー管理」のメニューとその設定項目が選択されている例です。 

 

システム設定の各設定画面を開く 

1. 「システム設定メニュー」画面左側で、目的のメニューをクリックする  

→ 画面右側に、選択したメニューの設定項目が一覧表示されます。  

2. 画面右側から、目的の設定項目をクリックする  

→ 選択した設定項目の設定画面が表示されます。  

「システム設定メニュー」画面に戻るには、[設定メニューへ] をクリックします。 

システム設定メニューについて 
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ライブラリ運用管理／ライセンスの設定 
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ライブラリ運用管理／ライセンスの設定 > ライブラリ運用管理 

「ライブラリ運用管理」では、利用中のライブラリ情報の確認や運用状況の管理などを行います。  

以下の設定を確認・変更できます。 

ライブラリ ID の確認  

ライブラリ名と詳細情報の変更  

ライブラリ管理者の設定／変更  

作成者の確認  

終更新日時の確認  

レコード数の確認  

本運用／仮運用の切り替え  

ここでは、以下の操作について説明します。 

ライブラリ名と詳細情報を変更する   

ライブラリ管理者を設定／変更する   

本運用／仮運用の切り替えを行う   

ライブラリ名と詳細情報を変更する 

ライブラリ名と詳細情報を変更します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ライブラリ運用管理／ライセンス］を選択する  

→ 「ライブラリ運用管理／ライセンス」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリ運用管理］をクリックする  

→ 「ライブラリ運用管理」画面が表示されます。 

本運用中のライブラリ、および仮運用中のライブラリが一覧表示されます。  

3. 目的のライブラリの「ライブラリ名」欄の［詳細］をクリックする  

→ 「ライブラリの情報」画面が表示されます。  

4.  ［変更する］をクリックする 

※選択したライブラリのライブラリ管理者として設定されていない場合は、  ［変更する］は表示されません。  

→ 「ライブラリ情報の設定」画面が表示されます。 

※「ライブラリ情報の設定」画面は、「ライブラリ管理メニュー」の「ライブラリの情報」で  ［変更する］をクリックしても表示されます。  

5. 設定内容を変更し、  をクリックする  

ライブラリ運用管理 

この操作は、ライブラリ管理者のみ行えます。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

設定内容については、「ライブラリ情報の設定」を参照してください。 
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ライブラリ管理者を設定／変更する 

ライブラリごとにライブラリ管理者を設定できます。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ライブラリ運用管理／ライセンス］を選択する 

→ 「ライブラリ運用管理／ライセンス」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリ運用管理］をクリックする  

→ 「ライブラリ運用管理」画面が表示されます。 

本運用中のライブラリ、および仮運用中のライブラリが一覧表示されます。  

3. 目的のライブラリの「ライブラリ管理者」欄の［変更］をクリックする  

→ 「ライブラリ管理者の設定」画面が表示されます。  

4. プルダウンメニューから、目的のユーザーの所属するグループを選択する 

※プルダウンメニューから、「(グループ一覧)」を選択し、グループを選択することもできます。  

→ 選択したグループに所属するユーザーが下部のリストに表示されます。  

5. 右側のリストから目的のユーザーを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したユーザーが左側のリストに追加されます。  

6.  をクリックする  

「ライブラリ管理者」とは、ライブラリの構築や管理を行うユーザーのことで、ライブラリごとに設定されます。ライブラリ作成直

後は、全員がライブラリ管理者になっています。 

ライブラリ管理者に設定されたユーザーでログインすると、各画面の右下に  (ライブラリ管理) が表示されます。 

ライブラリ管理者の設定／変更は、システム管理者がシステム設定で行うか、またはライブラリ管理者自身が「ライブラリ管理

メニュー」画面の［ライブラリ情報の設定］で行うこともできます。 

本運用／仮運用の切り替えを行う 

ライブラリの本運用／仮運用の切り替えを行います。 

システム管理者以外でも、「本運用切替」権限を持つユーザーは、本運用／仮運用の切替が可能です。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ライブラリ運用管理／ライセンス］を選択する  

→ 「ライブラリ運用管理／ライセンス」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリ運用管理］をクリックする  

→ 「ライブラリ運用管理」画面が表示されます。 

本運用中のライブラリ、および仮運用中のライブラリが一覧表示されます。  

3. 目的のライブラリの「運用切替」欄の［本運用へ］／［仮運用へ］をクリックする  

→ 確認画面が表示されます。 

4.  をクリックする  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

ライブラリ管理者とは

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ライブラリの運用には、本運用と仮運用があります。 

対象ライブラリで以下のことを行う場合は、ライブラリを本運用に切り替える必要があります。 

11 個以上のレコードデータを登録するとき  

11 レコード以上が登録された DBM ファイル／CSV ファイルを読み込むとき  

レコードコピー実行時に、コピー先ライブラリのレコード数が 11 レコード以上になるとき  

ライブラリへのメール読み込み時に、読み込み後のレコード数が 11 レコード以上になるとき  

仮運用中のライブラリでは［本運用へ］のリンク、本運用中のライブラリでは［仮運用へ］のリンクが表示されます。  

レコード数が 11 以上の本運用ライブラリは、仮運用に戻すことはできません。  

 

仮運用／本運用とは

詳細については、「仮運用と本運用について」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ライブラリ運用管理／ライセンスの設定 > ライセンスキーの設定 

ご購入いただいたライセンスキーを設定する方法について説明します。 

お客様情報の登録は、「インターネット (WWW)」で行う方法と「E-mail または FAX」で行う方法があります。  

インターネット (WWW) が利用できる場合は、前者での登録を推奨します。 

「インターネット (WWW)」で行う   

「E-mail または FAX」で行う   

「インターネット (WWW)」で行う 

インターネット (WWW) が利用できる場合は、この方法を推奨します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ライブラリ運用管理／ライセンス］を選択する 

→ 「ライブラリ運用管理／ライセンス」画面が表示されます。  

2.  ［ライセンスキーの設定］をクリックする  

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 1/5」画面が表示されます。  

3. 「お客様情報の登録を『インターネット (WWW)』で行う」をクリックする  

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 2/5」画面が表示されます。  

4. 購入方法を選択する  

会社など団体でのご購入の場合は、  をクリックします。 

個人でのご購入の場合は、  をクリックします。 

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 3/5」画面が表示されます。  

5. ライセンスキーを入力し、  をクリックする  

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 4/5」画面が表示されます。  

6. お客様番号を入力する  

お客様番号は、6 桁の半角数字で、既にサイボウズにユーザー登録している場合に発行されます (ライセンスキー証明書に記

載されています)。  

お客様番号が発行されている場合は、「もっている」ラジオボタンを選択し、番号を入力します。 

お客様番号が発行されていない場合は、「もっていない」ラジオボタンを選択します。 

ライセンスキーの設定 

ライセンスキーの設定時には、ユーザー登録も同時に行ってください。 

ユーザー登録時に入力していただくお客様情報は、迅速かつ的確な電子メールサポートを行うため、また、バージョンアップの際

などに必要です。  

ご登録いただいたお客様情報は、お客様の許可無く第三者に公開することは一切ありません。趣旨をご理解の上、登録にご協

力くださいますようお願い致します。 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

ライセンスキーについては、「ライセンスキーについて」を参照してください。 
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7. お客様情報を入力する  

以下のお客様情報を入力します。 

8.  をクリックする  

9. お客様情報を確認し、  をクリックする  

→ サイボウズにデータが送られ、ユーザー登録が完了します。  

「E-mail または FAX」で行う 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ライブラリ運用管理／ライセンス］を選択する  

→ 「ライブラリ運用管理／ライセンス」画面が表示されます。  

2.  ［ライセンスキーの設定］をクリックする  

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 1/5」画面が表示されます。  

3. 「お客様情報の登録を『E-mail または FAX』で行う」をクリックする  

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 2/5」画面が表示されます。  

4. 購入方法を選択する  

会社など団体でのご購入の場合は、  をクリックします。 

個人でのご購入の場合は、  をクリックします。 

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 3/5」画面が表示されます。  

5. ライセンスキーを入力し、  をクリックする  

→ 「ライセンスキーの登録 - Step 4/5」画面が表示されます。  

6. お客様番号を入力する  

お客様番号は、6 桁の半角数字で、既にサイボウズにユーザー登録している場合に発行されます。 (ライセンスキー証明書に記

載されています)  

お客様番号が発行されている場合は、「もっている」ラジオボタンを選択し、番号を入力してます。 

お客様番号が発行されていない場合は、「もっていない」ラジオボタンを選択します。 

貴社名 

(個人の場合は「お名前」)
必須項目です。必ず入力してください。

部署名 

(会社／団体の場合のみ)
部署内でご利用の場合、入力してください。

郵便番号 必須項目です。必ず入力してください。

ご住所 必須項目です。必ず入力してください。

電話番号 必須項目です。必ず入力してください。

FAX 番号 必要に応じて、FAX 番号を入力します。

購入ご担当名 (会社／団体の場合のみ) 必須項目です。必ず入力してください。

E-mail 必要に応じて、E-mail を入力します。

プロダクト ID 自動的に付与される ID です。

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

ライセンスキーについては、「ライセンスキーについて」を参照してください。 
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7. お客様情報を入力する  

以下のお客様情報を入力します。 

8.  をクリックする  

9. お客様情報を確認する  

設定内容に問題がない場合は、 dz_reg@cybozu.co.jp 宛てに E-mail を送信するか、または画面を印刷して 03-5805-9116 に 

FAX します。 

→ サイボウズに FAX が送られ、ユーザー登録が完了します。  

ライセンスキーは、ライセンスキー証明書に記載されている、数字と大文字英数字 (どちらも半角) からなる 25 桁の文

字列です。  

一度設定したライセンスキーの再入力および解除はできません。  

現在ご利用の本運用ライブラリ数を許容するライセンスキーのみ入力できます。  

年間ライセンスの入力は、有効期限が終了する 60 日前から可能になります。更新時期までは、プラン変更ライセンス

のみ入力できます。  

既に年間ライセンスでご利用の場合のみ、継続年間ライセンスキーを入力できます。  

貴社名 

(個人の場合は「お名前」)
必須項目です。必ず入力してください。

部署名 

(会社／団体の場合のみ)
部署内でご利用の場合、入力してください。

郵便番号 必須項目です。必ず入力してください。

ご住所 必須項目です。必ず入力してください。

電話番号 必須項目です。必ず入力してください。

FAX 番号 必要に応じて、FAX 番号を入力します。

購入ご担当名 (会社／団体の場合のみ) 必須項目です。必ず入力してください。

E-mail 必要に応じて、E-mail を入力します。

プロダクト ID 自動的に付与される ID です。

ライセンスキーについて
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ライブラリ運用管理／ライセンスの設定 > ライセンスキーの登録状況 

「サイボウズ デヂエ」のライセンスキーの登録状況を確認できます。 

確認できる項目は以下のとおりです。 

ライセンスプラン、ライセンス期限  

ご利用開始日時  

ライセンス登録日時  

購入しているライセンスプラン  

度数の増減 (度数ライセンスの場合)  

残り度数 (度数ライセンスの場合)  

シリアル番号  

備考 (年間ライセンスの有効期限)  

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ライブラリ運用管理／ライセンス］を選択する  

→ 「ライブラリ運用管理／ライセンス」画面が表示されます。  

2.  ［ライセンスキーの登録状況］をクリックする  

→ 「ライセンスキーの登録状況」画面が表示されます。 

  

「ライセンスキーの登録状況」画面には、以下の内容が表示されます。 

画面上部 

年間ライセンスの場合 : 現在のライセンスプランと有効期限  

度数ライセンスの場合 : 現在の度数残高  

【これまでの購入履歴・引き落とし履歴】 

ご利用開始日  

ライセンスキー登録履歴  

購入プラン  

度数の増減 (度数ライセンスの場合)  

残り度数 (度数ライセンスの場合)  

今後の引き落とし予定 (度数ライセンスでのみ画面中段に表示) 

以下のどちらかが表示されます。 

「次回引き落とし予定度数 (ならびに本運用ライブラリの 大個数) と引き落とし予定時期」  

「次々回引き落とし予定度数 (ならびに現時点での本運用ライブラリの 大個数) と引き落とし予定時期」 

※引き落とし予定時期には、毎月 1 回以上アクセスされることを前提にした引き落とし予定月が表示されます。  

ライセンスキーの登録状況 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ライセンスの期限が近づくと、以下のタイミングで画面上に警告が表示されます。 

警告が表示されたら、できるだけ早くライセンスを購入してください。 

なお、試用中の場合は、有効期限の 30 日前から全利用ユーザーに警告が表示されます。 

ライセンス登録に関する警告の表示

有効期限までの日数 表示されるユーザー

60 日前 ～ 30 日前 システム管理者

30 日前 ～ 期限当日 システム管理者

有効期限後 全利用ユーザー

詳細については、「価格表」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ライブラリ運用管理／ライセンスの設定 > 登録情報の確認 

「サイボウズ デヂエ」のバージョン情報、お客様番号、プロダクト ID が表示されます。 

確認できる項目は以下のとおりです。 

バージョン情報 

ご利用中の「サイボウズ デヂエ」のバージョン情報 (Version 6.0 など) です。  

お客様番号 

ライセンスキーの設定時に入力した 6 桁のお客様番号です。  

プロダクト ID 

お客様の「サイボウズ デヂエ」固有の ID (自動的に付与される番号) です。  

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ライブラリ運用管理／ライセンス］を選択する  

→ 「ライブラリ運用管理／ライセンス」画面が表示されます。  

2.  ［製品バージョン情報／お客様番号／プロダクト ID］をクリックする 

→ 「製品バージョン情報／お客様番号／プロダクト ID」画面が表示されます。  

登録情報の確認 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ユーザー管理 
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ユーザ管理 > ユーザー情報連携の設定

ユーザー情報連携の設定　

「サイボウズ Office シリーズ」 (「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ AG」／「サイボウズ Office 4」)

のユーザー情報と「サイボウズ デヂエ」を連携させることで、効率よくユーザー管理を行えます。

「サイボウズ Office シリーズ」の利用ユーザーと、「サイボウズ デヂエ」の利用ユーザーが同じ場合は、ぜひ連携機能を活用

してください。

連携設定前の注意

ユーザー情報を連携する

サイボウズ共通認証の設定を行う

連携設定後の注意

「サイボウズ Office シリーズ」と「サイボウズ デヂエ」を別サーバーで運用している場合は、連携できません。ユーザー情報を連携して利

用するには、同じサーバーにインストールしてください。

連携設定前の注意

「サイボウズ Office シリーズ」とのユーザー情報連携の設定を変更すると、使用するユーザー情報のディレクトリが切り替わり

ます。その結果、特定のユーザー／グループに対して設定されていた「アクセス権」「メール通知」などの設定が無効になり、

設定しなおす必要があります。なお、「メール通知」は、通知条件のみ設定が残ります。

なお、アクセス権については、連携の設定を変更する場合に、各ライブラリのアクセス権の設定状況を CSV ファイルに書き出

すことができます。あらためてアクセス権を設定する場合に便利です。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」へのバージョンアップを行う場合は、「連携設定後の注意」を参照してください。

以下の設定を変更すると、アクセス権・メール通知などの設定が無効になります。

「ユーザー情報を連携しない」「サイボウズ(R) Office4 とユーザー情報を連携する」「サイボウズ(R) AG／Office6 とユー

ザー情報を連携する」のラジオボタンの設定を切り替えたとき

連携時に指定する「サイボウズ(R) Office シリーズがインストールされているディレクトリ」の設定を変更したとき

無効になる設定内容

ライブラリに対するアクセス権

フィールドに対するアクセス権

絞り込みに対するアクセス権

ライブラリのレコードコメントに対するアクセス権

レコード一覧ビューに対するアクセス権

フィールドレイアウトに対するアクセス権

フォルダに対するアクセス権

高度な機能に対するアクセス権

フィールドタイプ「メニュー（ユーザー）」のプルダウンの値

メール通知の設定 (通知条件のみ残ります)

メール読み込み設定の受信許可リストのメールアドレス 

(ユーザーリストから追加したアドレスのみ削除されます)

RSS 通知の表示ユーザーの設定

ライブラリおよびフォルダ運用権

デフォルトビューの設定

My リンクの設定

サポート登録者の設定

システム管理者およびライブラリ管理者を、特定のユーザー／グループのみ ([全員] [全登録ユーザー] [ログイン前ユーザー] 以外)

に設定していた場合、[全員] にリセットされます。システム管理者およびライブラリ管理者を設定しなおしてください。

ドライブ移行などにより、連携先の「サイボウズ Office シリーズ」のインストール先を変更した場合は、「サイボウズ デヂエ」側の設定を

13



あらためて行う必要があります。自動で参照ディレクトリが変更される仕様にはなっていません。

また、この場合も連携の設定を変更することになるため、アクセス権・メール通知を設定しなおしてください。

ユーザー情報を連携する

「サイボウズ Office シリーズ」のユーザー情報と連携することで、「サイボウズ デヂエ」側でのユーザー情報の設定が不要と

なります。「サイボウズ Office シリーズ」側でユーザー情報を変更すると、「サイボウズ デヂエ」にも反映されます。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」とユーザー情報を連携していると、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ

Office 6」で「連携システムからの通知機能」を使用したときに、「サイボウズ デヂエ」からのメール通知を「連携システムから

の通知」として個別に扱うことができます。

なお、この機能は、「サイボウズ デヂエ 4.0 (0.5)」、「サイボウズ Office 7.0 (0.1)」、「サイボウズ Office 6.1 (0.8)」より対応して

います。

詳細については、「サイボウズ Office 7」の管理者マニュアルの「連携システムからの通知を設定する」を参照してください。

詳細については、「サイボウズ Office 6」のシステム管理マニュアルの「連携システムからの通知」を参照してください。

ユーザー情報連携の設定を変更した場合は、書き出した CSV ファイルを参照して、アクセス権を設定しなおす必要があります。

「サイボウズ Office シリーズ」とユーザー情報の連携を設定した場合、「ユーザーの設定」、「グループの設定」、および「ログイン方法

の設定」は、「サイボウズ Office シリーズ」のシステム設定から行ってください。

「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。

1.

