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ホーム > マニュアル > はじめに

 

ここでは、「サイボウズ デヂエ」の導入から実際にご利用いただくまでのながれや、マニュアル画面の見かたを紹介します。

このページをよく読み、マニュアルの有効活用にお役立てください。

マニュアル画面の見かた

「サイボウズ デヂエ」利用のながれ

マニュアル画面の見かた

 

「サイボウズ デヂエ」のマニュアル画面は、以下のような構成になっています。

太枠や矢印部分をクリックして、各部の説明を確認してください。

 

 

画面上部のエリア
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１：マニュアル

のカテゴリ

(上部タブ)

マニュアルには、以下のカテゴリを用意しています。参照する機

能、サービスによって上部タブを選択してください。カテゴリの詳

細は、以下のとおりです。

システム設定

マニュアル

システム管理者が行う設定について説明して

います。

ライブラリ構築

マニュアル

ライブラリの構築、ライブラリの効率よい使い方

や設定、管理方法を説明しています。

ユーザーマ

ニュアル

作成したライブラリを利用するときの操作方法

を説明しています。

索引

「サイボウズ デヂエ」の索引です。知りたいこと

をキーとして、読みたいページへすばやくたど

り着けます。

画面右側のエリア

２：カテゴリ内リ

ンク

同じカテゴリの別ページへのリンクを列挙しています。クリックする

と、該当ページへ移動できます。

本文エリア

３：ページ内項

目のリンク

ページ内で説明している項目を列挙しています。クリックすると、

該当箇所へ移動できます。

４：▲ 上に戻る クリックすると、ページ最上部に移動できます。

５：アイコン・

マーク

注意していただきたいことや補足説明などは、以下のアイコンや

マークを使って示しています。

ぺージ上部に配置されている場合は、その

ページで説明している内容は、 システム管理

者 のみが設定が可能ということを示していま

す。

ページの項目部分に配置されている場合は、

その項目で説明している内容は、 システム管

理者 のみが設定可能ということを示していま

す。

ぺージ上部に配置されている場合は、その

ページで説明している内容は、 ライブラリ管

理者 のみが設定が可能ということを示してい

ます。

ページの項目部分に配置されている場合は、

その項目で説明している内容は、 ライブラリ

管理者 のみが設定可能ということを示してい

ます。

設定などを行う前に、必ず確認していただき

たい注意点を説明しています。

※
メインの操作以外の操作がある場合などに、

補足として説明しています。
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関連する項目についての参照先を示していま

す。

ぜひ知っておいていただきたい機能や仕様、

知っていると得する情報を「OnePoint」として

説明しています。

ページ内に「OnePoint」がありましたら、必見

です。

マニュアルを参照してもわからないことがありましたら、画面左上の「サポートお問い合わせ窓口」タブから、弊社 「サポートセンター」 に

お問い合わせください。

「サイボウズ デヂエ」利用のながれ

 

ここでは、「サイボウズ デヂエ」の導入から実際に使ってみるまでのながれを紹介します。各ステップの詳細は、各ガイドを参

照してください。

「システム管理者」の作

業

まず「システム管理者」

が、インストールから初

期設定までを行いま

す。

「導入ガイド」

インストールします。

「サイボウズ デヂエ」のインストールを

行います。

新規かバージョンアップか、OS は何か

により、インストール手順は異なりま

す。

1.

クライアントパソコンの設定を行いま

す。

Webブラウザーの設定を行います。

Webブラウザーが何かにより、設定手

順は異なります。

2.

ライセンスキーの設定を行います。

ライセンスキーを製品に設定します。

3.

初期設定を行います。

「サイボウズ デヂエ」の導入時には、以

下の設定を行います。

グループの登録

ユーザーの登録

システム管理者の登録

サポート管理者の登録

ログイン方法の設定

サイボウズ共通認証の設定

(「サイボウズ Office 7」／「サイ

ボウズ Office 6」／「サイボウズ

ガルーン」と共通認証を行う場

合)

ライブラリ・フォルダの運用権限

の設定

4.

「ライブラリ管理者」の

作業
ライブラリの設定を行います。1.
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続いて、「ライブラリ管

理者」が各ライブラリの

設定を行います。

「ライブラリ構築

ガイド」

「一般ユーザー」の作業

「一般ユーザー」は、ラ

イブラリ管理者によって

設定されたライブラリ

に、情報をレコードとし

て登録したり、閲覧した

りできます。

「かんたん操作ガ

イド」

ログインします。1.

ライブラリにレコードを登録します。2.

登録したレコードを閲覧します。3.