 ［サイボウズ(R) Office シリーズとのユーザー情報連携の設定］をクリックする 

→ 「サイボウズ(R) Office シリーズとのユーザー情報連携の設定 - Step 1/2」画面が表示されます。

2.

目的の連携方法のラジオボタンを選択する 

「サイボウズ Office 4」と連携する場合

「サイボウズ(R) Office 4 とユーザー情報を連携する」を選択します。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ AG」と連携する場合

「サイボウズ(R) AG／Office 6 とユーザー情報を連携する」を選択します。

ユーザー情報の連携を解除する場合

「ユーザー情報を連携しない」を選択します。

3.

「サイボウズ(R) Office シリーズがインストールされているディレクトリ」欄にディレクトリを入力する 4.

 をクリックする 

→ 「サイボウズ(R) Office シリーズとのユーザー情報連携の設定 - Step 2/2」画面が表示されます。

5.

 をクリックする 

→ 変更前のアクセス権の設定が CSV ファイルに保存されます。

6.

「サイボウズ(R) Office シリーズとのユーザー情報連携の設定 - Step 2/2」画面に戻り、  をクリックする 

→ 「ユーザー管理」画面に戻ります。

7.

サイボウズ共通認証の設定を行う

「サイボウズ デヂエ」と他のサイボウズ製品 (「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」) との

シングルサインオンが可能になります。

共通認証の詳細については、「サイボウズ共通認証の設定」を参照してください。
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連携設定後の注意

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」へバージョンアップされる場合、ご利用のバージョンによって、ユーザー情報

連携の設定を変更していただく必要があります。

「サイボウズ AG」⇒「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」のバージョンアップ

「サイボウズ AG」の利用ユーザーで、「サイボウズ デヂエ」でユーザー情報の連携について設定している場合は、連携の

設定が引き継がれるため、設定を変更する必要ありません。

「サイボウズ Office 4」⇒「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」のバージョンアップ

「サイボウズ Office 4」の利用ユーザーで、「サイボウズ デヂエ」でユーザー情報の連携について設定している場合は、

ユーザー情報は引き継がれません。「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」とユーザー情報を連携させるには、

「サイボウズ デヂエ」でユーザー情報の連携を設定しなおす必要があります。

連携の設定を変更すると、「サイボウズ デヂエ」のアクセス権やメール通知などの設定が解除されます。設定を変更する前に、設定内容

を CSV ファイルに書き出すことを推奨します。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ユーザ管理 > ユーザーの設定 

「サイボウズ デヂエ」を利用するユーザーを登録します。 

ユーザー登録を行うと、登録ユーザーごとにアクセス権やデフォルトビューを設定する、といった運用も実現できます。 

登録ユーザーの情報は、CSV ファイルからの一括登録、および CSV ファイルへの書き出しが可能です。 

ユーザー自身によるログインパスワードの変更を許可するかどうかを、一括で設定できます。初期設定では、パスワード変更を

許可する設定になっています。 

利用ユーザーとして登録されたユーザーは、ログインして「サイボウズ デヂエ」を利用できます。 

また、「サイボウズ デヂエ」にログインすると、個人設定を行えます。  

ユーザー登録されていないユーザーでも、アクセス権が設定されていないライブラリの閲覧は可能です。  

ユーザーを追加する   

ユーザー情報を変更する   

ユーザーの表示順を変更する   

ユーザーを削除する   

ユーザー情報の CSV ファイルによる読み込み／書き出し   

ユーザーのパスワード変更許可を設定する   

ユーザーを追加する 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する 

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「ユーザーの追加」画面が表示されます。  

4. 必要項目を入力する  

「パスワード」以外の項目は、すべて 100 文字まで設定可能です。「パスワード」は半角英数字で 64 文字まで設定可能です。 

ユーザーの設定 

「ユーザー情報の CSV ファイルによる読み込み／書き出し」を参照してください。 

「ユーザーのパスワード変更許可を設定する」を参照してください。 

システム管理者／ライブラリ管理者／サポート登録者として登録するユーザーは、事前にユーザー登録されている必要があり

ます。  

グループ単位でユーザー管理を行う場合は、事前にグループを設定しておく必要があります。  

「サイボウズ Office シリーズ」のユーザー情報と連携している場合は、「サイボウズ デヂエ」でユーザー登録およびユーザー

に関する設定を行うことはできません。登録・設定は、連携先で行ってください。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

名前
ユーザー名を入力します。 
必須入力項目です。必ず入力してください。すでに登録されている
ユーザー名を指定した場合は、別ユーザーとして認識されます。 

「ログイン方法の設定」画面で、「ログイン名を入力する」を選択し
た場合に必要になります。 
プルダウンメニューから選択するのではなく、キーボードからログ
イン名を直接入力してログインする方法です。  
インターネットなどでライブラリを公開する場合は、ログイン名を設
定することを推奨します。 
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5.  をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面に戻ります。 

新規に登録されたユーザーは、ユーザー一覧リストの末尾に追加されます。 

ユーザー情報を変更する 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

 

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3. 目的のユーザーを選択して、  をクリックする  

→ 「ユーザーの登録内容の変更」画面が表示されます。  

4. 項目を変更する  

5.  をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面に戻ります。  

ログイン名

重複したログイン名の登録はできません。 
サイボウズ共通認証を利用する場合は、共通認証先の製品と同
一のログイン名を設定する必要があります。 

サイボウズ共通認証の設定の詳細については、「サイボウ

ズ共通認証の設定」を参照してください。 

E-mail

E-mail を設定すると、「ユーザーの設定」画面で、ユーザー名の後
ろに E-mail が表示されます。また、「メール通知の設定」画面で、
通知リストから容易に選択できます。  
必須項目ではありませんが、サポート登録者として設定するユー
ザーは、必ず E-mail を設定してください。 

パスワード 
パスワード (確認用)

ログイン時の認証パスワードを設定し、確認のために「パスワー
ド」(確認用) に同じパスワードを入力します。 
パスワードは、半角英数字で 64 文字まで設定できます。 

グループ

所属グループを設定します。グループは、複数選択できます。 
グループによってライブラリデータの表示レイアウトを変えたり、使
える機能を制限する場合に、グループ単位でのアクセス権を設定
します。  
右側の「所属しないグループ」リストに登録されているグループが
表示されます。リストから目的のグループ名を選択して反転表示さ

せ、  をクリックします。「所属するグループ」リストに追
加されます。 

ユーザーの表示順を変更する場合は、「 ユーザーの表示順を変更する 」を参照してください。 

ユーザー情報の変更は、システム管理者のみ行えます。 

ただし、ユーザー自身によるパスワード変更が許可されている場合は、各ユーザーの個人設定でパスワードを変更できます。 

登録ユーザー数は、「ユーザーの設定」画面の上部で確認できます。  

ユーザー自身によるパスワード変更許可の設定については、「 ユーザーのパスワード変更許可を設定する 」を

参照してください。 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

項目の詳細については、「ユーザーを追加する」の手順 4. を参照してください。 
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ユーザーの表示順を変更する 

ユーザー選択のプルダウンメニューでの表示順を変更します。 

表示順の設定は、グループごとに変更できます。 

初期設定では、登録順に表示されます。 

ユーザー選択のプルダウンメニューは、ログイン時やアクセス権を設定するときなどに表示されます。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する 

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3. 「グループ」プルダウンメニューから、目的のグループを選択する 

→ グループに所属するユーザーが一覧表示されます。  

4. リストから目的のユーザーを選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択したユーザー名が上下に 1 つずつ移動します。 

※   をクリックすると、一番上／一番下に移動できます。  

ユーザーを削除する 

「サイボウズ デヂエ」に登録されているユーザーを削除します。 

ユーザーごとに削除する方法と、ユーザーを一括削除する方法があります。 

ユーザーごとに削除する 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する 

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3. 目的のユーザーを選択して、  をクリックする  

→ 「ユーザーの削除」画面が表示されます。  

4.  をクリックする 

→ ユーザーが削除され、「ユーザーの設定」画面に戻ります。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

ユーザーを削除すると、ライブラリに登録された「メニュー (ユーザー)」フィールドでユーザー名を選択できなくなります。また、

レコード追加時に「メニュー (ユーザー)」フィールドの登録が必須である場合、レコードを登録するができなくなる場合がありま

す。 

その場合は、ライブラリ管理者がフィールドの詳細を編集しなおす必要があります。 

ただし、既存レコードにデータとして登録されているユーザー名は削除されません。  

ユーザーを削除すると、そのユーザーの持つアクセス権、メール通知の設定、メール読み込みの受信許可リストも削除されま

す。  

システム管理者に設定されていたユーザーを削除すると、他にシステム管理者がいない場合は、全ユーザーにシステム管理

者の権限が与えられます。また、ライブラリ管理者についても同様の設定となります。 

再度システム管理者またはライブラリ管理者を設定することを推奨します。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ユーザーを一括削除する 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

< → 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3. 画面下部の［・ユーザーの一括削除］をクリックする  

→ 「ユーザーの一括削除」画面が表示されます。  

4.  をクリックする  

→ 確認画面が表示されます。  

5. 全ユーザーを削除する場合は、  をクリックする  

→ 全ユーザーが削除され、「ユーザーの設定」画面に戻ります。  

ユーザー情報の CSV ファイルによる読み込み／書き出し 

CSV ファイルによるユーザー情報の読み込み／書き出しを行います。 

ユーザー情報とグループ情報を同時に読み込むこともできます。 

ユーザー情報を CSV ファイルから読み込む 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

全ユーザーを削除すると、全ユーザーにシステム管理者とライブラリ管理者の権限が与えられます。システム管理者とライブラ

リ管理者を設定しなおしてください。  

全ユーザーを削除すると、アクセス権の設定、メール通知の設定、メール読み込みの受信許可リストが初期状態に戻ります。

ユーザーを復旧するには、バックアップファイルを戻すか、再度登録する必要があります。 

ただし、同じユーザー情報で再登録しても、内部的に割り振られているユーザー ID は変更されるため、元の状態に戻すことは

できません。十分注意してください。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

読み込む CSV ファイルのユーザー ID が、既存ユーザーの ID と同じ場合、読み込む CSV ファイルのユーザー情報が上書き

されます。新規にユーザーを追加する場合は、ユーザー ID を空にしてください。 

また、読み込む CSV ファイルのパスワードの値が「*」の場合は、既存のパスワードがそのまま採用されます。 

ユーザー ID は、各ユーザーの「個人設定」画面で確認するか、CSV ファイルに書き出すことで確認できます。  

読み込む CSV ファイルのユーザー ID が、既存ユーザーの ID と異なる場合、またはユーザー ID が空の場合は、新規にユー

ザーとして追加されます。パスワードの値が「*」または空欄の場合は、パスワードは読み込まれません。  

新規にユーザーを追加する場合は、CSV ファイルのパスワードの値が「*」または空欄の場合は、パスワードは読み込まれま

せん。  

CSV ファイルのログイン名に、既存ユーザーのログイン名と同じものが含まれている場合、その CSV ファイルは読み込まれま

せん。  

ユーザー情報の CSV ファイルの所属グループ欄に、新しいグループ名が設定されている場合は、新規グループとしてグルー

プ情報に追加されます。  

「サイボウズ デヂエ」と「サイボウズ Office シリーズ」では、CSV ファイルの項目の並びが異なるため、「サイボウズ Office シ

リーズ」から書き出したユーザー情報／グループ情報の CSV ファイルを、そのまま読み込むことはできません。 

「サイボウズ Office シリーズ」から書き出した CSV ファイルを読み込む場合は、項目の並びを「サイボウズ デヂエ」にあわせ

てください。  

「サイボウズ Office シリーズ」から書き出したユーザー／グループ情報の CSV ファイルを読み込んだ場合、ログインパスワー

ドは引き継がれません。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3. 画面下部の［・ユーザーの一括登録 (CSV ファイル)］をクリックする  

→ 「CSV ファイル形式からの一括登録」画面が表示されます。  

4. 読み込む CSV ファイルを指定する  

「ユーザー情報」で  をクリックして、読み込む CSV ファイルを選択します。  

入力欄に読み込む CSV ファイルのファイルパスを直接入力することもできます。  

5. グループ情報も同時に読み込む場合は、「グループ情報」で CSV ファイルを指定する  

6.  をクリックする  

→ CSV ファイルの内容がユーザー情報として読み込まれます。  

ユーザー情報を CSV ファイルへ書き出す 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する 

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3. ［ユーザー一覧の書き出し (CSV ファイル)］をクリックする  

「CSV ファイル形式への書き出し」画面が表示されます。  

4. 書き出すファイル名をクリックする 

ユーザー情報を書き出す場合は、［users.csv］をクリックします。  

グループ情報を書き出す場合は、［groups.csv］をクリックします。  

5. CSV ファイルを保存する  

6. Webブラウザーの [戻る] をクリックする  

→ 変更の保存を確認するメッセージが表示されます。  

7. [いいえ] をクリックする  

→ 「CSV ファイル形式への書き出し」画面に戻ります。  

8. [ユーザーの設定へ] をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面に戻ります。  

ユーザーのパスワード変更許可を設定する 

ユーザー自身によるログインパスワードの変更を許可するかどうかを、一括で設定します。 

初期設定では、パスワード変更を許可する設定になっています。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ユーザーの設定］をクリックする  

→ 「ユーザーの設定」画面が表示されます。  

3.  または  をクリックする  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ユーザ管理 > グループの設定 

グループを作成すると、効率よくユーザーの管理を行えます。  

様々な設定をグループごとに行うことも可能です。また、グループ情報は、CSV ファイルから読み込んでの登録または CSV ファイル

に書き出しできます。 

グループを追加する   

グループを変更する   

グループの表示順を変更する   

グループを削除する   

グループを追加する 

グループを新しく追加します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［グループの設定］をクリックする  

→ 「グループの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「グループの追加」画面が表示されます。  

4. 追加するグループの名前を入力する 

必須項目です。必ず入力してください。 大 100 文字まで入力可能です。  

※既存グループと同じグループ名を付けると、別グループとして認識されます。  

5.  をクリックする  

「グループの設定」画面に戻ります。  

新規に登録されたグループは「グループ一覧リスト」の末尾に追加されます。 

グループを変更する 

既存グループ名を変更します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［グループの設定］をクリックする  

「グループの設定」画面が表示されます。  

3. 目的のグループ名を選択して、  をクリックする  

→ 「グループ名の変更」画面が表示されます。  

グループの設定 

「サイボウズ Office シリーズ」のユーザー情報と連携している場合は、「サイボウズ デヂエ」での登録および設定を行うことはで

きません。設定は連携先で行ってください。 

ユーザー情報の連携の詳細については、「ユーザー情報連携の設定」を参照してください。 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

グループの表示順を変更する場合は、「グループの表示順を変更する」を参照してください。 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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4. グループ名を変更する 

必須項目です。必ず入力してください。 大 100 文字まで入力可能です。 

※既存グループと同じグループ名を付けると、別グループとして認識されます。  

5.  をクリックする  

→ 「グループの設定」画面に戻ります。  

グループの表示順を変更する 

グループの表示順を変更します。 

ここで設定された順番は、グループをプルダウンメニューから選択するとき (例えば、ログイン時のユーザー選択やアクセス権の設定

時) などに反映されます。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［グループの設定］をクリックする  

→ 「グループの設定」画面が表示されます。  

3. リストから目的のユーザーを選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択したグループ名が上下に 1 つずつ移動します。 

※   をクリックすると、一番上／一番下に移動できます。  

グループを削除する 

「サイボウズ デヂエ」に登録されているグループを削除します。 

グループごとに削除する方法と、グループを一括削除する方法があります。 

グループを削除しても、そのグループに所属していたユーザー自体は削除されません。ただし、各ユーザーの情報から、そのグループ

の情報が削除されます。 

グループごとに削除する 

グループごとに削除します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［グループの設定］をクリックする  

→ 「グループの設定」画面が表示されます。  

3. 目的のグループを選択して、  をクリックする  

→ 「グループの削除」画面が表示されます。  

4.  をクリックする  

→ グループが削除され、「グループの設定」画面に戻ります。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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グループを一括削除する 

登録されているグループを、一括で削除します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［グループの設定］をクリックする  

→ 「グループの設定」画面が表示されます。  

3. ［グループの一括削除］をクリックする  

→ 「グループの一括削除」画面が表示されます。  

4.  をクリックする  

→ 確認画面が表示されます。  

5. 全グループを削除する場合は、   

→ 全グループが削除され、「グループの設定」画面に戻ります。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ユーザ管理 > ログイン方法の設定 

「サイボウズ デヂエ」にログインするには、以下の方法があります。 

運用内容にあったログイン方法を選択します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する  

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。  

2.  ［ログイン方法の設定］をクリックする  

→ 「ログイン方法の設定」画面が表示されます。  

3. 目的のログイン方法をラジオボタンで選択する  

4.  をクリックする  

→ 「ユーザー管理」画面に戻ります。  

ログイン方法の設定 

ユーザー名で選ぶ (小規模向け)  

 

少人数で利用される場合に適しています。プルダウンメニュ

ーから、ユーザー登録されているユーザー名を選択し、ログ

インします。

グループ名とユーザー名で選ぶ (大規模向け)  

 

登録ユーザ数が 100 を越えるような大規模な組織の場合に

適しています。メニューに表示されるユーザーが絞られるた

め、ユーザーが容易に選択できます。

ログイン名を入力する (インターネット向け)  

 

インターネット上での使用を想定されている場合に適してい

ます。プルダウンメニューからではなく、キーボードからログ

イン名を入力してログインします。

一度ログインすると、ログインしたユーザー名がシステムに記憶されます。次回ログイン時は、パスワードを入力するだけでロ

グインできます。  

ログイン方法を「ログイン名を入力する」に設定した場合は、ログイン名が設定されていないユーザーはログインできなくなりま

す。必ず、ユーザーのログイン名を設定してから、ログイン方法を変更してください。  

ユーザー情報を「サイボウズ Office シリーズ」と連携している場合、「サイボウズ Office シリーズ」のログイン方法が継承され

ます。この場合は、「サイボウズ Office シリーズ」の [システム設定] からログイン方法の設定を行ってください。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > ユーザ管理 > サイボウズ共通認証の設定