ログアウトします。4.
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド 

  

このガイドでは、「サイボウズ デヂエ」のインストール、インストール後に必要な設定、 新版の「サイボウズ デヂエ」へのバージョンア

ップ、「サイボウズ デヂエ」のアンインストールについて説明します。  

新規に「サイボウズ デヂエ」をインストールする場合   

新版の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップする場合   

「サイボウズ デヂエ」をアンインストールする場合   

新規に「サイボウズ デヂエ」をインストールする場合 

「サイボウズ デヂエ」をダウンロードしたら、インストールを行います。インストールが完了したら、Webブラウザーの設定やユーザー登

録など、「サイボウズ デヂエ」の利用に必要な設定を行います。 

 

「サイボウズ デヂエ」をインストールする 

ダウンロードした「サイボウズ デヂエ」のインストールを行います。 

「サイボウズ デヂエ」のインストール方法は、Windows 版・UNIX 版で異なります。 

※なお、「サイボウズ デヂエ 6.0」以降は Sun Cobalt 版には対応しておりません。  

クライアントパソコンの設定を行う 

「サイボウズ デヂエ」のインストール後、「サイボウズ デヂエ」を正常に利用するため、クライアントパソコンごとに Webブラウザーの設

定を行います。 

「サイボウズ デヂエ」のライセンスキーを設定する 

購入した「サイボウズ デヂエ」のライセンスキーを設定します。  

 

「サイボウズ デヂエ」に必要な設定を行う 

利用ユーザーの登録やシステム管理者の登録、ライブラリ・フォルダの運用権限など、「サイボウズ デヂエ」の運用に必要な初期設定

を行います。 

「サイボウズ デヂエ」の利用を開始する前に、この設定を必ず行ってください。  

 

「サイボウズ デヂエ」をインストールするには、Webサーバーがインストールされている必要があります。ご利用のサーバー OS 

に応じて、あらかじめ Webサーバーをインストールしてください。 

なお、「サイボウズ デヂエ」のインストール時に「サイボウズ Webサーバー」を併せてインストールすることも可能です。  

「サイボウズ デヂエ」で推奨する Webサーバー要件については、 「Webサーバーについて」 を参照してください。

Windows 版「サイボウズ デヂエ」の新規インストール  

UNIX 版「サイボウズ デヂエ」の新規インストール  

Webブラウザーの設定 

   

ライセンスキーの設定 

   

「サイボウズ デヂエ」ではじめに行うこと 
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新版の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップする場合 

お使いの「サイボウズ デヂエ」や「サイボウズ DB メーカー」を 新版の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップします。  

バージョンアップ方法は、Windows 版と UNIX 版で異なります。  

「サイボウズ デヂエ」をアンインストールする場合 

お使いの「サイボウズ デヂエ」をアンインストールします。 

アンインストール方法は、Windows 版とUNIX 版で異なります。 

Windows 版「サイボウズ デヂエ」のアンインストール 

Windows 版「サイボウズ デヂエ」をアンインストールします。 

1. Windows のスタートメニューより [設定] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] を選択する  

2. 「サイボウズ(R) デヂエ(R)」を選択し、[変更と削除] をクリックする  

3. [OK] ボタンをクリックする  

4. データを削除する  

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 

UNIX 版「サイボウズ デヂエ」のアンインストール 

UNIX 版「サイボウズ デヂエ」をアンインストールします。  

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」のデータを削除してください。  

1. データを削除する  

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 

Windows 版「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップ  

UNIX 版「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップ  

●バージョンアップは無償  

 「サイボウズ デヂエ」の年間ライセンスの有効期間内、または「サイボウズ DB メーカー」の度数が残っている

場合は、バージョンアップは無償で行えます。 

●現在のデータを引き継いでバージョンアップ可能 

 バージョンアップ後にデータコンバートが行われるため、現在利用している「サイボウズ デヂエ」または「サイボ

ウズ DB メーカー」のデータを 新版の「サイボウズ デヂエ」で利用できます。  

 

年間ライセンスの継続／乗換については、 「継続購入価格」／「「DB メーカー」をお使いのお客様」を参照してくだ

さい。 
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > Windows 版「サイボウズ デヂエ」の新規インストール 