サイボウズ共通認証の設定　

サイボウズ共通認証を有効にすると、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」にログインし

たユーザーは、「サイボウズ デヂエ」でのログインを省略できます。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」を「サイボウズ デヂエ」と併せて利用している場合

は、ぜひ活用してください。

共通認証前の注意

共通認証について設定する

サイボウズ共通認証の詳細については「サイボウズ共通認証の詳細」を参照してください。

共通認証前の注意

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」との共通認証が可能となる条件

以下の条件を満たしている場合は、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」との共通認証

が可能となります。

各製品のバージョンが以下の場合

「サイボウズ デヂエ 5.0(0.1)」以上

「サイボウズ Office 7.0(0.1)」以上

「サイボウズ Office 6.1(1.0)」以上

「サイボウズ ガルーン 2.0.0」以上

「サイボウズ ガルーン 1.5(2.1)」以上

「サイボウズ デヂエ」と「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」で、サイボウズ共通認

証の設定が有効になっている場合

「サイボウズ デヂエ」と「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」で、サイボウズ共通認

証用パスワードが一致している場合

「サイボウズ デヂエ」と「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」とのユーザー設定で、

「ログイン名」が一致している場合

認証するユーザーは、各製品のログイン名を利用して識別しています。

共通認証を利用する製品間では、ユーザーのログイン名を同一のものに設定してください。

共通認証を利用する製品間で各ユーザーのログイン名が同一でない場合、共通認証ができない、または異なるユー

ザーに対して認証が行われてしまう、などの可能性があります。

設定前に、認証対象の製品のシステム管理者と十分な確認を行ってください。

なお、ログイン名を設定していないユーザーは、共通認証を利用できません。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」側で設定されている Cookie 発行範囲ドメイン

／パスに、「サイボウズ デヂエ」をインストールしたサーバーが設置されている場合

「サイボウズ デヂエ」のサーバーと「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」のサー

バーが、FQDN (完全修飾ドメイン名) で名前解決できる環境である場合

「サイボウズ デヂエ 5.0」以降と、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」を同一サー

バーにインストールしている場合は、サーバーが FQDN で名前解決できる環境でなくても「サイボウズ共通認証」を利

用できます。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」側で必要な設定

サイボウズ共通認証を利用するには、「サイボウズ デヂエ」での設定の他にも、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office

6」／「サイボウズ ガルーン」での設定が必要です。
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設定方法については、「サイボウズ共通認証の詳細」を参照してください。

同一サーバーにインストールしている場合の設定方法については、「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)」を参照してくださ

い。

共通認証使用時の注意

共通認証を利用している製品でログインしている間は、「サイボウズ デヂエ」をログアウトできません。「サイボウズ デヂエ」を

ログアウトする場合は、共通認証を利用している製品を先にログアウトしてください。または、開いているすべての Webブラウ

ザーを閉じてください。

サイボウズ共通認証を利用している場合のログアウト方法の詳細については、「サイボウズ共通認証を利用している場合のログアウト方

法」を参照してください。

共通認証について設定する

「サイボウズ共通認証」を利用するには、「サイボウズ デヂエ」での設定の他にも、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ

Office 6」／「サイボウズ ガルーン」側での設定が必要です。

設定方法については、「サイボウズ共通認証の詳細」を参照してください。

「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［ユーザー管理］を選択する 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。

1.

 ［サイボウズ共通認証］をクリックする 

→ 「サイボウズ共通認証の設定」画面が表示されます。

2.

「サイボウズ共通認証を有効にする」にチェックを入れる3.

半角英数字で共通認証パスワードを入力する 

パスワード入力欄に表示される「********」を削除して、新しいパスワードを入力します。共通認証先の製品の共通認証

パスワードと同じものを入力してください。

※共通認証パスワードは、半角英数字 64 文字まで入力可能です。

4.

確認のため、「パスワード」(確認用) に同じパスワードを入力する5.

 をクリックする 

→ 「ユーザー管理」画面に戻ります。

6.
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > サイボウズ共通認証の詳細

サイボウズ共通認証の詳細　

「サイボウズ デヂエ 5.0」より、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガ

ルーン 2」のログイン情報を共有する「サイボウズ共通認証」機能が追加されました。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」にログインしているとき

に「サイボウズ デヂエ」にアクセスすると、ログインせずにログイン状態になるように設定できます。

共通認証の前提条件

共通認証を利用するには、各製品が以下のバージョン条件を満たしている必要があります。

「サイボウズ デヂエ」 : 5.0 (0.1) 以上

「サイボウズ Office 6」 : 6.1 (1.0) 以上

「サイボウズ Office 7」 : 7.0 (0.1) 以上

「サイボウズ ガルーン」 : 1.5 (2.1) または 2.0.0 以上

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」、および「サイボウズ

デヂエ」のアクセス URL に FQDN を利用できる必要があります。

また、各クライアントパソコンから「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ

ガルーン 2」、および「サイボウズ デヂエ」へアクセスする場合、FQDN を使った URL でアクセスする必要があります。

共通認証を利用するユーザーについて、ログイン名を同一にしておく必要があります。

ここでは、以下の URL でアクセスする場合を前提に説明しています。

「サイボウズ デヂエ」へのアクセス URL

http://dezie.domain.co.jp/scripts/cbdb/db.exe?

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」へのアクセス URL

http://cybozu.domain.co.jp/scripts/cbag/ag.exe?

「サイボウズ ガルーン」へのアクセス URL

http://garoon.domain.co.jp/cgi-bin/cbgr/ag.cgi?

「サイボウズ ガルーン 2」へのアクセス URL

http://garoon.domain.co.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi?

共通認証の設定方法のながれ

サイボウズ共通認証を有効にするには、以下の手順で設定します。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」にログインし、以下

の設定を行います。

共通認証の設定を有効にします。

共通認証のパスワードを設定します。

Cookie の発行条件を設定します。

設定方法の詳細については、「1. 「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルー

ン 2」で共通認証を設定する」を参照してください。

1.

「サイボウズ デヂエ」にアクセスし、以下の設定を行います。

共通認証の設定を有効にします。

共通認証のパスワードとして、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボ

ウズ ガルーン 2」で設定したパスワードと同じものを設定します。

設定方法の詳細については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

2.

すべての Webブラウザーを閉じて、共通認証の設定が有効か確認します。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」にログインしま

す。

1.

3.

27



「サイボウズ デヂエ」にアクセスし、ログイン状態であることを確認します。2.

設定方法の詳細については、「3. 共通認証の設定を確認する」を参照してください。

1. 「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設定
する

まず、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設

定します。共通認証の設定方法は、製品ごとに異なります。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ ガルーン」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」の「システム設定メニュー」画面を表示する1.

「詳細設定」タブをクリックする2.

「運用管理」の「サイボウズ共通認証」をクリックする

→ 「サイボウズ共通認証」画面が表示されます。 

3.

「サイボウズ共通認証を有効にする」にチェックを入れる 4.

共通認証パスワードを入力する 

確認のため、再度パスワードを入力します。

※共通認証パスワードは、「サイボウズ共通認証」を利用するために必要なパスワードです。ここで設定したパスワードと同じパスワードを

「サイボウズ デヂエ」にも設定する必要があります。

サイボウズ共通認証の詳細 の同一サーバーの場合の設定については「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)」を

参照してください。

5.

有効時間を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie が有効である時間を設定します。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」にログインしてからここで設定した有効時間の間は、Cookie が有効とな

り、その間に「サイボウズ デヂエ」にアクセスすると、「サイボウズ デヂエ」のログイン操作が不要となります。

有効時間を過ぎてから「サイボウズ デヂエ」へアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログイン

する必要があります。

6.

Cookie 発行範囲を設定する 7.
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「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie を発行する URL を設定します。

発行する条件として、「domain」と「path」の設定が必要になります。

「domain」と「path」の指定については、「Cookie 発行における domain と path の設定について」を参照してください。

「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」をインストールしている場合

は、「domain」の設定は必要ありません。

同一サーバーで運用している場合の「サイボウズ共通認証」の設定については、「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの

場合)」を参照してください。

 をクリックする 

→ 確認画面が表示されます。

8.

 をクリックする 9.

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」での設定が完了したら、「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」の共通認証の設定については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

「サイボウズ ガルーン」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ ガルーン」の「システム設定メニュー」画面を表示する1.

「初期設定」タブをクリックする2.

「シングルサインオンの設定」をクリックする 

→ 「シングルサインオン設定の編集 Step 1/2」画面が表示されます。 

3.

シングルサインオン設定で使用する認証のタイプを選択する 

「シングルサインオン設定で使用する認証のタイプ」は、「サイボウズ ガルーン」で必要な設定にします。

4.

「サイボウズ共通認証を併用する。」にチェックを入れ、  をクリックする 

→ 「シングルサインオン設定の編集 Step 2/2」画面が表示されます。 

5.
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共通認証パスワードを入力する 

確認のため、再度パスワードを入力します。

※共通認証パスワードは、「サイボウズ共通認証」を利用するために必要なパスワードです。ここで設定したパスワードと同じパスワードを

「サイボウズ デヂエ」にも設定する必要があります。

サイボウズ共通認証の詳細 の同一サーバーの場合の設定については「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)」を

参照してください。

6.

有効時間を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie が有効である時間を設定します。

「サイボウズ ガルーン」にログインしてからここで設定した有効時間の間は、Cookie が有効となり、その間に「サイボウズ

デヂエ」にアクセスすると、「サイボウズ デヂエ」のログイン操作が不要となります。

有効時間を過ぎてから「サイボウズ デヂエ」へアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログイン

する必要があります。

7.

Cookie 発行範囲を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie を発行する URL を設定します。

発行する条件として、「domain」と「path」の設定が必要になります。

「domain」と「path」の指定については、「Cookie 発行における domain と path の設定について」を参照してください。

「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ ガルーン」をインストールしている場合は、「domain」の設定は必

要ありません。

同一サーバーで運用している場合の「サイボウズ共通認証」の設定については、「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの

場合)」を参照してください。

8.

 をクリックする 9.

「サイボウズ ガルーン」での設定が完了したら、「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」の共通認証の設定については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設定する場合

サイボウズ共通認証形式のセッション認証の設定、およびシングルサインオンの設定を行います。

「サイボウズ ガルーン 2」の「システム設定」画面を表示する1.

「基本システムの管理」タブをクリックする 2.
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→ 「システム設定 (基本システム)」画面が表示されます。

［認証］－［セッション認証］をクリックする 

→ 「セッション認証」画面が表示されます。

※ 初期設定では、標準認証が設定されています。

3.

［セッション認証を追加する］をクリックする 

→ 「セッション認証の追加 - Step 1/2」画面が表示されます。

4.

「セッション認証形式」で「サイボウズ共通認証」を選択し、  をクリックする 

→ 「セッション認証の追加 - Step 2/2」画面が表示されます。

サイボウズ共通認証の詳細 の同一サーバーの場合の設定については「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)」を

参照してください。

5.

表示名、共通認証パスワードを入力する 

確認のため、再度パスワードを入力します。

※ 共通認証パスワードは、「サイボウズ共通認証」を利用するために必要なパスワードです。ここで設定したパスワードと同じパスワードを

「サイボウズ デヂエ」にも設定する必要があります。

6.

有効時間を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie が有効である時間を設定します。

「サイボウズ ガルーン 2」にログインしてからここで設定した有効時間の間は、Cookie が有効となり、その間に「サイボウ

ズ デヂエ」にアクセスすると、「サイボウズ デヂエ」のログイン操作が不要となります。

有効時間を過ぎてから「サイボウズ デヂエ」へアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログイン

する必要があります。

7.

Cookie 発行ドメインとCookie 発行パスを入力する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie を発行する URL を設定します。

Cookie 発行の「domain」および「path」を入力します。

8.
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「domain」と「path」の指定については、「 Cookie 発行における domain と path の設定について 」を参照してください。

「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ ガルーン 2」をインストールしている場合は、「domain」の設定は

必要ありません。

同一サーバーで運用している場合の「サイボウズ共通認証」の設定については、「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの

場合)」を参照してください。

 をクリックする 

→ 「セッション認証」画面に戻ります。追加したセッション認証が一覧に表示されます。

9.

追加したセッション認証を使用する設定にするため、  をクリックする 

→ 追加したセッション認証が使用できるようになります。

10.

「サイボウズ ガルーン 2」での設定が完了したら、「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」の共通認証の設定については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」での設定が完了したら、

「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」にアクセスする1.

「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、[ユーザー管理] を選択する

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

2.

［サイボウズ共通認証］をクリックする 

→ 「サイボウズ共通認証の設定」画面が表示されます。

3.

「サイボウズ共通認証の設定」画面で、以下の設定を行う

「サイボウズ共通認証を有効にする」にチェックを入れます。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」で設定した

サイボウズ共通認証パスワードを入力します。

4.

 をクリックする 5.
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→ 「ユーザー管理」画面に戻ります。

3. 共通認証の設定を確認する

実際にアクセスして、サイボウズ共通認証の設定が有効になっているか確認します。

すべての Webブラウザーを閉じる1.

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」にログインする2.

「サイボウズ デヂエ」にアクセスする 3.

「サイボウズ デヂエ」がログイン状態であることを確認する 4.

「サイボウズ デヂエ」がログイン状態にならない場合

以下の原因が考えられます。

ユーザーのログイン名が同一でない

共通認証を利用するには、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガ

ルーン 2」へのログイン名と、「サイボウズ デヂエ」へのログイン名が一致している必要があります。各ユーザーの設定を

確認してください。

ユーザーの設定方法については、「ユーザーの設定」を参照してください。

「サイボウズ デヂエ」で、共通認証を行う「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」に対して「ユーザー情報の連携」

を有効にしている場合は、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」に登録されているユーザーのログイン名を設

定するだけで、「サイボウズ デヂエ」にも同じログイン名を持つユーザーが存在することになります。

ログイン名については、「ログイン名とは」を参照してください。

「サイボウズ共通認証」の設定内容に誤りがある

以下について確認してください。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」の「サイボウ

ズ共通認証の設定」で、Cookie の発行範囲が正しく設定されているか

両方の設定で、「サイボウズ共通認証を有効にする」のチェックが外れていないか

両方の設定で、同じ「共通認証パスワード」を設定しているか

FQDN を含む URL でアクセスしている

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」、および「サイボウ

ズ デヂエ」のアクセス URL に、マシン名や IP アドレスが指定されている場合は、共通認証は有効になりません。

○ http://dezie.domain.co.jp/scripts/cbdb/db.exe? FQDN でのアクセス

× http://dezie/scripts/cbdb/db.exe? ホスト名のみでのアクセス

× http://10.0.1.100/scripts/cbdb/db.exe? IP アドレスでのアクセス

FQDN でアクセスできない環境の場合は、DNS への登録などで対応してください。

DNS については、「DNS (ネームサーバー) とは」を参照してください。

FQDN でアクセスできない環境でも、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボ

ウズ ガルーン 2」と同一のサーバーに「サイボウズ デヂエ」をインストールしている場合は、共通認証を利用するように設

定できます。

同一サーバー上での共通認証の設定については、「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)」を参照してください。

FQDN については、「FQDN (完全修飾ドメイン) とは」を参照してください。
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サイボウズ共通認証の詳細 の同一サーバーの場合の設定については「サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)」を参照し

てください。

共通認証に関する用語・知識

ここでは、共通認証の設定において必要となる以下の用語や知識を紹介します。

ログイン名とは

FQDN (完全修飾ドメイン) とは

DNS (ネームサーバー) とは

Cookie 発行における domain と path の設定について

ログイン名とは

ログイン名とは、ユーザーの設定で登録するユーザー情報の一種です。サイボウズ共通認証を利用する場合は、「サイボウ

ズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」と「サイボウズ デヂエ」の間で、同

一のログイン名を登録してください。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」とユーザー情報連携を行っている場合は、「サイボウズ Office 7」／「サイ

ボウズ Office 6」側でのみログイン名を設定してください。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」のユーザー設定は、[システム設定] → [ユーザー] → [ユーザーの設定]

で行います。

重複したログイン名は登録できません。

「サイボウズ デヂエ」におけるユーザー設定は、以下の画面で行います。

「サイボウズ デヂエ」のユーザーの設定については、「ユーザーの設定」を参照してください。

FQDN (完全修飾ドメイン) とは

インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネットワーク上で、あるホストやドメインを指定する場合に、ドメイン名部分の文

字列を省略せずにすべて記述する表記方法のことをいいます。

TCP/IP におけるホスト名やドメイン名の表記方法が「xxxx.cybozu.co.jp」という文字列の場合、「cybozu.co.jp」がドメイン名を表

し、「xxxx」はそのドメイン名の中にあるホスト名 (またはサブドメイン名) を表します。

この場合、「xxxx.cybozu.co.jp」は FQDN になりますが、「cybozu.co.jp」はホスト名が省略されているので FQDN ではありませ

ん。

DNS (ネームサーバー) とは

インターネット上でのコンピュータの名前にあたるドメイン名を、住所にあたる IP アドレスと呼ばれる 4 つの数字の列に変換

するサーバーのことです。 

「DNS サーバー」「ドメインネームサーバー」とも呼ばれます。
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個々のネームサーバーは自分が管理するネットワークに接続されたコンピュータのドメイン名と IP アドレスの対応表を持って

おり、外部からの問い合わせに答えます。

Cookie 発行における domain と path の設定について

「サイボウズ共通認証」を有効にするには、「サイボウズ Offie6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」でも、

「サイボウズ デヂエ」でも、Cookie を発行できるように設定する必要があります。 

そのため、それぞれのアクセス URL における「domain」および「path」の共通部分を設定して、Cookie を発行します。

ここでは、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」と「サイボウズ デヂエ」とで共通認証を行う場合の「domain」と

「path」の設定について説明します。

例) アクセス URL の例

　　　「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」の例: http://cybozu.domain.co.jp /scripts/cbag/ ag.exe?