Windows 版「サイボウズ デヂエ」をインストールします。 

1. インストール前の確認を行う   

2. インストーラーを実行する   

3. インストールする   

4. 「サイボウズ デヂエ」へアクセスする   

5. 動作確認を行う   

6. 初期設定を行う   

1. インストール前の確認を行う 

動作環境を確認 

貴社のネットワーク環境で利用いただけるかどうか、動作環境のページで確認してください。  

ダウンロード済みかどうかの確認 

新版の「サイボウズ デヂエ」がダウンロードされていることを確認してください。 

ダウンロードされていない場合は、「サイボウズ デヂエ ダウンロード (無償) 」からダウンロードしてください。  

サーバーの日時を確認  

「サイボウズ デヂエ」をインストールするサーバーの日時が正しいか、確認してください。 

サーバーの日時を元に、ライセンスのチェックを行います。日時が正しくないと、使用に支障をきたす場合があります。  

Webサーバーがインストール済みか確認 

Webサーバーとは、Webブラウザーからの要求に応じて HTTP データ (サイトのデータ) を提供するサーバーソフトです。「サイボ

ウズ デヂエ」を使用する場合は必須となります。  

2. インストーラーを実行する 

「サイボウズ デヂエ」を新規にインストールします。  

1. ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックする  

→ インストーラーが起動します。 

Windows 版「サイボウズ デヂエ」の新規インストール 

サーバーに Webサーバーがインストールされていない場合は、「Webサーバーについて」を参照して、目的の Webサー

バーをインストールしてください。 

「サイボウズ デヂエ」に付属の「サイボウズ Webサーバー」をご利用になる場合は、「サイボウズ デヂエ」のインストー

ル時に併せてインストールできます。 

インストール時は、以下の点に注意してください。  

Administrator 権限のあるユーザーでログインし、インストールしてください。  

サーバーを再起動してからインストールを実行してください。起動しているアプリケーションの状況によっては、インストールが

正常に行われない場合があります。  

インストール先のドライブには、20,000,000 byte (約 20MB) 以上の空き領域が必要です。  
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2.  をクリックする  

  

→ 「試用許諾契約」が表示されます。  

3. 試用許諾書内容を確認し、契約に同意する場合は  をクリックする  
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3. インストールする 

「サイボウズ デヂエ」のインストールを開始します。  

インストールするマシンで Webサーバーが動作しておらず、「サイボウズ Webサーバー」もインストールされていない場合は、

「サイボウズ Webサーバー」をインストールするかどうかを確認する画面が表示されます。  

「サイボウズ Webサーバー」をインストールする場合は、チェックを入れて  をクリックします。  

 
 

1. 使用する Webサーバーのホームディレクトリの位置を設定する  

通常は、C:\InetPub\wwwroot がホームディレクトリとして検出されます。 

表示されているホームディレクトリで問題がない場合は、  をクリックします。  

 

※ 表示されているディレクトリとは違うディレクトリを指定する場合は、  をクリックし、「ディレクトリの選択」ダイアログから

インストールするディレクトリを選択します。  

Webサーバーのインストールについて

「サイボウズ Webサーバー」をインストールすると、「サイボウズ デヂエ」は以下の場所にインストールされます。 

設定を変更できなくなるので、注意してください。 

ホームディレクトリ    C:\InetPub\wwwroot  

インストールディレクトリ C:\InetPub\scripts\cbdb  

ホームディレクトリについては、「ホームディレクトリとは」を参照してください。 

Windows 用 Apache の場合は、「Apache (Windows 用) のインストール」を参照してください。
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2. インストール先ディレクトリを設定する  

インストール先のディレクトリを設定します。 

通常は、自動で C:\InetPub\scripts\cbdb が検出されます。  

表示されているインストール先ディレクトリで問題がない場合は、  をクリックします。 

  

※ 表示されているディレクトリとは違うディレクトリを指定する場合は、  をクリックし、「ディレクトリの選択」ダイアログから

インストールするディレクトリを選択します。  

※ インストール先を C:\InetPub\scripts 配下以外にした場合は、仮想ディレクトリの新規作成が必要です。 

3. インストール内容を確認し、  をクリックする  

  

→ インストールが開始されます。 

インストールが終了すると、アクセス URL の情報が表示されます。 

Windows 用 Apache の場合は、「Apache (Windows 用) のインストール」を参照してください。

仮想ディレクトリの詳細については、「仮想ディレクトリについて Windows 版」を参照してください。
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4. 内容を確認し、  をクリックする  

 

※ インストールディレクトリを「cbdb」以外にした場合は、上記の画面は表示されません。  

サイトのデータが保存されるトップのディレクトリで、Webサーバー固有のディレクトリです。ドキュメントルートともいいます。 

一般的なホームディレクトリの位置は、以下のとおりです。 

 C:\InetPub\wwwroot 

4. 「サイボウズ デヂエ」へアクセスする 

インストールした「サイボウズ デヂエ」にアクセスします。 

Webブラウザー (Internet Explorer、Netscape など) を起動し、アドレスを以下のように入力します。  

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

インストールディレクトリを「cbdb」以外にした場合のアクセス URL は以下のようになります。  

 例) インストールディレクトリを C:\InetPub\scripts\cbdb にした場合  

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

ホームディレクトリとは

Windows 用 Apache のインストールについては、「Apache (Windows 用) のインストール」を参照してください。

IP アドレス入力例) http://99.9.9.9/scripts/cbdb/db.exe?