　　　「サイボウズ デヂエ」の例 : http://dezie.domain.co.jp /scripts/cbdb/db.cgi?

　 　　 ↑ ↑ 　

　 　　 domain 部分 path 部分 　

※「domain」はアクセス URL のサーバーを指定する部分、「path」はアクセス URL のサーバー内のパスを指定する部分のこと

です。

この例では、青太字で表示されている部分が共通部分となります。 

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」の設定画面で、この共通部分を Cookie の発行範囲として設定します。

設定の書式は、「domain=○○;path=××;」となります。

例) 「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／の設定画面での入力例 

　　domain=.domain.co.jp;path=/scripts/；

domain 設定時の注意

「domain」に設定する値には、2 つ以上のピリオドを含んでいる必要があります。また、なるべく発行の範囲を限定するように

設定します。これは、ログイン情報を持つ Cookie の発行をなるべく狭い範囲で行うことで、ログイン情報を容易に取得できな

いようにするためです。

ここでの例で説明すると、以下のようになります。 

domain の設定値 有効／無効

.domain.co.jp ○

.co.jp ○

.jp ×

Webブラウザーに Internet Explorer を利用している場合は、「domain」に「.co.jp」を指定しても、共通認証は利用できません。

COM、NET、ORG、BIZ、INFO などトップレベルドメインの場合は、1 つのピリオドでも有効となります。

path 設定時の注意

「path」に設定する値は、なるべく発行の範囲を限定するように設定します。これは、ログイン情報を持つ Cookie の発行をな

るべく狭い範囲で行うことで、ログイン情報を容易に取得できないようにするためです。

ここでの例で説明すると、以下のようになります。 

path の設定値 有効／無効

/scripts/ ○
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/ ○

「/scripts/」「/」のどちらでも、認証は有効になります。

ただし、「/」のみ設定した場合は、「domain」に設定した値でアクセスすると、必ず Cookie が発行されてしまうため、なるべく

パスが限定されるような設定にしてください。
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)

サイボウズ共通認証の詳細 (同一サーバーの場合)　

「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイ

ボウズ ガルーン 2」をインストールしている場合は、FQDN によるアクセスを行わなくても「サイボウズ共通認証」機能を利用で

きます。

ここでは、「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」

／「サイボウズ ガルーン 2」をインストールしている場合の、サイボウズ共通認証機能の動作と設定方法について説明しま

す。

共通認証の前提条件

共通認証を利用するには、各製品が以下のバージョン条件を満たしている必要があります。

「サイボウズ デヂエ」 : 5.0 (0.1) 以上

「サイボウズ Office 6」 : 6.1 (1.0) 以上

「サイボウズ Office 7」 : 7.0 (0.1) 以上

「サイボウズ ガルーン」 : 1.5 (2.1) または 2.0.0 以上

共通認証を利用するユーザーについて、ログイン名を同一にしておく必要があります。

ここでは、以下の URL でアクセスする場合を前提に説明しています。

「サイボウズ デヂエ」へのアクセス URL

http://dezie.domain.co.jp/scripts/cbdb/db.exe?

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」へのアクセス URL

http://cybozu.domain.co.jp/scripts/cbag/ag.exe?

「サイボウズ ガルーン」へのアクセス URL

http://garoon.domain.co.jp/cgi-bin/cbgr/ag.cgi?

「サイボウズ ガルーン 2」へのアクセス URL

http://garoon.domain.co.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi?

共通認証の設定方法のながれ

サイボウズ共通認証を有効にするには、以下の手順で設定します。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」にログインし、以下

の設定を行います。

共通認証の設定を有効にします。

共通認証のパスワードを設定します。

Cookie の発行条件を設定します。

設定方法の詳細については、「1. 「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルー

ン 2」で共通認証を設定する」を参照してください。

1.

「サイボウズ デヂエ」にアクセスし、以下の設定を行います。

共通認証の設定を有効にします。

共通認証のパスワードとして、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」で設定した

パスワードと同じものを設定します。

設定方法の詳細については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

2.

すべての Webブラウザーを閉じて、共通認証の設定が有効か確認します。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」にログインしま

す。

1.

「サイボウズ デヂエ」にアクセスし、ログイン状態であることを確認します。2.

3.
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設定方法の詳細については、「3. 共通認証の設定を確認する」を参照してください。

1. 「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設定
する

まず、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設

定します。共通認証の設定方法は、製品ごとに異なります。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ ガルーン」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」の「システム設定メニュー」画面を表示する1.

「詳細設定」タブをクリックする2.

「運用管理」の「サイボウズ共通認証」をクリックする

→ 「サイボウズ共通認証」画面が表示されます。 

3.

「サイボウズ共通認証を有効にする」にチェックを入れる 4.

共通認証パスワードを入力する 

確認のため、再度パスワードを入力します。

※共通認証パスワードは、「サイボウズ共通認証」を利用するために必要なパスワードです。ここで設定したパスワードと同じパスワードを

「サイボウズ デヂエ」にも設定する必要があります。

5.

有効時間を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie が有効である時間を設定します。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」にログインしてからここで設定した有効時間の間は、Cookie が有効とな

り、その間に「サイボウズ デヂエ」にアクセスすると、「サイボウズ デヂエ」のログイン操作が不要となります。

有効時間を過ぎてから「サイボウズ デヂエ」へアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログイン

する必要があります。

6.

Cookie 発行範囲を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie を発行する URL を設定します。

発行する条件として、「path」の設定が必要になります。

※「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」をインストールしている場合は、「domain」の設

定は必要ありません。

7.
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「domain」と「path」の指定については、「Cookie 発行における domain と path の設定について」を参照してください。

 をクリックする 

→ 確認画面が表示されます。

8.

 をクリックする 9.

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」での設定が完了したら、「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」の共通認証の設定については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

「サイボウズ ガルーン」で共通認証を設定する場合

「サイボウズ ガルーン」の「システム設定メニュー」画面を表示する1.

「初期設定」タブをクリックする2.

「シングルサインオンの設定」をクリックする 

→ 「シングルサインオン設定の編集 - Step 1/2」画面が表示されます。 

3.

シングルサインオン設定で使用する認証のタイプを選択する 

「シングルサインオン設定で使用する認証のタイプ」は、「サイボウズ ガルーン」で必要な設定にします。

4.

「サイボウズ共通認証を併用する。」にチェックを入れ、  をクリックする 

→ 「シングルサインオン設定の編集 - Step 2/2」画面が表示されます。 

5.
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共通認証パスワードを入力する 

確認のため、再度パスワードを入力します。

※共通認証パスワードは、「サイボウズ共通認証」を利用するために必要なパスワードです。ここで設定したパスワードと同じパスワードを

「サイボウズ デヂエ」にも設定する必要があります。

6.

有効時間を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie が有効である時間を設定します。

「サイボウズ ガルーン」にログインしてからここで設定した有効時間の間は、Cookie が有効となり、その間に「サイボウズ

デヂエ」にアクセスすると、「サイボウズ デヂエ」のログイン操作が不要となります。

有効時間を過ぎてから「サイボウズ デヂエ」へアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログイン

する必要があります。

7.

Cookie 発行範囲を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie を発行する URL を設定します。

発行する条件として、「path」の設定が必要になります。

※「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ ガルーン」をインストールしている場合は、「domain」の設定は必要ありません。

「domain」と「path」の指定については、「Cookie 発行における domain と path の設定について」を参照してください。

8.

 をクリックする 9.

「サイボウズ ガルーン」での設定が完了したら、「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」の共通認証の設定については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

「サイボウズ ガルーン 2」で共通認証を設定する場合

サイボウズ共通認証形式のセッション認証の設定、およびシングルサインオンの設定を行います。

「サイボウズ ガルーン 2」の「システム設定」画面を表示する1.

「基本システムの管理」タブをクリックする 

→ 「システム設定 (基本システム)」画面が表示されます。

2.

［認証］－［セッション認証］をクリックする 

→ 「セッション認証」画面が表示されます。

※ 初期設定では、標準認証が設定されています。

3.
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［セッション認証を追加する］をクリックする 

→ 「セッション認証の追加 - Step 1/2」画面が表示されます。

4.

「セッション認証形式」で「サイボウズ共通認証」を選択し、  をクリックする 

→ 「セッション認証の追加 - Step 2/2」画面が表示されます。

5.

表示名、共通認証パスワードを入力する 

確認のため、再度パスワードを入力します。

※ 共通認証パスワードは、「サイボウズ共通認証」を利用するために必要なパスワードです。ここで設定したパスワードと同じパスワードを

「サイボウズ デヂエ」にも設定する必要があります。

6.

有効時間を設定する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie が有効である時間を設定します。

「サイボウズ ガルーン 2」にログインしてからここで設定した有効時間の間は、Cookie が有効となり、その間に「サイボウ

ズ デヂエ」にアクセスすると、「サイボウズ デヂエ」のログイン操作が不要となります。

有効時間を過ぎてから「サイボウズ デヂエ」へアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログイン

する必要があります。

7.

Cookie 発行ドメインと Cookie 発行パスを入力する 

「サイボウズ共通認証の情報」を持つ Cookie を発行する URL を設定します。

Cookie 発行の「path」を入力します。

※「サイボウズ デヂエ」と同一のサーバーに「サイボウズ ガルーン 2」をインストールしている場合は、「domain」の設定は必要ありません。

「domain」と「path」の指定については、「 Cookie 発行における domain と path の設定について 」を参照してください。

8.

 をクリックする 

→ 「セッション認証」画面に戻ります。追加したセッション認証が一覧に表示されます。

9.
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追加したセッション認証を使用する設定にするため、  をクリックする 

→ 追加したセッション認証が使用できるようになります。

10.

「サイボウズ ガルーン 2」での設定が完了したら、「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」の共通認証の設定については、「2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする」を参照してください。

2. 「サイボウズ デヂエ」で共通認証を有効にする

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」での設定が完了したら、

「サイボウズ デヂエ」側の設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」にアクセスする1.

「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、[ユーザー管理] を選択する

→ 「ユーザー管理」画面が表示されます。

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

2.

［サイボウズ共通認証］をクリックする 

→ 「サイボウズ共通認証の設定」画面が表示されます。

3.

「サイボウズ共通認証の設定」画面で、以下の設定を行う

「サイボウズ共通認証を有効にする」にチェックを入れます。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」で設定した

サイボウズ共通認証パスワードを入力します。

4.

 をクリックする 

→ 「ユーザー管理」画面に戻ります。

5.

3. 共通認証の設定を確認する

実際にアクセスして、サイボウズ共通認証の設定が有効になっているか確認します。

すべての Webブラウザーを閉じる1.
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「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」にログインする2.

「サイボウズ デヂエ」にアクセスする 3.

「サイボウズ デヂエ」がログイン状態であることを確認する 4.

「サイボウズ デヂエ」がログイン状態にならない場合

以下の原因が考えられます。

ユーザーのログイン名が同一でない

共通認証を利用するには、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガ

ルーン 2」へのログイン名と、「サイボウズ デヂエ」へのログイン名が一致している必要があります。各ユーザーの設定を

確認してください。

ユーザーの設定については、「ユーザーの設定」を参照してください。

「サイボウズ デヂエ」で、共通認証を行う「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」に対して「ユーザー情報の連携」

を有効にしている場合は、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」に登録されているユーザーのログイン名を設

定するだけで、「サイボウズ デヂエ」にも同じログイン名を持つユーザーが存在することになります。

ログイン名については、「ログイン名とは」を参照してください。

「サイボウズ共通認証」の設定内容に誤りがある

以下について確認してください。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」の「サイボウ

ズ共通認証の設定」で、Cookie の発行範囲が正しく設定されているか

両方の設定で、「サイボウズ共通認証を有効にする」のチェックが外れていないか

両方の設定で、同じ「共通認証パスワード」を設定しているか

共通認証に関する用語・知識

ここでは、共通認証の設定において必要となる以下の用語や知識を紹介します。

ログイン名とは

Cookie 発行における domain と path の設定について

ログイン名とは

ログイン名とは、ユーザーの設定で登録するユーザー情報の 1 つです。サイボウズ共通認証を利用する場合は、「サイボウ

ズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」と「サイボウズ デヂエ」の間で、同

一のログイン名を登録してください。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」とユーザー情報連携を行っている場合は、「サイボウズ Office 7」／「サイ

ボウズ Office 6」側でのみログイン名を設定してください。

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」のユーザー設定は、[システム設定] → [ユーザー] → [ユーザーの設定]

で行います。

重複したログイン名は登録できません。

「サイボウズ デヂエ」におけるユーザー設定は、以下の画面で行います。
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「サイボウズ デヂエ」のユーザーの設定については、「ユーザーの設定」を参照してください。

Cookie 発行における domain と path の設定について

「サイボウズ共通認証」を有効にするには、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイ

ボウズ ガルーン 2」でも、「サイボウズ デヂエ」でも、Cookie を発行できるように設定する必要があります。 

そのため、それぞれのアクセス URL における「path」の共通部分を設定して、Cookie を発行します。 

なお、「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」／「サイボウズ ガルーン 2」と同一のサー

バーに「サイボウズ デヂエ」をインストールしている場合は、「domain」を設定する必要はありません。

ここでは、「サイボウズ Office6」と「サイボウズ デヂエ」とで共通認証を行う場合の「path」の設定について説明します。

例) アクセス URL の例

　　　「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」の例: http://cybozu.domain.co.jp/scripts/cbag/ ag.exe?

　　　「サイボウズ デヂエ」の例 : http://dezie.domain.co.jp /scripts/cbdb/db.cgi?

　 　　 ↑ ↑ 　

　 　　 domain 部分 path 部分 　

※「domain」はアクセス URL のサーバーを指定する部分、「path」はアクセス URL のサーバー内のパスを指定する部分のこと

です。

この例では、青太字で表示されている部分が共通部分となります。 

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」の設定画面で、この共通部分を Cookie の発行範囲として設定します。

設定の書式は、「path=××;」となります。

例) 「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」の設定画面での入力例 

　　path=/scripts/;
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path 設定時の注意

「path」に設定する値は、なるべく発行の範囲を限定するように設定します。これは、ログイン情報を持つ Cookie の発行をな

るべく狭い範囲で行うことで、ログイン情報を容易に取得できないようにするためです。 

ここでの例で説明すると、以下のようになります。 

path の設定値 有効／無効

/scripts/ ○

/ ○

「/scripts/」「/」のどちらでも、認証は有効になります。

ただし、「/」のみ設定した場合は、「domain」に設定した値でアクセスすると、必ず Cookie が発行されてしまうため、なるべく

パスが限定されるような設定にしてください。



 

 

システム運用管理 
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > システム管理 > ライブラリ及びフォルダ運用権の設定 

システム管理者は、ユーザー／グループにライブラリおよびフォルダの作成権を設定できます。また、ライブラリを本運用へ切り替える

権限を、システム管理者以外のユーザー／グループに委譲できます。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［システム管理］を選択する  

→ 「システム管理」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリ及びフォルダ運用権の設定］をクリックする  

→ 「ライブラリ及びフォルダ運用権の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、運用権限を付与するユーザーの所属するグループを選択する 

※プルダウンメニューから、「(グループ一覧)」を選択し、グループを選択することもできます。  

→ 選択したグループに所属するユーザーが下部のリストに表示されます。  

4. 右側のリストから目的のユーザーを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したユーザーが左側の表に追加されます。 

 

初期設定では、追加されたユーザーまたはグループに、フォルダ、ライブラリの作成権限が与えられています。必要に応じて、以

下の設定を行ってください。  

5. ［編集する］をクリックする  

6. ユーザーまたはグループに付与する権限にチェックを入れる  

7. 本運用へ切り替える場合は、「本運用切替」にチェックを入れる  

8.  をクリックする  

→ 設定が反映されます。 

※他のユーザーまたはグループを設定する場合は、手順 3. ～ 8. を繰り返します。  

ライブラリ及びフォルダ運用権の設定 

ライブラリ作成権限のあるユーザーのみ  ［テンプレート］フォルダを参照できます。  

初期設定では、ログイン前ユーザーを含めた全員がライブラリとフォルダを作成でき、全員が本運用への切り替え権限がない

設定になっています。  

本運用への切り替えは、以下の画面で行います。 

 ・システム設定メニューの「ライブラリ運用管理」画面 

 ・ライブラリ管理メニューの「ライブラリの情報画面」 

 ・11 レコード以上を登録しようとしたときに表示される画面  

「ライブラリ運用管理」画面については、「ライブラリ運用管理」を参照してください。 

「ライブラリの情報画面」については、「ライブラリ情報の設定」を参照してください。 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > システム管理 > フォルダのアクセス権の設定 

フォルダごとに、アクセス権限を設定できます。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［システム管理］を選択する  

→ 「システム管理」画面が表示されます。  

2.  ［フォルダのアクセス権の設定］をクリックする  

→ 「フォルダのアクセス権の設定」画面が表示されます。  

3. 目的のフォルダの [設定] をクリックする  

4. プルダウンメニューから、目的のユーザーの所属するグループを選択する 

※プルダウンメニューから、「(グループ一覧)」を選択し、グループを選択することもできます。  

→ 選択したグループに所属するユーザーが下部のリストに表示されます。  

5. 右側のリストから目的のユーザーを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したユーザーが左側のリストに追加されます。  