サーバー名入力例) http://xxxx.co.jp/scripts/cbdb/db.exe?

「サイボウズ デヂエ」にアクセスできない場合の対処については、「トラブルシューティング」を参照してください。
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5. 動作確認を行う 

インストールした「サイボウズ デヂエ」の動作確認を行います。  

1. サーバーの日時を確認する  

「サイボウズ デヂエ」にアクセスすると、サーバーの日時確認画面が表示されます。 

サーバーの日時が正しい場合は、  をクリックします。 

※サーバーの日時が間違っている場合、使用に支障をきたしたり、使用できなくなる場合があります。 

間違っている場合は、サーバー OS の日時を修正し、再度アクセスしてください。 

※サーバーの日付は、常に製品右下に表示されています。定期的に確認してください。  

  

 

→ 「サイボウズ デヂエ」の画面が表示されます。  

 

  

6. 初期設定を行う 

「「サイボウズ デヂエ」ではじめに行うこと」を参照して、初期設定を行ってください。 

それでは、「サイボウズ デヂエ」をどうぞお試しください。 

インストール先ディレクトリを初期設定とは違うディレクトリに変更した (C:\InetPub\scripts\cbdb 以外) 場合は、  

をクリックしても「サイボウズ デヂエ」がうまく表示されないことがあります。これには、以下の原因が考えられます。  

サーバーのホスト名、ディレクトリ、ファイル名などが正しく入力されていない  

CGI を実行できるディレクトリではない  

「サイボウズ デヂエ」にアクセスできない場合の対処については、「トラブルシューティング」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > UNIX 版の新規インストール 

UNIX 版「サイボウズ デヂエ」をインストールします。 

1. インストール前の確認を行う   

2. アーカイブを展開する   

3. インストーラーを実行する   

4. ドキュメントルートディレクトリを設定する   

5. インストール先ディレクトリを設定する   

6. インストールする   

7. LICENSE (試用許諾書) および README の保存場所を確認する   

8. 動作確認を行う   

9. 初期設定を行う   

1. インストール前の確認を行う 

インストール時に若干の UNIX コマンドを利用します。UNIX シェル環境での作業経験がない方は、サーバー (UNIX) のシステム管理

者に協力を依頼してください。 

動作環境の確認 

貴社のネットワーク環境でご利用いただけるかどうか、動作環境のページで確認してください。  

ダウンロード済みかどうかの確認 

新版の「サイボウズ デヂエ」がダウンロードされていることを確認してください。  

ダウンロードされていない場合は、「サイボウズ デヂエ ダウンロード (無償) 」からダウンロードしてください。  

サーバーの日時の確認 

「サイボウズ デヂエ」をインストールするサーバーの日時が正しいかどうか、確認してください。  

サーバーの日時を元に、ライセンスのチェックが行われます。日時が正しくないと、使用に支障をきたす場合があります。  

Webサーバーが稼働しているかどうかの確認 

Webサーバーとは、Webブラウザーからの要求に応じて HTTP データ (サイトのデータ) を提供するサーバーソフトです。「サイボ

ウズ デヂエ」を使用する場合に必須となります。 

2. アーカイブを展開する 

1. スーパーユーザーになる  

su コマンドで root 権限でのログインを行います。("-" を付けてください) 

※「サイボウズ デヂエ」のインストールは、root 権限で行う必要があります。  

2. ダウンロードしたファイルを任意のディレクトリに保存し、そのディレクトリに移動する  

ダウンロードサイトからダウンロードしたファイル名は、以下になります。 

cbdz6xjal.tar.gz (Linux 版)  

cbdz6xjaf.tar.gz (FreeBSD 版)  

cbdz6xjas.tar.Z (Solaris 版)  

UNIX 版「サイボウズ デヂエ」の新規インストール 

サーバーに Webサーバーがインストールされていない場合は、Webサーバーをインストールしてください。  

「サイボウズ デヂエ」 UNIX 版では、Apache 1.1 以降に対応しています。Apache 1.1 以降のバージョンをインストールく

ださい。 

>su-
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例) /tmp にファイルを保存した場合 (Linux 版の場合) 

1. ダウンロードしたファイルを /tmp にコピーする 

アーカイブ名の箇所には、FreeBSD 版は「cbdz6xjaf.tar.gz」、Solaris 版は「cbdz6xjas.tar.Z」を指定してください。 

2. /tmp に移動する 

3. アーカイブを展開する  

GNU tar コマンド (または gzip コマンドと tar コマンド)、または uncompress コマンドで、アーカイブを展開します。 

Linux 版 

gnu tar の場合 

gzip と通常の tar の場合 

FreeBSD 版 

gnu tar の場合 

gzip と通常の tar の場合 

Solaris 版 

uncompress 通常の tar の場合 

4. アーカイブが正しく展開されているか確認する  

アーカイブが展開されると、以下のファイルが作成されます。 

cbdzsetup ファイル  

cbdzINSTALL.txt ファイル  

cbdztmp ディレクトリ  

ls コマンドで、上記のファイルとディレクトリが存在していることを確認します。("-l" を付けてください) 

3. インストーラーを実行する 

1. インストーラーを実行する  

アーカイブを展開したディレクトリで、cbdzsetup を実行します。 

>cp cbdz6xjal.tar.gz /tmp 

>cd /tmp 

>tar zxvf cbdz6xjal.tar.gz 

>gzip -cd cbdz6xjal.tar.gz | tar xvf- 

>tar zxvf cbdz6xjaf.tar.gz 

>gzip -cd cbdz6xjaf.tar.gz | tar xvf- 

>uncompress cbdz6xjas.tar.Z 

>tar xvf cbdz6xjas.tar 

>ls -l  

-rw-r--r-- 1 nobody cybozu 8580 Oct 28 12:00 cbdzINSTALL.txt  

-rwxr--r-- 1 nobody cybozu 25328 Oct 28 12:00 cbdzsetup  

drwxr-xr-x 8 nobody cybozu 512 Oct 28 12:00 cbdztmp 

>./cbdzsetup 
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2. 日本語が表示されているかを確認する  

日本語が表示されている場合は、[Y] キーを押してから [Enter] キーを押します。  

※ 「この行が日本語で表示されたら y を入力してください。」の部分が文字化けしている場合は、英語表示モードのインストールとなりま

す。[N] キーを押してから [Enter] キーを押してください。  

→ 以下のように表示されます。 

3. 試用許諾契約書に同意する  

[Enter] キーまたは [Y] キーを押します。 

※ インストーラーが Webサーバーの起動ユーザー名を見つけられなかった場合は、Webサーバーの起動ユーザー名を入力する画面が表

示されます。「1．Webサーバーの起動ユーザー名を設定する」を確認し、Webサーバーの起動ユーザーを入力してください。 

この行が日本語で表示されたら y を入力してください。 

Can you read the above text in Japanese ? ([y]/n) : 

日本語表示モード

ソフトウェア使用許諾契約書が表示されます。必ずお読みくださ

い。同意される場合は、[Enter] キーを押して、次の画面を表示し

ます。

英語表示モード
インストール前に以下のファイルを必ずお読みください。同意され

る場合は、[Y] キーを押してから [Enter] キーを押してください。

サイボウズ(R) デヂエ(R) インストーラー  

 

この度はサイボウズ(R) デヂエ(R) を御利用いただきまして誠にありがとうございます。  

このインストーラーは、「サイボウズ デヂエ 6.x(x.x)」をインストールします。  

 

「サイボウズ デヂエ」のインストールには、試用許諾契約書への同意が必要です。  

 

--Enter を押してください-- 

Cybozu (R) Dezie (R) Setup Program  

 

Thank you for using Cybozu (R) Dezie (R) .  

This Setup Program will install CybozuDezie6.x(x.x).  

 

You need to accept "LICENSE" before installing this application.  

 

Please read the following a document before going further.  

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  

LICENSE :  

/tmp/cbdztmp/execute/LICENSEDEZIE  

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  

 

If you do not accept it, this setup program will close.  

To install Cybozu Dezie, you must accept the document.  

 

Do you accept all the terms of the document?  

Y : Yes / N : No / Q :Quit : 

Webサーバーの起動ユーザーについては、「1．Webサーバーの起動ユーザー名を設定する」を参照してください。 
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4. 日本語表示モードの場合は、試用許諾契約書に同意する  

日本語表示モードの場合は、試用許諾契約書が表示されます。 

[F] キーを押して試用許諾契約書の内容をすべて確認し、[Y] キーを押します。 

=============Webサーバー起動ユーザー名の入力============  

 

Webサーバーを起動しているユーザー名を入力して Enter を押してください  

 

(Q : インストールの中止)  

 

Webサーバーの実行権限をもつユーザー名 : 

=======Entering the user name for invoking Web server=======  

 

Enter the user name for invoking Webserver, and press Enter.  