6.  をクリックする  

→ 「フォルダのアクセス権の設定」画面に戻ります。  

フォルダのアクセス権の設定 

初期設定では、全員がすべてのフォルダを利用可能な状態になっています。  

アクセス権のないフォルダに格納されているライブラリは、閲覧できません。  

アクセス権を設定したフォルダの中にさらにフォルダが存在する場合 (以下「サブフォルダ」という)、フォルダに設定されたアク

セス権はサブフォルダにも適用されます。サブフォルダを移動した場合は、移動先のフォルダのアクセス権が適用されます。  

※アクセス権限のないフォルダへの移動は行えません。  

アクセス権の詳細については、「アクセス権の詳細」を参照してください。

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > システム管理 > サポート登録者の設定 

「サイボウズ デヂエ」のサポートセンターには、サポート登録者のみが問い合わせることができます。窓口となるユーザーをサポート

登録者として設定してください。 

サポート登録者として設定されたユーザーは、ログイン後の各画面で  (サポート) が表示され、「お客様サポートオンライン」を利

用できるようになります。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［システム管理］を選択する  

→ 「システム管理」画面が表示されます。  

2.  ［サポート登録者の設定］をクリックする  

→ 「サポート登録者の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、目的のユーザーの所属するグループを選択する  

→ 選択したグループに所属するユーザーが下部のリストに表示されます。  

4. 右側のリストから目的のユーザーを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したユーザーが左側のリストに追加されます。 

※メールアドレスが設定されていないユーザーを選択して  をクリックすると、「メールアドレスの設定」画面が表示されます。必

ずメールアドレスを登録してください。 

なお、この画面で設定したメールアドレスは、ユーザー情報にも反映されます。  

5.  をクリックする  

→ 「システム管理」画面に戻ります。  

サポート登録者の設定 

サポート登録者は、 大 2 名まで登録できます。  

サポート登録者となるユーザーは、メールアドレスが設定されている必要があります。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > システム管理 > システム管理者の設定 

システム管理者は、「サイボウズ デヂエ」の運用、ユーザー、システム設定に関する設定、各ライブラリのライブラリ管理者の設定を行

います。 

「サイボウズ デヂエ」をインストールした直後は、全員がシステム管理者に設定されています。ライブラリ構築の前にシステム管理者を

設定されることを推奨します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［システム管理］を選択する 

→ 「システム管理」画面が表示されます。  

2.  ［システム管理者の設定］をクリックする  

→ 「システム管理者の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、目的のユーザーの所属するグループを選択する 

※プルダウンメニューから、「(グループ一覧)」を選択し、グループを選択することもできます。  

→ 選択したグループに所属するユーザーが下部のリストに表示されます。  

4. 右側のリストから目的のユーザーを選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 選択したユーザーが左側のリストに追加されます。  

5.  をクリックする  

→ 「システム管理」画面に戻ります。 

※システム管理者には、1 人以上のユーザーが設定されている必要があります。  

※システム管理用パスワードを設定する場合は、[システム管理用パスワードの設定] をクリックします。  

システム管理者の設定 

システム管理者のみ全画面右下に  (システム設定) が表示されます。  

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > システム管理 > システム管理用パスワードの設定 

システム管理用パスワードを設定すると、システム設定を行う前にパスワード入力が必要となります。 

システム管理用パスワードを入力して「システム管理用パスワードの設定」画面を表示すると、「サイボウズ デヂエ」をログアウトする

か、Webブラウザーを終了するまで、システム設定権限が有効になります。 

インストール直後は、全員がシステム管理者で、さらにパスワードも設定されていない状態です。そのため、全員がシステム設定を行

える状態です。  

まず、システム管理用パスワードを登録されることを推奨します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［システム管理］を選択する 

→ 「システム管理」画面が表示されます。  

2.  ［システム管理用パスワードの設定］をクリックする  

パスワード入力欄に表示される「********」を削除して、新しいパスワードを入力します。半角英数字 64 文字まで入力可能で

す。 

→ 「システム管理用パスワードの設定」画面が表示されます。  

3. 「パスワード」にパスワードを半角英数字で入力する  

4. 確認のため、「パスワード」(確認用) に同じパスワードを入力する  

5.  をクリックする  

→ 「システム管理」画面に戻ります。  

システム管理用パスワードの設定 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > システム管理 > ライブラリ検索の設定 

「サイボウズ デヂエ」のホーム画面でのライブラリ検索を利用するかどうかを設定します。 

ライブラリ検索を有効にしている場合、ホーム画面にアクセスできるすべてのユーザーがライブラリ検索を実行できるため、システムの

パフォーマンスが低下する可能性があります。 

「サイボウズ デヂエ」の運用に合わせて、ライブラリ検索の有効／無効を設定することを推奨します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［システム管理］を選択する  

→ 「システム管理」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリ検索の設定］をクリックする  

→ 「ライブラリ検索の設定」画面が表示されます。  

3. ライブラリ検索の有効／無効をラジオボタンで選択する  

運用内容に合わせて、ライブラリ検索の設定を選択します。 

ライブラリ検索・詳細検索を有効にする 

ライブラリ検索を有効にします。ホーム画面には、ライブラリ検索の簡易検索および詳細検索が表示されます。  

詳細検索を無効にする 

ライブラリ検索の詳細検索を無効にします。ホーム画面には、ライブラリ検索の簡易検索のみが表示されます。検索結果

画面には「検索結果」タブのみが表示されます。  

ライブラリ検索・詳細検索を無効にする 

ライブラリ検索の簡易検索および詳細検索を無効にします。ホーム画面には、ライブラリ検索の簡易検索および詳細検索

は表示されません。  

4.  をクリックする  

→ 「システム管理」画面に戻ります。  

ライブラリ検索の設定 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > システム管理 > 共有リンク集の設定 

「サイボウズ デヂエ」で共通のリンク集を設定します。 

共有リンク集は、ホーム画面のすべてのライブラリのヘッダ下部に表示されます。 

 

共有リンクを追加する   

共有リンクを変更する   

共有リンクの順番変更を行う   

共有リンクを削除する   

共有リンクを追加する 

共有リンクを新しく追加します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［システム管理］を選択する 

 

→ 「システム管理」画面が表示されます。  

2.  ［共有リンク集の設定］をクリックする  

→ 「共有リンク集の設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「共有リンクの追加」画面が表示されます。  

4. 追加する共有リンクのリンク名と URL を入力する 

※必須項目です。必ず入力してください。 

※リンク名は重複して設定できます。  

5. リンク先のページを別ウィンドウで表示する場合は、「新しいウィンドウで開く」にチェックを入れる  

「新しいウィンドウで開く」設定にした場合は、リンク名右側に「↑」が表示されます。  

6.  をクリックする  

「共有リンク集の設定」画面に戻ります。  

新規に登録された共有リンクは、一覧の末尾に追加されます。 

共有リンク集の設定 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

共有リンクの表示順を変更する場合は、「 共有リンクの順番変更を行う 」を参照してください。 
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共有リンクを変更する 

既存の共有リンクの設定を変更します。 

1. 「共有リンクの設定」画面で、目的の共有リンク名を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「共有リンクの変更」画面が表示されます。  

2. 必要項目を変更する  

3.  をクリックする  

→ 「共有リンク集の設定」画面に戻ります。  

共有リンクの順番変更を行う 

共有リンクの表示順を変更します。 

ヘッダ下部には、ここで設定した順に、左から表示されます。  

1. 「共有リンクの設定」画面で、目的の共有リンク名を選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択した共有リンク名が上下に 1 つずつ移動します。 

※   をクリックすると、一番上／一番下に移動できます。  

共有リンクを削除する 

共有リンクを削除します。 

1. 「共有リンクの設定」画面で、目的の共有リンク名を選択して反転表示させ、  をクリックする  

 

→ 「共有リンクの削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「共有リンク集の設定」画面に戻ります。  

「共有リンクの設定」画面の表示方法については、「共有リンクを追加する」の手順 1. ～ 2. を参照してください。

共有リンクの設定方法については、「共有リンクを追加する」の手順 4. ～ 5. を参照してください。

「共有リンクの設定」画面の表示方法については、「共有リンクを追加する」の手順 1. ～ 2. を参照してください。

「共有リンクの設定」画面の表示方法については、「共有リンクを追加する」の手順 1. ～ 2. を参照してください。
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その他の運用管理 
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > その他の運用管理 > システムログの表示 

システム管理者は、ライセンスに関わる操作・設定について、ログを閲覧できます。運用状況を把握したり、何らかの問題が発生したと

きに、活用してください。  

システムログには、以下の操作・設定が記録されます。 

ライブラリの作成・削除  

ライブラリの本運用・仮運用の切り替え  

ユーザー情報連携の設定  

ユーザーの一括登録・削除  

グループの一括登録・削除  

ログイン方法の設定  

システム管理者の設定  

システム管理用パスワードの設定  

ライブラリファイルの 適化  

メール通知での送信エラー  

システムログの削除  

メンテナンス時間の設定・解除  

コンバートの開始・終了  

システムログは、閲覧だけではなく、任意の日付以前の情報を CSV ファイルに書き出すこともできます。また、必要に応じてログの削

除も行えます。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［その他の運用管理］を選択する  

→ 「その他の運用管理」画面が表示されます。  

2.  ［システムログの表示］をクリックする  

→ 「システムログ」画面が表示されます。  

3. 必要に応じて、以下の期間を設定する  

期間の初期設定では 1 年前の日付です。 

CSV ファイルへの書き出し 

CSV ファイルに書き出す期間を、「～以前」の日付で設定し、  をクリックします。  

システムログの削除 

削除する期間を「～以前」の日付で設定し、  をクリックします。  

4. [設定メニューへ] をクリックする  

→ 「その他の運用管理」画面に戻ります。  

システムログの表示 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > その他の運用管理 > ライブラリのアクセスログの設定 

ライブラリに対する基本的な操作に対して「いつ」「誰が」「何をしたか」についてのログを保存する設定を行ったり、ログを CSV ファイ

ルに書き出すことができます。  

これにより、利用頻度の測定や情報漏洩の対策にもなります。  

ライブラリ保存設定のされているライブラリのログは、書き出す期間を指定し、CSV ファイルに書き出すことができます。  

また、ライブラリ管理者にライブラリアクセスログの保存設定を許可する設定も、ここで行います。 

以下の設定を確認／変更できます。 

ライブラリ ID の確認 

ライブラリ名 

ライブラリログ保存設定を変更／確認する   

ライブラリログを CSV ファイルへ書き出す   

ライブラリログを削除する   

ライブラリログ保存設定を変更／確認する 

ライブラリログをどのタイミングで残すかを設定できます。  

ライブラリ管理者にライブラリのアクセスログ保存設定を許可する設定も、ここで行います。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［その他の運用管理］を選択する  

→ 「その他の運用管理」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリログ］をクリックする  

→ 「ライブラリのアクセスログ」画面が表示されます。  

3. 目的のライブラリの［設定］をクリックする  

→ 「ライブラリログ保存設定」画面が表示されます。  

4. ログを保存するタイミングを以下から選択し、チェックを入れる  

ライブラリログに保存される操作と設定は、以下のとおりです。 

レコード一覧画面表示  

レコード閲覧画面表示  

集計画面表示  

レコード登録  

レコード編集  

レコード削除 (レコード削除時、レコード一括削除時)  

レコードコメント書き込み  

レコードコメント削除  

文字列置換  

再ルックアップ  

ライブラリのデータ入出力 (CSV 読み込み・書き出し、DBM 書き出し、XML 書き出し)  

メール読み込み  

レコードコピー (レコードコピー実行時、レコードコピーによるレコード追加時)  

(ライブラリログ設定時)  

※ライブラリログ設定時のログは、書き出しの on／off の切り替えができません。無条件で書き込まれます。  

ライブラリのアクセスログの設定 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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5. ライブラリ管理者にライブラリログ保存設定を許可する場合は、「ライブラリ管理者にライブラリログ保存設定を許可する」にチェッ

クを入れる  

ライブラリ管理者がライブラリログの保存設定を変更できるようになります。  

6.  をクリックする  

→ 設定が反映され、「ライブラリのアクセスログ」画面に戻ります。  

ライブラリログを CSV ファイルへ書き出す 

ライブラリログを期間を指定して CSV ファイルに書き出すことができます。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［その他の運用管理］を選択する  

→ 「その他の運用管理」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリログ］をクリックする  

→ 「ライブラリのアクセスログ」画面が表示されます。  

3. 目的のライブラリの [書き出し] をクリックする  

→ 「ライブラリログの書き出し」画面が表示されます。  

4. ライブラリログを書き出す期間をプルダウンメニューで指定する  

今日以降の日付を指定することはできません。また、ログを保存する設定を行う以前のログは書き出されません。  

5. 必要に応じて「先頭行に項目名を書き出す」にチェックを入れる  

6.  をクリックする  

書き出されるライブラリログのフォーマットについて 

ログファイルは CSV ファイルで、以下のフォーマットで書き出されます。 

"yyyy/mm/dd","hh:mm:ss","IP アドレス","ユーザー名","操作","備考" 

例)  

ライブラリログに保存される操作と備考欄の詳細内容について 

保存設定名と操作の関係、および備考欄の詳細な内容は、以下で確認できます。 

なお、ライブラリログ設定のログは無条件で書き込まれます。 

ライブラリログに保存される操作と備考欄の詳細内容については、「ライブラリログに保存される操作と備考欄の詳細内容につ

いて」を参照してください。 

ライブラリログ保存設定を行っていないライブラリのログは書き出されません。先に、ライブラリログ保存設定を行ってください。 

ライブラリの管理権限がない場合、CSV ファイルへの書き出しは行えません。  

ライブラリログ保存設定については、「ライブラリログ保存設定を変更／確認する」を参照してください。 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

日付 時刻 IP アドレス ユーザー名 操作 備考

2004/8/3 22:06:01 99.9.9.999 佐藤 昇 レコード一覧 ビュー＝標準 (ビュー名) 

保存設定名 操作

備考

備考欄には、「○○○＝△△△」

の形で書き出します。

書き出される情報  

ビュー=(ビュー名) 
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レコード一覧 

画面表示

レコード一覧画面表示  

簡易検索結果画面表示  

詳細検索結果画面表示  

ソートの実行  

ソート順の切替実行  

絞り込み切替実行  

レコード一覧ビュー切替

実行  

ダイレクト表示実行  

次の N 件／先頭／末尾

クリック  

リンクリストの表示／非

表示切替 

=====  

Webブラウザーでの「再

読み込み」操作  

レコード一覧画面で使用している

レコード一覧ビュー名を表しま

す。 

レコード一覧ビューが (すべて) 

の場合は、この情報は書き出しで

きません。 

書き出される情報  

絞り込み=(絞り込み名) 

 

レコード一覧画面で使用している

絞り込み名を表します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報  

簡易検索=(検索文字列) 

 

簡易検索時に設定した検索文字

列を表します。 

書き出される情報  

ソート=(フィールド名)／(昇降順) 

 

ソートを実行しているフィールド名

と昇降順を表します。 

レコード番号でソートが行われて

いる場合は、書き出しできませ

ん。 

レコード閲覧画面表示

レコード閲覧画面表示  

フィールドレイアウト切

替実行  

先頭／前／次／末尾ク

リック  

My リンクリスト表示/非

表示切替  

レコード登録実行 (確認

画面)  

レコード編集実行 (確認

画面)  

レコード登録者変更 (確

認画面) 

=====  

Webブラウザーでの「再

読み込み」操作  

書き出される情報 

レコード=(レコード番号) 

 

閲覧しているレコードのレコード

番号を表します。 

書き出される情報 

フィールドレイアウト=(フィールド

レイアウト名) 

 

閲覧画面で使用されたフィールド

レイアウト名を表します。 

フィールドレイアウトが (すべて) 

の場合は、この情報は書き出しで

きません。 

集計画面表示  

ソートの実行  

書き出される情報 

集計=(集計名) 

 

集計に使用している集計名を表

します。 

書き出される情報 
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集計画面表示

ソート順の切替実行  

絞り込み切替実行 

=====  

Webブラウザーでの「再

読み込み」操作  

絞り込み=(絞り込み名) 

 

集計結果表示時に行われていた

絞り込み名を表します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報 

簡易検索=(検索文字列) 

 

集計実行時に行われていた簡易

検索の検索文字列を表します。 

レコード登録 レコード登録の実行  

書き出される情報 

レコード=(レコード番号) 

 

新しく追加されたレコードのレコー

ド番号を表します。 

書き出される情報 

フィールドレイアウト=(フィールド

レイアウト名) 

 

登録画面で使用されたフィールド

レイアウト名を表します。 

フィールドレイアウトが (すべて) 

の場合は、この情報は書き出しで

きません。 

レコード編集 レコードを編集実行  

書き出される情報 

レコード=(レコード番号) 

 

編集されたレコードのレコード番

号を表します。 

書き出される情報 

フィールドレイアウト=(フィールド

レイアウト名) 

 

編集画面で使用されたフィールド

レイアウト名を表します。 

フィールドレイアウトが (すべて) 

の場合は、この情報は書き出しで

きません。 

レコード削除

レコードを 1 件削除  

書き出される情報 

レコード=(レコード番号) 

 

削除されたレコードのレコード番

号を表します。 

レコード一括削除実行 

※ 1 件も削除されなくて

もログは残ります。  

書き出される情報 

絞り込み=(絞り込み名) 

 

一括削除実行時に行われていた

絞り込み名を表します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報 
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簡易検索=(検索文字列) 

 

一括削除実行時に行われていた

簡易検索の検索文字列を表しま

す。 

レコードコメント書き込み レコードコメント書き込み

時  

書き出される情報 

レコード ID=(レコード番号) 

 

レコードコメントが書き込まれたレ

コードのレコード番号を表します。 

レコードコメント削除 レコードコメント削除時  

書き出される情報 

レコード ID=(レコード番号) 

 

レコードコメントが削除されたレコ

ードのレコード番号を表します。 

文字列置換

文字列の一括置換実行 

※ 1 件以上のデータ変

更が行われた場合のみ

ログが残ります。  

書き出される情報 

絞り込み=(絞り込み名) 

 

文字列置換実行時に行われてい

た絞り込み名を表します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報 

簡易検索=(検索文字列) 

 

文字列置換実行時に行われてい

た簡易検索の検索文字列を表し

ます。 

書き出される情報 

置換前=(置換前文字列) 

 

置換前の文字列を表します。 

書き出される情報 

置換後=(置換後文字列) 

 

置換後の文字列を表します。 

書き出される情報 

フィールド=(フィールド名) 

 