 

(Q : Quit)  

 

User Name for launching Web server : 

サイボウズ(R) デヂエ(R)  

 

サイボウズ株式会社 試用許諾契約書  

 

サイボウズ株式会社 (以下、「サイボウズ」といいます。) のソフトウエア製  

品 (以下、「本ソフトウエア製品」といいます。) を試用されようとしている  

法人、団体 (以下、「お客様」といいます。) のみなさまへのご注意 : 本試用  

許諾契約書 (以下、「本契約書」といいます。) は、お客様とサイボウズの間  

に締結される法的な契約書です。本ソフトウエア製品をインストールした場合  

には、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾したものとし、本試用  

許諾契約 (以下、「本契約」といいます。) が成立したものとみなされます。  

 

( 中 略)  

 

8.その他  

お客様が入手した本ソフトウエア製品に、本契約と異なる条項の試用許諾契約  

および条件が添付されている場合は、サイボウズによって特に本契約と異なら  

しめるものと明記してあるものを除き、お客様による本ソフトウエア製品の試  

用には、本試用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当  

事者間の試用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印  

ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店等がお客様に  

対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持  

たず、本契約内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。  

LI_DZ_030909  

 

Y : 同意する / N : 同意しない (中止する) / [F] : 次のページ : 
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4. ドキュメントルートディレクトリを設定する 

「ドキュメントルートディレクトリ」は、サイトのデータが入る一番上位のディレクトリで、Webサーバー固有のディレクトリです。  

インストールするサーバーのドキュメントルートディレクトリを設定します。  

※ インストーラーがドキュメントルートディレクトリを見つけられなかった場合は、ドキュメントルートディレクトリを入力する画面が表示されます。「2．ド
キュメントルートディレクトリを設定する」を確認し、Webサーバーのドキュメントルートディレクトリを入力してください。 

============ドキュメントルートディレクトリの確認============  

 

(ドキュメントルートディレクトリ)/cbdb にイメージファイル等が格納されます。  

 

/var/www/html  

 

このディレクトリはドキュメントルートディレクトリとして設定されていますか？  

[Y] : はい / N : いいえ (別ディレクトリを設定) / Q : インストールの中止 :  

========Confirming Document Root Directory Location=========  

Image files etc. are installed in "cbdb" directory under a Document Root directory.  

/var/www/html  

 

Is this directory a Document Root directory in the current settings ?  

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

ドキュメントルートディレクトリについては、「2．ドキュメントルートディレクトリを設定する」を参照してください。 

===========ドキュメントルートディレクトリの入力===========  

 

(ドキュメントルートディレクトリ)/cbdb にイメージファイル等が格納されます。  

 

ドキュメントルート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)  

 

ドキュメントルートディレクトリ : 

=======Entering Document Root Directory Name========  

Image files etc. are installed in a "cbdb" directory under a Document Root directory.  

 

Enter the document root directory name, and press Enter.  

(Q : Quit)  

 

Document Root Directory : 

18



5. インストール先ディレクトリを設定する 

「サイボウズ デヂエ」をインストールするディレクトリを設定します。 

通常は、CGI 実行可能ディレクトリ配下 /cbdb がインストール先ディレクトリとして検出されます。  

表示されているインストール先ディレクトリで問題がない場合は、[Enter] キーを押して次の設定に進みます。  

※ 以下のようにインストール先ディレクトリを訊かれる場合や、表示された以外のインストール先ディレクトリを指定する場合は、「3．インストールディ
レクトリを変更する」を確認し、インストール先ディレクトリを指定してください。 

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

 

/var/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 : インストールの中止 : 

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

/var/www/cgi-bin/cbdb  

 

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

directory, Press N.  

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

インストール先ディレクトリの変更については、「3．インストールディレクトリを変更する」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 : 

==============Entering Install Directory Name===============  

 

Enter the install directory name, and press Enter.  

 

(Q : Quit)  

 

Install Directory : 
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6. インストールする 

インストール情報を確認し、インストールを実行します。  

1. インストール情報を確認する  

2. インストール情報に問題がない場合は、[Y] キーを押してから [Enter] キーを押す  

→ インストールが実行されます。  

=====================インストールの確認=====================  

 

ドキュメントルートディレクトリ : /var/www/html  

 

インストール先ディレクトリ  : /var/www/cgi-bin/cbdb  

 

以下の製品をインストールします。  

 

 サイボウズ(R) デヂエ(R) 6.x(x.x)  

 

インストールを実行します。よろしいですか？  

Y : インストール実行 / N : ディレクトリ選択に戻る / Q : インストールの中止 : 

===================Starting Install ation====================  

 

Document Root Directory : /var/www/html  

 

Install Directory : /var/www/cgi-bin/cbdb  

 

Setup will install the following application.  

 

Cybozu (R) Dezie (R) 6.x(x.x)  

 

Enter Y to start installing files.  

Y : Start Installing / N : Back to Selection of Applications / Q : Quit : 

ディレクトリを作成しています...  

.exe ファイルをコピーしています...  

イメージファイルをコピーしています...  

(イメージファイルは必ず上書きされます)  

モジュールファイルをコピーしています...  

 

(既にテンプレートファイルがあった場合)  

テンプレートファイルのバックアップを実行しています...  

 

テンプレートファイルをコピーしています...  

データファイルをコピーしています...  

ディレクトリの所有者を変更しています... 
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7. LICENSE (試用許諾書) および README の保存場所を確認する 

インストールが終了すると、LICENSE (試用許諾書) および README ファイルが保存されたディレクトリが表示されます。 

これでインストール作業は終了です。 

Making Directory...  

Copying Executable Files...  

Copying Image Files...  

(イメージファイルは必ず上書きされます)  

Copying Module Files...  

 

(既にテンプレートファイルがあった場合)  

Performing the backup of the Template Files...  

 

Copying Template Files...  

Copying Data Files...  

Changing owner of the install directory... 

サイボウズ(R) デヂエ(R) 6.x(x.x)のインストールが終了しました。  

ご使用の前に README をお読みください。  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

試用許諾契約書、README のファイルパスは以下のとおりです。  

 

試用許諾契約書 :  

/var/www/cgi-bin/cbdb/LICENSEDEZIE  

 

README   :  

/var/www/cgi-bin/cbdb/READMEDEZIE  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

Install ation of Cybozu (R) Dezie (R) 6.x(x.x) is complete.  

Please read the documents below carefully before using the software.  

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  

LICENSE, README  

files can be found in :  

 

LICENSE :  

/var/www/cgi-bin/cbdb/LICENSEDEZIE  

 

README :  

/var/www/cgi-bin/cbdb/READMEDEZIE  

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
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8. 動作確認を行う 

インストールした「サイボウズ デヂエ」の動作確認を行います。  

1. LICENSE (試用許諾書) と README を再度確認する  

LICENSE (試用許諾書) と README はインストールディレクトリに保存されています。 

再度、内容を確認してください。  

2. 「サイボウズ デヂエ」へアクセスする  

Webブラウザー (Internet Explorer、Netscape など) を起動し、アドレスを以下のように入力します。  

 

 http://(サーバーの IP アドレスまたはサーバー名)/cgi-bin/cbdb/db.cgi?  

 

「サーバーの IP アドレスまたはサーバー名」の部分には、「サーバーの IP アドレス」 (例 : 99.9.9.9) または「サーバー名」 (例 : 

xxxx.xxxx.co.jp) を入力します。  

→ アクセスすると、サーバーの日時確認画面が表示されます。  

9. 初期設定を行う 

「サイボウズ デヂエ」の画面が表示されたら、「「サイボウズ デヂエ」ではじめに行うこと」を参照して、基本設定を行ってください。 

それでは、「サイボウズ デヂエ」をどうぞお試しください。 

IP アドレス入力例) http://99.9.9.9/cgi-bin/cbdb/db.cgi?

サーバー名入力例) http://xxxx.xxxx.co.jp/cgi-bin/cbdb/db.cgi?

「サイボウズ デヂエ」にアクセスできない場合の対処については、「トラブルシューティング」を参照してください。 

サーバーの日時が間違っている場合、使用に支障をきたしたり、使用できなくなる場合があります。 

間違っている場合は、サーバー OS の日時を修正し、再度アクセスしてください。 

サーバーの日時が正しい場合は、  を押してください。  

サーバーの日付は、常に製品右下に表示されています。定期的に確認してください。  
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > UNIX 版の新規インストールの補足 

「サイボウズ デヂエ」UNIX 版の新規インストール時の補足事項について説明します。 

1．Webサーバーの起動ユーザー名を設定する   

2．ドキュメントルートディレクトリを設定する   

3．インストールディレクトリを変更する   

1．Webサーバーの起動ユーザー名を設定する 

インストーラーが Webサーバーを起動しているユーザー名を見つけられなかった場合は、Webサーバーの起動ユーザー名を設定する

必要があります。  

ここで設定したユーザーが、「サイボウズ デヂエ」のインストールディレクトリおよびドキュメントルートディレクトリの所有者となります。 

Webサーバーの起動ユーザー名は、以下のコマンドで確認できます。  

例) Webサーバープロセス名が httpd の場合の例 

 

Linux 版, FreeBSD 版の場合 

Solaris 版の場合 

UNIX 版の新規インストールの補足 

=============Webサーバー起動ユーザー名の入力============  

 

Webサーバーを起動しているユーザー名を入力して Enter を押してください  

(Q : インストールの中止)  

 

Webサーバーを起動しているユーザ名 : 

=======Entering the user name for invoking Web server=======  

 

Enter the user name for invoking Web server, and Press Enter.  