文字列置換を行う対象となったフ

ィールド名を表します。 

すべてのフィールドが対象の場合

は、この情報は書き出しできませ

ん。

書き出される情報 

リレーション=(リレーション名) 

 

再ルックアップ実行時に使用した

リレーション名を表します。 

書き出される情報 

絞り込み=(絞り込み名) 
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再ルックアップ
再ルックアップ実行 

※ 1 件も変更されなくて

もログは残ります。  

 

再ルックアップ実行時に行われて

いた絞り込み名を表します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報 

簡易検索=(検索文字列) 

 

再ルックアップ実行時に行われて

いた簡易検索の検索文字列を表

します。 

メール読み込み

メール読み込み実行 

※ 1 件以上のデータが

読み込まれた場合のみ

ログが残ります。  

書き出される情報 

レコード数=(読み込みレコード数) 

 

メール受信によるレコード登録

で、登録されたレコード件数を表

します。 

ライブラリのデータ入出

力

CSV 読み込み実行 

※ 1 件以上レコードが

読み込まれた場合のみ

ログが残ります。  

書き出される情報 

レコード数=(読み込みレコード数) 

 

CSV 読み込みにより、登録・編集

されたレコード件数を表します。 

CSV 書き出し実行 

「ライブラリ管

理」画面で、

CSV 書き出し

実行  

レコード一覧画

面のメニューで

リンククリック  

集計画面で、リ

ンククリック  

「CSV 読み込

み」画面でのリ

ンククリック  

書き出される情報 

集計=(集計名) 

 

CSV 書き出し対象となった集計

に使用していた集計名を表しま

す。 

書き出される情報 

絞り込み=(絞り込み名) 

 

CSV 書き出し実行時に行われて

いた絞り込み名を表します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報 

簡易検索=(検索文字列) 

 

CSV 書き出し実行時に行われて

いた簡易検索の検索文字列を表

します。 

XML 書き出し実行  

書き出される情報 

絞り込み=(絞り込み名) 

 

XML 書き出し実行時に行われて

いた絞り込みの名を表します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報 

簡易検索=(検索文字列) 

 

XML 書き出し実行時に行われて
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いた簡易検索の検索文字列を表

します。 

DBM 書き出し実行 

「ライブラリ管

理」で書き出し

のリンククリック  

ライブラリ 

ID.dbm で書き

出し  

ライブラリ

名 .dbm で書き

出し  

「システム設

定」画面で 適

化を行う前の

書き出しリンク

クリック  

※ 備考欄には何も書き出しでき

ません。

RSS ファイルの取得 (参

照) 

「RSS 書き出

し」画面で表示

されている、各 

RSS 通知のリ

ンクから表示さ

れるページの

表示  

書き出される情報 

RSS=(表示された RSS のタイト

ル) 

 

※「ユーザー名」は書き出しでき

ません。 

レコードコピー

レコードコピー実行  

書き出される情報 

レコードコピー=(コピー名) 

 

ライブラリ間レコードコピーに使用

しているレコードコピー名を表しま

す。 

書き出される情報 

絞り込み=(絞り込み名) 

 

ライブラリ間レコードコピー実行時

に行われていた絞り込み名を表

します。 

絞り込みが (すべて) の場合は、

この情報は書き出しできません。 

書き出される情報 

簡易検索=(検索文字列) 

 

ライブラリ間レコードコピー実行時

に行われていた簡易検索の検索

文字列を表します。 

書き出される情報 

コピー元=(コピー元ライブラリ名) 
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ライブラリログを削除する 

ライブラリログを保存しているログファイルは自動で削除されません。  

必要に応じて、ライブラリログファイルを直接削除してください。 

ライブラリログファイルの格納場所について 

ライブラリログファイルの格納場所は以下のとおりです。 

レコードコピー実行によ

りレコードが追加  

コピー元のライブラリ名を表しま

す。 

書き出される情報 

レコードコピー=(コピー名) 

 

ライブラリ間レコードコピーに使用

しているコピー名を表します。 

書き出される情報 

レコード数=(読み込みレコード数) 

 

ライブラリ間レコードコピーによ

り、登録されたレコード件数を表

します。 

ライブラリログ設定 ライブラリログ設定  
※ 備考欄には何も書き出しでき

ません。

ライブラリログファイルは、ログが記録される操作が行われた時点で、日付ごとに作成されます。 

インストール先のディレクトリ以下

 file 

│ 

└  db 

ファイルフィールドで登録したファイルが格納されるディレクトリ

 ├  ライブラリ ID 

 │ 

ライブラリごとにライブラリ ID 名のディレクトリが作成され、ファ

イルフィールドで登録したファイルが格納されます。 

ライブラリ ID はライブラリ情報に記載されています。

 └ logs 

   │ 

ライブラリログが保存されるディレクトリ 

※ライブラリログはテキストファイルで保存されます。

   └  ライブラリ ID 

    │ 

    │ 

ライブラリごとにライブラリ ID 名のディレクトリが作成され、ライ

ブラリログファイルが格納されます。 

ライブラリ ID はライブラリ情報に記載されています。

    └  logYYYYMMDD.csv 

ライブラリログファイル 

(ライブラリログを削除する場合は、このファイルを削除してくだ

さい。) 
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > その他の運用管理 > メール通知機能の設定

メール通知機能の設定　

ライブラリへの様々な更新情報を、関係者にメールで通知できます。

メール通知機能を利用する場合は、事前にシステム管理者がメールサーバーの設定を行う必要があります。設定する内容は

以下のとおりです。

通知メール差出人アドレス

送信メールサーバー名 (SMTP)

SMTP 認証を行うかの設定

　├ 認証種別の選択

　├ SMTP アカウント名

　├ SMTP パスワード

POP before SMTP に対応させるかの設定

　├ 受信メールサーバー名 (POP3) 

　　└ APOP 認証を行うかの設定

　├ POP3 アカウント名

　├ POP3 パスワード

　└ 送信までの待ち時間 (初期設定では「0 秒」です)

POP before SMTP の詳細については、「 POP before SMTP とは 」を参照してください。

メール通知機能をご利用の場合に必要な環境については、「メール通知機能を利用する場合に必要な環境」を参照

してください。

「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［その他の運用管理］を選択する 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

→ 「その他の運用管理」画面が表示されます。

1.

 ［メール通知機能の設定］をクリックする 

→ 「メール通知機能の設定」画面が表示されます。

2.

メールサーバーを設定する 

通知メール差出人アドレス

通知メールを送信する差出人のメールアドレスを入

力します。

必須項目です。必ず入力してください。

送信メールサーバー名

(SMTP)

送信メールサーバー (SMTP)の IP アドレスまたはホ

スト名を入力します。

必須項目です。必ず入力してください。

送信メールサーバーポート

番号

送信メールサーバー (SMTP)が使用するポート番号

を入力します。初期設定では「25」です。

必須項目です。必ず入力してください。

SMTP 認証を行う

送信メールサーバーが SMTP 認証に対応している

場合はチェックを入れます。設定した場合は、以下も

登録が必要です。

認証種別

認証種別を LOGIN/PLAIN/CRAM_MD5 から

選択します。

SMTP アカウント名

3.
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送信メールサーバー (SMTP) へのアカウント

名を入力します。

SMTP パスワード

送信メールサーバー (SMTP) へのパスワー

ドを入力します。

POP 認証後に送信を行う

(POP before SMTP) 

送信メールサーバーが POP before SMTP に対応し

ている場合はチェックを入れます。設定した場合は、

以下も登録が必要です。

受信メールサーバー名 (POP3) 

受信メールサーバー (POP3) の IP アドレス、

またはホスト名を入力してください。

APOP 認証を行う

POP3 サーバーが APOP 認証に対応してい

る場合はチェックを入れます。

POP3 アカウント名

受信メールサーバー (POP3) へのアカウント

名を入力します。

POP3 パスワード

受信メールサーバー (POP3) へのパスワー

ドを入力します。

POP3 接続ポート番号

受信メールサーバー (POP3) が使用する

ポート番号を入力します。初期設定では

「110」です。

送信までの待ち時間

POP 認証後にメールを送信するまでの時間

を設定します。初期設定では「0 秒」です。

※「SMTP 認証を行う」と「POP 認証後に送信を行う (POP before SMTP)」は、同時に設定できません。

通知内容を設定する 

通知内容の設定

通知するデヂエのURLを変更する場合はチェックを入れます。

デヂエのURL

変更するデヂエのURLを入力してください。

4.

 をクリックする 

→ 「その他の運用管理」画面に戻ります。

5.

メール通知機能を利用する場合に必要な環境

メール通知機能を利用する場合、別途送信メールサーバー (SMTP) が必要になります。また、送信メールサーバーが POP

before SMTP の認証を必要とする場合、受信メールサーバー (POP3) も必要になります。

POP before SMTP とは

POP サーバーでユーザのメールアカウントとメールパスワードを確認してから、メール送信を行う仕組みのことです。
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通知内容の設定とは

「サイボウズ リモートサービス」経由でメール通知を利用した場合の、通知先のURLはリモートサービスで使用しているURL

になります。

通知内容の設定でデヂエのURLを設定すると、リモートサービス経由でメール通知を利用した場合の通知先のURLを社内で

使用しているURLに変更できます。



ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > その他の運用管理 > メンテナンス時間の設定 

メンテナンス時間を設定すると、ユーザーから「サイボウズ デヂエ」へのアクセスを一時的に停止させることができ、データの破損や不

整合を防ぐことができます。  

「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップやデータのバックアップなど、「サイボウズ デヂエ」に対して作業を行う場合に利用してくださ

い。 

メンテナンス時間を設定する   

メンテナンス時間を解除する   

メンテナンス時間を設定する 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［その他の運用管理］を選択する  

→ 「その他の運用管理」画面が表示されます。  

2.  ［メンテナンス時間の設定］をクリックする  

→ 「メンテナンス時間の設定」画面が表示されます。  

3. メンテナンスを行う時刻をプルダウンメニューで選択する  

4. 画面に表示させるメッセージを「メッセージ」に入力する  

5.  をクリックする  

→ メンテナンス時間が設定され、確認画面が表示されます。  

6. [設定メニューへ] をクリックする  

→ 「その他の運用管理」画面に戻ります。  

設定したメンテナンス時間中に「サイボウズ デヂエ」にアクセスすると、以下の画面が表示されます。 

 

 

メンテナンス時間の設定 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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メンテナンス時間を解除する 

設定したメンテナンスの終了時刻が経過すると、メンテナンス時間の設定は自動的に解除されます。 

また、メンテナンス時間を設定した Webブラウザーから「サイボウズ デヂエ」にアクセスし、メンテナンス時間の設定を解除することもで

きます。  

1. 「メンテナンス中」のメッセージにある [メンテナンス時間の設定] をクリックする  

[メンテナンス時間の設定] のリンクは、メンテナンス時間を設定したクライアントパソコンの Webブラウザーにのみ表示されます。 

2.  をクリックする  

→ メンテナンス時間の設定が解除され、確認画面が表示されます。  

3. [設定メニューへ] をクリックする  

→ 「その他の運用管理」画面に戻ります。  
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > その他の運用管理 > ライブラリファイルの 適化 

ライブラリファイルを 適化することによって、データアクセス時の無駄が無くなり、処理速度が向上します。ライブラリファイルを 適

化すると、ライブラリが効率よく動作するように調整し、ファイルのサイズを小さくできます。 

適化して効果が得られるライブラリファイルの目安は、2MB 以上で、レコードデータの更新が頻繁に行われるものになります。  

また、「サイボウズ デヂエ」の利用機能を制限することで、処理速度の向上を図ることが可能です。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［その他の運用管理］を選択する  

→ 「その他の運用管理」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリファイルの 適化］をクリックする  

→ 「ライブラリファイルの 適化」画面が表示されます。  

3. メンテナンスの終了時間を設定する  

開始時間は現在の時刻となります。 

※既にメンテナンス時間の設定を行っている場合は、メンテナンス時間が変更されます。  

4. 必要に応じて、メンテナンス中に表示させるメッセージを入力する  

5.  をクリックする  

→ 「ライブラリファイルの 適化」画面が表示されます。 

  「ライブラリファイルの 適化」画面では、以下の項目を確認できます。 

ライブラリ ID  

ライブラリ名  

サイズ  

ライブラリ 適化の 終実行日 

「サイボウズ デヂエ 5.0」以降で 適化された日が表示されます。「サイボウズ デヂエ 5.0」以降で 適化を実行していな

ければ空欄となります。  

6. 目的のライブラリ名の右側の［実行］をクリックする  

→ 実行確認画面が表示されます。 

※念のため、「(ライブラリID).dbm」のリンクをクリックし、ライブラリファイルのバックアップをとることを推奨します。  

ライブラリファイルの 適化 

処理速度を上げる工夫については、「 処理速度を上げる工夫 」を参照してください。

ライブラリの 適化は、メンテナンス時間中のみ実行できます。 

適化を実行しても、ファイルサイズが減少しない場合があります。また、ライブラリファイルのサイズが比較的小さい場合、

適化の効果はあまりありません。  

適化に必要な空き容量は、(ライブラリ容量×2 + 10M) バイトです。  

適化を実行する前に、バックアップを行ってください。 

ライブラリ 適化実行中はメンテナンスモードになります。 

メンテナンスモード中は、他のユーザーは「サイボウズ デヂエ」にアクセスできなくなります。 

メンテナンス時間の設定については、「メンテナンス時間の設定」を参照してください。 

バックアップ方法については、「バックアップ方法」を参照してください。

メンテナンス時間中に表示される画面については、「 メンテナンス時間中の画面 」を参照してください。

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。
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7.  をクリックする  

→ 適化が実行され、「ライブラリファイルの 適化」画面に戻ります。結果が表示されています。 

ファイルサイズが大きい場合、時間がかかることがあります。  

8. ［ライブラリファイルの 適化へ］をクリックする  

→ 「ライブラリの 適化」画面に戻ります。  

※続けてライブラリファイルの 適化を行う場合は、上記の手順 6. ～ 8. を繰り返します。  

メンテナンス時間を設定したユーザー 

メンテナンス時間を設定したユーザーは、メンテナンス時間中に「サイボウズ デヂエ」にアクセスすると以下の画面

が表示されます。 

メンテナンス時間を設定したユーザーは、以下の画面から [メンテナンス時間の設定] および [ライブラリファイルの

適化] を行えます。 

 

メンテナンス時間を設定していないユーザー 

メンテナンス時間を設定していないユーザーが、メンテナンス時間中に「サイボウズ デヂエ」にアクセスすると以下の

画面が表示されます。 

 

ライブラリファイルの 適化が終了しても、メンテナンス時間は自動的には解除されません。 

メンテナンス時間を解除するには、[解除する] をクリックします。 

メンテナンス時間を変更するには、[時間変更する] をクリックします。  

メンテナンス時間中の画面
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以下の工夫をすると、処理速度を上げることができます。 

レコード一覧画面の検索機能は使わない 

レコード一覧画面の  を利用すると、全フィールド×全レコードに対して検索がかかりま

す。フィールド数やレコード数の多いライブラリでは、検索時間が長くかかる可能性があります。 

カスタマイズのメニューの設定で「検索」を表示しないように設定するなど、工夫してください。  

多くのフィールドにソートをかけない 

「サイボウズ デヂエ」では、ソートした結果を別のデータとして保持しています。ソートのフィールド数が増えると、デ

ータベースの容量が増加して、レスポンスの低下を招く恐れがあります。  

レコード一覧画面の表示フィールド数を少なくする 

レコード一覧画面に表示するデータ量が増えると、レスポンスが低下する恐れがあります。  

検索・絞り込みの実行結果のヒット件数表示を OFF にする 

ヒット件数の表示を ON に設定していると、すべてのレコードを検索するようになります。レコード数が多い場合は検

索時間が長くなるため、レスポンスが遅くなる可能性があります。  

処理速度を上げる工夫
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > その他の運用管理 > システム実行環境の診断 

「サイボウズ デヂエ」が動作している環境 (Webサーバーの設定) が一覧表示されます。 

「システム実行環境の診断」画面の表示は、以下の手順で行います。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［その他の運用管理］を選択する  

→ 「その他の運用管理」画面が表示されます。  

2.  ［システム実行環境の診断］をクリックする  

→ 「システム実行環境の診断」画面が表示されます。  

確認できる項目 

Webサーバーが使用する CGI のバージョン番号 

Webサーバーの「ホスト名」または「IP アドレス」 

「サイボウズ デヂエ」を動作させているサーバーのホスト名 (または IP アドレス) と異なる値が入っている場合、トラブルの原

因になります。必ず確認してください。 

ご利用の Webサーバーの種類によって、SERVER_NAME の設定値が異なります。IIS やサイボウズ Webサーバーでは、利用

者が入力した URL のサーバー名部分がそのまま値として使われます。しかし、Webサーバーによっては、Webサーバーの設

定ツールなどで別に設定した値が SERVER_NAME として使われることもあり、この値が間違っているとトラブルの原因になり

ます。 

UNIX の Apache では、httpd.conf で SERVER_NAME を明示的に指定する仕様になっています。そのため、「サイボウズ デ

ヂエ」をご利用いただく場合は、httpd.conf を編集して正しい SERVER_NAME を設定し、Apache を再起動してください。既に

正しい値が設定されている場合は問題ありません。 

Webサーバーが使用している TCP/IP のポート番号 

通常は 80 が設定されています。 

Webサーバーが使用しているプロトコルの名前とバージョン番号 

システム実行環境の診断 

「システム設定メニュー」画面の表示方法については、「システム設定メニューについて」を参照してください。

パラメータ名 GATEWAY_INTERFACE

値の例 CGI/1.1

パラメータ名 SERVER_NAME

値の例 xxxx.co.jp

パラメータ名 SERVER_PORT

値の例 80

パラメータ名 SERVER_PROTOCOL

値の例 HTTP/1.1
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Webサーバーのソフトウェア名とバージョン番号 

以下の例では、IIS のバージョン 6.0 が使用されていることがわかります。 

Webサーバーのドキュメントルートのディレクトリの絶対パス 

Webサーバーのコンテンツは、このドキュメントルートディレクトリ以下に格納します。 

「サイボウズ デヂエ」実行時のサーバー上でのディレクトリの絶対パス 

このディレクトリは、「サイボウズ デヂエ」の .exe ファイル「db.exe」が存在するディレクトリと一致している必要があります。

CERN など一部の Webサーバーでは、正しい Dir の値が把握できないため、誤動作する恐れがあります。 

ディスクの空き容量 

空き容量が 10MB を切ると、安全のため「サイボウズ デヂエ」が動作しなくなりますので注意してください。 

現在ご利用の「サイボウズ デヂエ」をアクセスしている Webブラウザー 

パラメータ名 SERVER_SOFTWARE

値の例 Microsoft-IIS/6.0

パラメータ名 DocumentRoot

値の例 C:\InetPub\wwwroot

パラメータ名 Dir

値の例 C:\InetPub\scripts\cbdb\

パラメータ名 DiskFreeSpace

値の例 264,858,624(bytes)

パラメータ名 HTTP_USER_AGENT

値の例 Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1) 
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環境の設定 
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > 環境の設定 > 外部公開時の設定 

「サイボウズ デヂエ」は、外部に公開しているサーバーで運用することも可能です。  

ただし、「サイボウズ デヂエ」自体には、不正なアクセスを監視する機能やデータの保護機能は搭載していません。「サイボウズ デヂ

エ」を外部に公開して利用する場合は、以下のような対応を推奨します。 

運用面での注意   

環境面での注意   

運用面での注意 

「サイボウズ デヂエ」は、ユーザーとして登録されていない人でも利用できます。 

登録ユーザー以外は、「サイボウズ デヂエ」にログインしなくても「サイボウズ デヂエ」を操作できる「ログイン前ユーザー」となります。

インターネット上に「サイボウズ デヂエ」を公開する場合は、以下のようにログイン前ユーザーの権限を制限しておくことを推奨します。

ログイン方法 

「ログイン名を入力する (インターネット向け)」に設定します。  

システム管理者 

「ログイン前ユーザー」を外します。 

インストール直後の状態では、システム管理者は [全員] (ログイン前ユーザーを含む) に設定されています。  

ライブラリおよびフォルダ運用権 

ログイン前ユーザーには、ライブラリおよびフォルダの作成権限を与えない設定にします。 

インストール直後の状態では、ログイン前ユーザーもライブラリやフォルダを作成できます。  

各ライブラリのライブラリ管理者 

「ログイン前ユーザー」を外します。 

新しくライブラリを作成した状態では、ライブラリ管理者は [全員] (ログイン前ユーザーを含む) に設定されています。  

アクセス権 

ライブラリやフィールドなどのアクセス権を設定します。 

新しくライブラリやフィールドなどを作成した状態では、閲覧・編集などのすべての操作が [全員] (ログイン前ユーザーを含む) に

許可されています。  

環境面での注意 

データの保護を強く求める場合は、以下についても検討してください。 

SSL 対応の Webサーバーを利用する  

「サイボウズ デヂエ」にアクセスするまでに認証をかける  

外部公開時の設定 
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > 環境の設定 > 「サイボウズ デヂエ」の基本情報  

システム管理者が把握しておきたい情報の閲覧方法や詳細情報を以下に説明します。 

「サイボウズ デヂエ」の管理に活用してください。 

「サイボウズ デヂエ」の基本情報 

登録情報の確認 
システム管理者は、ご利用中の「サイボウズ デヂエ」のバー

ジョン情報、お客様番号、プロダクト ID を確認できます。

システム実行環境の診断 システム管理者は、「サイボウズ デヂエ」が動作している環

境 (Webサーバーの設定) の一覧を確認できます。

制限事項
「サイボウズ デヂエ」利用時の制限事項を説明します (製品

情報サイトにリンクしています)。

ファイル構成
「サイボウズ デヂエ」のインストール先ディレクトリに格納され

るファイルの詳細を掲載しています。
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > 環境の設定 > 「サイボウズ デヂエ」の移行方法

「サイボウズ デヂエ」の移行方法　

「サイボウズ デヂエ」を別のサーバーに移行する場合や、C ドライブから D ドライブに移行する場合などの移行方法について

説明します。

サーバー移行、ドライブ移行を行うと、ライブラリ情報だけでなく、ファイルフィールドの添付ファイル、ユーザー情報、ライセン

ス情報もあわせて移行できます。

サーバーを移行する

ドライブを移行する

サーバー移行／ドライブ移行時は、ここで説明するデータ移行を必ず行ってください。1 つのライセンスキーを 2 度設定することは、使

用許諾上できませんので、注意してください。

「サイボウズ デヂエ」のデータファイルはバイナリ形式のため、サーバー OS 変更によるデータ変換の必要はありません。Windows 版

で利用していたデータを、Linux 版に移行して使用できます。

ユーザー情報連携を行っている場合の注意

「サイボウズ Office シリーズ」 (「サイボウズ Office 7」「サイボウズ Office 6」「サイボウズ AG」「サイボウズ Office 4」) との

ユーザー情報連携の設定を行っている場合、「サイボウズ Office シリーズ」と「サイボウズ デヂエ」が同じサーバーにインス

トールされていないとユーザー情報連携の設定が無効になりますので、注意してください。

なお、ユーザー情報連携を行っている「サイボウズ Office シリーズ」と「サイボウズ デヂエ」を同時にサーバー移行した場

合、「サイボウズ Office シリーズ」のインストールディレクトリを、サーバー移行元のインストールディレクトリと同一にできれ

ば、ユーザー情報連携の情報を引き継いだままの移行が可能です。

サーバーを移行する

サーバーの移行時には、「サイボウズ デヂエ」の「(インストールディレクトリ)/cbdb」ディレクトリ以下のすべてのファイルを、

MO など外部媒体にコピーすることを推奨します。

移行元サーバーの「サイボウズ デヂエ」データのバックアップをとる

バックアップの取り方については「バックアップ方法」を参照してください。

1.

移行先サーバーに、最新の「サイボウズ デヂエ」をダウンロードする

最新のデヂエのダウンロード方法については「ダウンロード」を参照してください。

2.

移行先サーバーに最新の「サイボウズ デヂエ」をインストールする 

手順 2. でダウンロードした最新の「サイボウズ デヂエ」のインストールを行います。

Windows版のインストールについては「Windows版「サイボウズデヂエ」の新規インストール」を参照してください。

UNIX版のインストールについては「UNIX版「サイボウズデヂエ」の新規インストール」を参照してください。

3.

移行元サーバーのデータを、移行先のサーバーへ移行する 

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。必ず、上書きコピーを行ってください。 

移行元サーバーの対象データ

(インストールディレクトリ)/cbdb/data

(インストールディレクトリ)/cbdb/file

移行先サーバーのディレクトリ

4.
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(インストールディレクトリ)/cbdb

移行先サーバーの動作確認を行う 

移行先サーバーの URL にアクセスして、ライブラリが正常に動作することを確認します。

5.

移行元サーバーからのアンインストールとデータの削除を行う

データが正常に移行されていることを確認します。1.

移行元サーバーの「サイボウズ デヂエ」をアンインストールします。

Windows 版の場合

スタートメニューより [設定] → [コントロールパネル] → [アプリケーションの追加と削除] を選択し、「サ

イボウズ デヂエ」をアンインストールします。

UNIX 版の場合

UNIX 版にはアンインストーラーはありません。手動で「サイボウズ デヂエ」のデータを削除します。

2.

データを削除します。

以下のディレクトリを削除します。

(インストールディレクトリ)/cbdb

(ホームディレクトリ)/cbdb

3.

6.

ドライブを移行する

現在運用中の「サイボウズ デヂエ」とは別のドライブに、「サイボウズ デヂエ」を移行します。

ここでは、C ドライブから D ドライブに移行する場合を例にとって説明します。

ドライブ移行時には、「サイボウズ デヂエ」の「(インストールディレクトリ)/cbdb」ディレクトリ以下のすべてのファイルをバック

アップすることを推奨します。

移行元ドライブ (C ドライブ) の「サイボウズ デヂエ」データのバックアップをとる

バックアップの取り方については「バックアップ方法」を参照してください。

1.

C ドライブの「サイボウズ デヂエ」をアンインストールする 

スタートメニューより、[設定] → [コントロールパネル] → [アプリケーションの追加と削除] を選択し、「サイボウズ デヂ

エ」をアンインストールします。

※アンインストールしても、「サイボウズ デヂエ」のデータは削除されません。

2.

移行先ドライブ (D ドライブ) に最新の「サイボウズ デヂエ」をダウンロードする

最新のデヂエのダウンロード方法については「ダウンロード」を参照してください。

3.

D ドライブに最新の「サイボウズ デヂエ」をインストールする 

手順 3. でダウンロードした最新の「サイボウズ デヂエ」のインストールを行います。

Windows版のインストールについては「Windows版「サイボウズデヂエ」の新規インストール」を参照してください。

UNIX版のインストールについては「UNIX版「サイボウズデヂエ」の新規インストール」を参照してください。

ホームディレクトリ 

初期設定で表示されている値のままとします。

ホームディレクトリに表示されるディレクトリは、Webサーバー側であらかじめ設定されているディレクトリです。こ

のディレクトリ以下には、「サイボウズ デヂエ」で使用される画像ファイルなどが保存されます。

4.
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インストールディレクトリ

「D:\cbdb」のように、ドライブ名も含めて指定します。

インストールディレクトリを「C:\InetPub\scripts」以外に設定した場合は、Webサーバーで、仮想ディレクトリを設定

する必要があります。

仮想ディレクトリについては、「仮想ディレクトリ」を参照してください。

動作確認を行う 

D ドライブの「サイボウズ デヂエ」にアクセスできるかどうか、確認します。

アクセス先の URL は「http://(サーバーの IP またはホスト名)/**/db.exe?」となります。このアドレスの「/**」の部分は、

Webサーバーの仮想ディレクトリで設定した名称になります。

5.

C ドライブのデータを D ドライブに上書きコピーする 

必ず、上書きコピーを行ってください。 

移行元ドライブ (C ドライブ) の対象データ

(インストールディレクトリ)/cbdb/data

(インストールディレクトリ)/cbdb/file

移行先ドライブ (D ドライブ) のディレクトリ

(インストールディレクトリ)/cbdb

6.

再度、動作確認を行う 

データ移行が完了したら、以下の動作を確認します。

D ドライブの「サイボウズ デヂエ」の動作に問題がないか

C ドライブの「サイボウズ デヂエ」のデータを削除してよいか

7.

C ドライブの「サイボウズ デヂエ」データを削除する 

C ドライブから、「サイボウズ デヂエ」のデータを削除します。 

削除対象は、C ドライブの「(インストールディレクトリ)/cbdb」ディレクトリです。

※「401 データファイルを開けません」のエラーメッセージが表示された場合は、「よくある質問」を参照してください。

･Windows 版

･UNIX 版

8.

仮想ディレクトリ

インストールディレクトリを「C:\InetPub\scripts」配下以外に設定した場合は、Webサーバーで、仮想ディレクトリを設定する

必要があります。

例) インストールディレクトリを「D:\cbdb」に設定した場合

　仮想ディレクトリ : /dezie

※仮想ディレクトリ名 (エイリアス) には、「/cbdb」を指定しないでください。

仮想ディレクトリの詳細や設定方法については、「仮想ディレクトリとは」を参照してください。

78



ホーム > マニュアル > 導入ガイド > 仮想ディレクトリについて 

仮想ディレクトリとは   

仮想ディレクトリを新規作成する   

仮想ディレクトリとは 

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

仮想ディレクトリとは、簡単には以下の組み合わせです (Webサーバーで設定します)。 

例)  

 ディレクトリ C:\InetPub\scripts 

 エイリアス名 /scripts 

 アクセス権  読み取り不可、実行可能 

上記のように設定されている場合、「/scripts」は、「C:\InetPub\scripts」を指します。 

Webブラウザー (Internet Explorer・Netscape など) で  

 

 http:// (サーバーのホスト名) /scripts/test.exe  

 

にアクセスすると、Webサーバーは「/scripts」、つまり「C:\InetPub\scripts」ディレクトリ以下の「test.exe」というファイルを「実行」しま

す。「/scripts」が「実行可能」になっていれば、その配下のディレクトリも「実行可能」の属性を持つので、「/scripts/sales/test1.exe」も

「/scripts/system/test2.exe」も実行可能となります。  

Windows 版で利用する Webサーバー (IIS (MicrosoftI nternet Information Server)・サイボウズ Webサーバー・Peer Web Services) で

は、以下の仮想ディレクトリが初期値として設定されています。 

 ディレクトリ C:\InetPub\scripts 

 エイリアス名 /scripts 

 アクセス権  読み取り不可、実行可能 

そのため、サイボウズ製品を「C:\InetPub\scripts」へインストールした場合は、仮想ディレクトリを新しく設定しなくても、  

 

 http:// (サーバーのホスト名) /scripts/office.exe?  

 

にアクセスすると、「C:\InetPub\scripts」ディレクトリ以下の「office.exe」が「実行」されます。 

サイボウズ製品を「C:\InetPub\scripts」配下以外の場所へインストールした場合は、仮想ディレクトリを新規に作成する必要がありま

す。 

仮想ディレクトリを新規作成する 

IIS 4.0 (Microsoft Internet Information Server4.0)   

IIS 5.0 (Microsoft Internet Information Services5.0)   

IIS 6.0 (Microsoft Internet Information Services6.0)   

サイボウズ Webサーバー 3.1   

PWS3.0 (Microsoft Peer Web Services 3.0 for Windows NT Workstation version 4.0)   

UNIX 版 Apache の場合   

仮想ディレクトリについて 

ディレクトリ Web で公開するファイルを入れておくディレクトリ

エイリアス名 Webブラウザーからアクセスする時、URL に指定する名前

ディレクトリへのアクセス権 Webサーバー上で設定したディレクトリに対してできること

仮想ディレクトリの新規作成については、以下を確認してください。 
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > 仮想ディレクトリ (IIS 4.0) について 

ここでは、IIS 4.0 の仮想ディレクトリ作成手順を説明します。 

1. インターネットサービスマネージャを起動する   

2. 仮想ディレクトリを作成する   

1. インターネットサービスマネージャを起動する 

まず、インターネットサービスマネージャを起動します。 

1. スタートメニューより [プログラム] → [WindowsNT4.0 Option] → [Microsoft Internet Information Server] を選択する  

→ 「Microsoft 管理コンソール」画面が表示されます。  

2. 「新しい仮想ディレクトリのウィザード」を開始する  

3. 画面左側のツリーで「規定の Web サイト」を右クリックして、[新規作成] → [仮想ディレクトリ] を選択する  

→ 「新しい仮想ディレクトリのウィザード」画面が表示されます。  

  

  

2. 仮想ディレクトリを作成する 

次に、仮想ディレクトリを作成します。 

1. エイリアスを入力する  

仮想ディレクトリのエイリアスを入力し、[次へ] をクリックします。 

エイリアスに「cbdb」は設定しないでください。 

仮想ディレクトリ (IIS 4.0) について 
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2. ディレクトリを設定する  

手順 1. で入力したエイリアスの仮想ディレクトリの場所を指定します。 

ここには、「サイボウズ デヂエ」のインストールディレクトリを指定します。  

 

直接パスを入力するか、  をクリックしてディレクトリを設定し、[次へ] をクリックします。  

  

3. アクセス権を設定する  

この仮想ディレクトリにアクセス権を設定します。  

 

「実行アクセスを許可する (スクリプトのアクセスを含む)」のみチェックを入れ、[完了] をクリックします。  

  

エイリアスについては、「 エイリアスとは 」を参照してください。 

インストールディレクトリが D:\cybozu\cbdb、エイリアスが cybozu の場合のアクセス URL は、  

  http://(サーバー名またはサーバーの IP アドレス)/cybozu/db.exe?  

になります。 
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エイリアスとは、アクセスするディレクトリに割り当てる短い名前です。 

例えば、「cybozu」というエイリアスを指定した場合、http://(サーバー名)/cybozu という URL でディレクトリにアクセスできま

す。 

エイリアスとは
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > 仮想ディレクトリ (IIS 5.0) について 

ここでは、IIS 5.0 の仮想ディレクトリ作成手順を説明します。  

1. インターネットサービスマネージャを起動する   

2. 仮想ディレクトリを作成する   

1. インターネットサービスマネージャを起動する 

まず、インターネットサービスマネージャを起動します。 

1. コントロールパネルから、[管理ツール] → [インターネットサービスマネージャ] を選択する  

→ 「インターネットインフォメーションサービス」画面が表示されます。  

2. 「新しい仮想ディレクトリのウィザード」を開始する  

3. 画面左側のツリーから「規定の Web サイト」を右クリックして、[新規作成] → [仮想ディレクトリ] を選択する  

→ 「仮想ディレクトリの作成ウィザード」画面が表示されます。  

  

2. 仮想ディレクトリを作成する 

次に、仮想ディレクトリを作成します。 

1. エイリアスを入力する  

仮想ディレクトリのエイリアスを入力し、[次へ] をクリックします。 

エイリアスに「cbdb」は設定しないでください。 

仮想ディレクトリ (IIS 5.0) について 
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2. 仮想ディレクトリを指定する  

手順 1. で入力したエイリアスの仮想ディレクトリの場所を指定します。 

ここには、「サイボウズ デヂエ」のインストールディレクトリを指定します。  

 

直接パスを入力するか、  をクリックしてディレクトリを設定し、[次へ] をクリックします。  

  

3. アクセス権を設定する  

「ISAPI アプリケーションや CGI 等を実行する」のみチェックを入れ、[完了] をクリックします。  

  

4. ウィザードを完了する  

[完了] をクリックして、「仮想ディレクトリの作成ウィザード」を終了します。  

エイリアスについては、「 エイリアスとは 」を参照してください。 
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エイリアスとは、アクセスするディレクトリに割り当てる短い名前です。 

例えば、「cybozu」というエイリアスを指定した場合、http://(サーバー名)/cybozu という URL でディレクトリにアクセスできま

す。 

インストールディレクトリが D:\cybozu\cbdb、エイリアスが cybozu の場合のアクセス URL は、  

  http://(サーバー名またはサーバーの IP アドレス)/cybozu/db.exe?  

になります。 

エイリアスとは
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > 仮想ディレクトリ (サイボウズ Webサーバー 3.1) について 

ここでは、「サイボウズ Webサーバー 3.1」の仮想ディレクトリ作成手順を説明します。 

1. サイボウズ Webサーバーマネージャを起動する   

2. 仮想ディレクトリを作成する   

3. 完了する   

1. サイボウズ Webサーバーマネージャを起動する 

まず、サイボウズ Webサーバーマネージャを起動します。 

1. スタートメニューより [プログラム] → [サイボウズサーバー] → [サイボウズ Webサーバーマネージャ] を選択する  

→ 「サイボウズ(R) Webサーバー」画面が表示されます。  

  

2. 仮想ディレクトリを作成する 

次に、仮想ディレクトリを作成します。 

1. [追加] をクリックする  

→ 「ディレクトリのプロパティ」画面が表示されます。  

 

仮想ディレクトリ (サイボウズ Webサーバー 3.1) について 
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2. 必要項目を設定する  

3. [OK] をクリックします。  

→ 「サイボウズ(R) Webサーバー」画面に戻ります。  

3. 完了する 

後に、設定を適用します。 

1. [適用] をクリックし、[OK] をクリックする  

  

ディレクトリ
「サイボウズ デヂエ」のインストールディレクトリを指定して

ください。

仮想ディレクトリ名

ディレクトリ欄に設定したディレクトリにアクセスするための

ディレクトリ名を設定してください。 

仮想ディレクトリ名に「cbdb」は設定しないでください。  

 

例)  

「cybozu」という仮想ディレクトリ名を設定した場合、  

「http://(サーバー名)/cybozu/」という URL でディレクトリ

にアクセスできます。  

 

アクセス権 「実行」のみチェックを入れます。

インストールディレクトリが D:\cybozu\cbdb、エイリアスが cybozu の場合のアクセス URL は、  

  http://(サーバー名またはサーバーの IP アドレス)/cybozu/db.exe?  

になります。 
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > 仮想ディレクトリ (Peer Web Services) について 

ここでは、「Peer Web Services」の仮想ディレクトリ作成手順を説明します。 

1. インターネットサービスマネージャを起動する   

2. サービスプロパティを開く   

3. 仮想ディレクトリを作成する   

4. 完了する   

1. インターネットサービスマネージャを起動する 

まず、インターネットサーバーマネージャを起動します。 

1. スタートメニューより [プログラム] → [Microsoft Peer Web Services] → [インターネットサービスマネージャ] を選択する  

→ 「Microsoft インターネットサービズマネージャ」画面が表示されます。 

2. サービスプロパティを開 

次に、サービスプロパティを開きます。 

1. 実行中のマシン名を右クリックして、[サービスプロパティ] を選択する  

  

→ 「サービズプロパティ」画面が表示されます。  

3. 仮想ディレクトリを作成する 

次に、仮想ディレクトリを作成します。 

1. ディレクトリタブを選択し、[追加] をクリックする  

→ 「ディレクトリのプロパティ」画面が表示されます。  

仮想ディレクトリ (Peer Web Services) について 
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2. 必要項目を設定する  

3. [OK] をクリックする  

4. 完了する 

後に、設定を適用します。 

1. [適用] をクリックし、[OK] をクリックする  

エイリアスとは、アクセスするディレクトリに割り当てる短い名前です。 

例えば、「cybozu」というエイリアスを指定した場合、http://(サーバー名)/cybozu という URL でディレクトリにアクセスできま

す。 

ディレクトリ

「サイボウズ デヂエ」のインストールディレクトリを指定してください。 

ディレクトリの設定は、直接パスを入力するか、 をクリックしてくだ

さい。

エイリアス

「仮想ディレクトリ」を選択して、エイリアス欄に仮想ディレクトリのエイリアス

を入力します。  

仮想ディレクトリ名に「cbdb」は設定しないでください。 

 

例)  

「cybozu」という仮想ディレクトリ名を設定した場合、「http://(サーバー

名)/cybozu/」という URL でディレクトリにアクセスできます。 

 

エイリアスに「cbdb」は設定しないでください。 

アクセス 「実行」のみチェックを入れます。

エイリアスについては、「 エイリアスとは 」を参照してください。 

インストールディレクトリが D:\cybozu\cbdb、エイリアスが cybozu の場合のアクセス URL は、  

  http://(サーバー名またはサーバーの IP アドレス)/cybozu/db.exe?    

になります。 

エイリアスとは
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > 仮想ディレクトリ (Apache) について 

Apache の仮想ディレクトリの変更手順 

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

れます。 

インストールディレクトリを確認する   

httpd.conf の内容   

インストールディレクトリを入力する   

インストールディレクトリを確認する 

「サイボウズ デヂエ」のインストール時に、インストーラーの「インストールディレクトリの設定」で、インストールディレクトリが初期表示

されます。 

httpd.conf の内容 

インストーラーで初期表示されたディレクトリと異なる場所に「サイボウズ デヂエ」をインストールする場合は、そのディレクトリが

「httpd.conf」で「Script Alias」に設定されている必要があります。 

エイリアスに「cbdb」は設定しないでください。 

例)  

インストールするディレクトリを「/cgi/cybozu/cbdb」、エイリアスを「cybozu」とする場合 

「httpd.conf」に、以下の赤字部分を追加します。 

仮想ディレクトリ (Apache) について 

===============インストールディレクトリの確認=============== 

/usr/local/www/cgi-bin/cbdb 

このディレクトリをインストール先にしてよろしいですか？ 

[Y] : はい / N : 別ディレクトリを設定 / Q : インストール終了 : 

========Confirming Install Directory Location=============== 

/usr/local/www/cgi-bin/cbdb 

To install the files in this directory, press Enter. To install the files to a different directory, 

Press N. 

[Y] : Yes / N : Select Different Directory / Q : Quit : 

# ScriptAlias : This controls which directories contein server scripts. 

# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that 

# documents in the realname directory are treated as applications and 

# run by dhe server when requested rather than as documents sent to the client. 

# The same rules about trailing "/" apply to ScriptsAlias directives as to 

# Alias. 

# 

ScriptAlias /cgi-bin/ "/ver/www/cgi-bin/" 

<Directory "/ver/www/cgi-bin"> 

   AllowOverride None 

   Options ExecCGI 

   Order allow,deny 

</Directory> 

ScriptAlias /cybozu/ "/cgi/cybozu/cbdb/" 

       ~~~~~~~~~~ 

        ↑エイリアス名 

<Directory "/cgi/cybozu"> 

  AllowOverride None 
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インストールディレクトリを入力する 

上記のように「httpd.conf」の「Script Alias」に設定してあるディレクトリは、インストール先として指定できます。 

インストールディレクトリが /cgi/cybozu/cbdb、エイリアスが cybozu の場合のアクセス URL は、  

 

  http://サーバー名 or サーバーの IP アドレス/cybozu/db.cgi?  

 

になります。 

エイリアスとは、アクセスするディレクトリに割り当てる短い名前です。 

例えば、「cybozu」というエイリアスを指定した場合、http://(サーバー名)/cybozu という URL でディレクトリにアクセスできま

す。 

  Options ExecCGI 

  Order allow,deny 

  Allow from all 

</Directory> 

エイリアスについては、「 エイリアスとは 」を参照してください。 

===============インストールディレクトリの入力=============== 

インストール先のディレクトリを入力して Enter を押してください。 

(Q : インストールの中止) 

インストール先ディレクトリ : cgi/cybozu/cbdb 

エイリアスとは
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > 仮想ディレクトリ (IIS 4.0) について 

ここでは、IIS 6.0 の仮想ディレクトリ作成手順を説明します。 

1. インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャを起動する   

2. 仮想ディレクトリを作成する   

1. インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャを起動する 

まず、インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャを起動します。 

1. スタートメニューより [インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャ] を選択する  

→ 「インターネットインフォメーションサービス (IIS) マネージャ」画面が表示されます。  

2. 「新しい仮想ディレクトリのウィザード」を開始する  

3. 画面左側のツリーから「規定の Web サイト」を右クリックして、[新規作成] → [仮想ディレクトリ] を選択する  

→ 「仮想ディレクトリの作成ウィザード」画面が表示されます。 

  

2. 仮想ディレクトリを作成する 

次に、仮想ディレクトリを作成します。 

1. エイリアスを入力する  

仮想ディレクトリのエイリアスを入力し、[次へ] をクリックします。 

エイリアスに「cbdb」は設定しないでください。 

仮想ディレクトリ (IIS 6.0) について 
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2. 仮想ディレクトリを指定する  

手順 1. で入力したエイリアスの仮想ディレクトリの場所を指定します。 

ここには、「サイボウズ デヂエ」のインストールディレクトリを指定します。  

 

直接パスを入力するか、  をクリックしてディレクトリを設定し、[次へ] をクリックします。  

  

3. アクセス権を設定する  

この仮想ディレクトリにアクセス権を設定します。  

 

「ISAPI アプリケーションや CGI などを実行する」のみチェックを入れ、[完了] をクリックします。  

 

エイリアスについては、「 エイリアスとは 」を参照してください。 
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4. ウィザードを完了する  

[完了] をクリックし、「仮想ディレクトリの作成ウィザード」を終了します。  

  

エイリアスとは、アクセスするディレクトリに割り当てる短い名前です。 

例えば、「cybozu」というエイリアスを指定した場合、http:// (サーバー名) /cybozu という URL でディレクトリにアクセスできま

す。 

インストールディレクトリが D:\cybozu\cbdb、エイリアスが cybozu の場合のアクセス URL は、  

  http://(サーバー名またはサーバーの IP アドレス)/cybozu/db.exe?  

になります。 

エイリアスとは
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > 環境の設定 > バックアップ方法 

「サイボウズ デヂエ」には、バックアップ機能は未搭載です。大切なデータを守るために、常日頃、バックアップをお取りください。 

「サイボウズ デヂエ」でバックアップが必要なデータ   

バックアップしたファイルを復旧する   

なぜバックアップが必要？   

いつバックアップを取ればいいか？   

何をバックアップすればいいか？   

「サイボウズ デヂエ」でバックアップが必要なデータ 

「サイボウズ デヂエ」においてバックアップとして必要なデータは、以下のディレクトリに保存されています。 

(インストールディレクトリ)/data 以下すべてのファイル 

例) C:\Inetpub\scripts\cbdb\data 以下  

(インストールディレクトリ)/file 以下すべてのファイル 

例) C:\Inetpub\scripts\cbdb\file 以下  

これらのディレクトリを、MO、CD-R など、外部媒体にコピーすれば、バックアップファイルとなります。 

上記ディレクトリをバックアップすることで、ライブラリおよび「サイボウズ デヂエ」で管理しているユーザー・ライセンス情報など、すべ

ての情報がバックアップできます。 

バックアップしたファイルを復旧する 

バックアップしておいたファイルを利用して、サーバーが異常終了した場合などにデータの復旧が行えます。また、特定のライブラリだ

けを復旧することもできます。 

サーバーが異常終了した場合 

1. 他のサーバーに「サイボウズ デヂエ」をダウンロードし、インストールする  

2. バックアップファイルを、手順 1. の「サイボウズ デヂエ」インストールディレクトリ以下に上書きコピーする  

例えば、新しい「サイボウズ デヂエ」のインストール先ディレクトリが「C:\InetPub\scripts\cbdb」の場合、バックアップの data お

よび file ディレクトリは「C:\InetPub\scripts\cbdb」に上書きコピーします。 

なお、ライセンスキーは、再入力の必要はありません。バックアップデータにライセンスキー情報も保存されています。 

特定のライブラリだけを復旧する場合 

ライブラリを指定して復旧を行うと、以下のディレクトリおよびファイルが上書きされます。 

バックアップファイル「data/db/(ライブラリ ID).dbm」 

例) data\db\10.dbm 

「インストールディレクトリ/data/db」に上書きコピーされます。  

バックアップファイル「file/db/(ライブラリ ID)」以下のディレクトリおよびファイル 

例) file\db\10 以下 

「インストールディレクトリ/file/db」に、「10」ディレクトリ以下すべて上書きコピーされます。  

バックアップ方法 

ダウンロードについては「ダウンロード」を参照してください。
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1. 目的のライブラリの、ライブラリ ID を確認する  

2. バックアップしたデータの中から、手順 1. で確認したライブラリファイルを探す  

3. 手順 2. で探したバックアップデータを、サーバーに戻す  

4. 「サイボウズ デヂエ」にアクセスし、データが復旧できているか確認する  

その際、ライブラリにレコードを登録できるか、レコードを編集できるか、確認してください。 

なぜバックアップが必要？ 

うっかりレコードを消してしまった、うっかりライブラリを削除してしまった、ハードディスクが壊れてしまったなど、人為的な操作ミス、ハ

ードウェアの障害およびトラブルは突然やってきます。 

 

データをバックアップしていれば、すぐに復旧できたのに、面倒だからと後回しにしていたために、痛い目にあった人は少なくないでしょ

う。普段からバックアップ作業を習慣化し、不具合が起きたときに速やかに復旧できるように、準備しておくのが 良です。 

いつバックアップを取ればいいか？ 

早朝や深夜など、誰も「サイボウズ デヂエ」にアクセスしていない時間帯にバックアップ作業を行いましょう。 

誰かが「サイボウズ デヂエ」にデータの書き込みを行っているときにバックアップ作業を行うと、書き込み作業の手前までのデータが

バックアップファイルとして保存されるなど、データに差分が生じる可能性があります。 

また、バックアップは、「1 日 1 回 23 時に取る」など、スケジュールを決めて取るように習慣化しましょう。 

取ったバックアップファイルは特定の場所に保存し、いつのデータであるかを把握できるように管理する必要があります。トラブルが発

生したときにすぐにデータを復旧できるよう、工夫しましょう。 

操作が簡単で、継続できるバックアップ方法を選択してください。 

何をバックアップすればいいか？ 

ハードディスクが故障してしまうと、サーバー自体が使えなくなります。 

この場合、いくら「サイボウズ デヂエ」のデータをバックアップしていても、すぐに「サイボウズ デヂエ」を使える状態に復旧することは

できません。 

スムーズにシステム全体を復旧するためにも、専用のソフトで OS のインストールや各種ドライバの設定などシステム全体のバックア

ップを取る、または予備マシン (使い古しのマシンなど) を準備しておくのも良いでしょう。 

必ず、ライブラリ ID ごとに復旧してください。 

「(インストールディレクトリ) /data」以下のすべてのファイルを上書きコピーすると、新規に登録したライブラリが閲覧できなくなっ

たり、削除したライブラリが一覧に表示されるなど、「サイボウズ デヂエ」に不整合が生じる可能性があります。 

「401 データファイルを開けません」と表示された場合は、FAQ を参照してください。 

･Windows 版 

･UNIX 版 

バックアップを行うときは、データの破損や不整合を防ぐ為にメンテナンス時間に設定することを推奨します。 

メンテナンス時間の設定方法については、「メンテナンス時間の設定」を参照してください。 
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「サイボウズ デヂエ」をインストールすると、インストール先のディレクトリ以下に、次のような構成でファイルが保存されます。 

ファイル構成 

 db.exe 

(UNIX 版 は db.cgi)
サイボウズ デヂエの実行ファイル

 ReadmeDezie.txt 「サイボウズ デヂエ」についての説明ファイル

 LicenseDezie.txt 「サイボウズ デヂエ」についての試用許諾書

 data ライブラリ格納用ディレクトリ

├  db.odb 「サイボウズ デヂエ」で扱うライブラリ情報ファイル

├  dbuser.odb 「サイボウズ デヂエ」で扱うユーザー情報ファイル

├  db ライブラリ用ファイル格納ディレクトリ

│ │

│ │

│ └  ライブラリ ID.dbm 

│ 

│

ライブラリファイル

1 ライブラリに 1 ファイル作成されます。

ライブラリ ID はライブラリ情報に記載されています。

└  users 個人設定用ファイル格納ディレクトリ

  └ ユーザー ID.odb 「サイボウズ デヂエ」の個人設定情報ファイル

 page テンプレート用ディレクトリ

└  *.html 各テンプレートファイル

 file ファイルフィールドで登録したファイルが格納されるデ

ィレクトリ

│ 

└  db

  ├  ライブラリ ID 

  │ 

  │

ライブラリごとにライブラリ ID 名のディレクトリが作成

され、

ファイルフィールドで登録したファイルが格納されま

す。

ライブラリ ID はライブラリ情報に記載されています。

  │

  │

  └  logs ライブラリログが保存されるディレクトリ 

※ライブラリログはテキストファイルで保存されます。

    └  ライブラリ ID 

     │ 

     │

ライブラリごとにライブラリ ID 名のディレクトリが作成

され、

ライブラリログファイルが格納されます。

ライブラリ ID はライブラリ情報に記載されています。

     │

     │
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上記のファイルの他にも、Webサーバーのドキュメントルート (ホームディレクトリ) の下位に「cbdb」というフォルダが作成され、

「サイボウズ デヂエ」で使われる画像ファイルが保存されます。 

通常、Windows 版で は C:\InetPub\wwwroot\cbdb になります。 

ドキュメントルートディレクトリ 

     └  logYYYYMMDD.csv ライブラリログファイル 

(ライブラリログを削除する場合は、このファイルを削

除してください。) 

data ディレクトリ以下の「.mrr」ファイルは自動修復のためのファイルです。 

ライブラリログファイルは、ログが記録される操作が行われた時点で、日付ごとに作成されます。  

詳細については、「ライブラリファイルを修復する」を参照してください。 

ドキュメントルートディレクトリについて

 cbdb
サイボウズ デヂエで使われる画像ファイルと dtd ファイルが格納されるディ

レクトリ

 └  

css
スタイルシートが格納されるディレクトリ
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