 

(Q : Quit)  

 

User Name for invoking Web server : 

> ps aux | grep httpd  

 

(結果)  

nobody 5235 0.0 1.9 540 576 ?? I  30Nov99  0:00.25 httpd  

:  

:  

> ps -ef | grep httpd  

 

(結果)  

nobody 5235 0.0 1.9 540 576 ?? I  30Nov99  0:00.25 httpd  

:  

:  
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Webサーバーの起動ユーザー名は、 初の項目として表示されます。上記の例の場合、Webサーバーの起動ユーザー名は「nobody」

です。  

このユーザー名を「Webサーバー起動ユーザー名の入力」画面に入力します。 

2．ドキュメントルートディレクトリを設定する 

以下の場合は、手動でドキュメントルートディレクトリを設定します。 

インストーラーでの初期設定外のディレクトリをドキュメントルートディレクトリに指定した場合 

(ドキュメントルートディレクトリの確認画面で [N] キーを押した場合)  

インストーラーがドキュメントルートディレクトリを見つけられなかった場合  

ドキュメントルートディレクトリは、絶対パスで設定します。 

存在しないディレクトリを指定した場合、以下のエラーメッセージが表示され、再度ドキュメントルートディレクトリを入力する画面が表示

されます。 

3．インストールディレクトリを変更する 

以下の場合は、手動でインストール先ディレクトリを設定します。 

インストーラーでの初期設定外のディレクトリをインストール先に指定した場合 

(インストール先ディレクトリの確認画面で [N] キーを押した場合)  

インストーラーが実行可能ディレクトリを見つけられなかった場合  

ユーザー名として「root」が表示されることがありますが、「root」は起動ユーザー名として設定しないでください。 

===========ドキュメントルートディレクトリの入力===========  

 

ドキュメントルート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)  

 

ドキュメントルートディレクトリ : 

==============Entering Install Directory Name===============  

Enter the document root directory name, and press Enter.  

(Q : Quit)  

Document Root Directory : 

ディレクトリの指定が不正です。ディレクトリパスを確認して再度入力してください。 

The named directory is invalid. After confirming the directory path, enter the right 

directory.  

他のアプリケーションと区別するためにも、cgi 実行可能ディレクトリ /cbdb は「サイボウズ デヂエ」のインストール先ディレクトリ

に指定することを推奨します。 
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インストール先のディレクトリは、絶対パスで設定します。 

 

存在しないディレクトリを指定した場合は、ディレクトリを作成するかどうかを確認する画面が表示されます。 

[Y] キーを押してから [Enter] キー を押すと、指定したディレクトリが作成され、次の設定に移ります。 

 

以下の条件の場合は、ディレクトリの作成に失敗することがあります。 

ディレクトリの作成に失敗した場合は、以下のエラーメッセージが表示され、再度インストールディレクトリ入力の画面が表示されます。

指定したディレクトリの、親ディレクトリが存在しない場合 

(アーカイブを展開したディレクトリ)/cbdbtmp ディレクトリを指定した場合 

=============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 : 

==========Entering Install Directory Name===========  

 

Enter the install directory name, and press Enter.  

 

(Q : Quit)  

 

Install Directory : 

指定されたディレクトリは存在しません。ディレクトリを作成しますか？  

 

Y : はい / N : いいえ : 

The named directory does not exist. Would you like to create this directory?  

 

Y : Create Directory / N : Select Different Directory : 

ディレクトリの指定が不正です。ディレクトリパスを確認して再度入力してください。 

The named directory is invalid. After confirming the directory path, enter the right 

directory.  

ディレクトリが作成できませんでした。親ディレクトリのパスを確認して再度入力してくださ

い。 

The directory can not be created. After confirming the directory path, enter the right 

one.  
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > Webブラウザーの設定 

「サイボウズ デヂエ」を正常に利用するためには、使いはじめる前に、クライアントパソコンごとに以下の設定を行う必要があります。 

各設定は、Webブラウザーによって設定方法が異なります。ここでは、Webブラウザーごとの設定方法を説明します。 

cookie の設定を行う   

プロキシの設定を行う   

キャッシュの設定を行う   

JavaScript の設定を行う   

cookie の設定を行う 

  

「サイボウズ デヂエ」のユーザー認証は、cookie ファイルを使用しています。  

Webブラウザーで「cookie を受け付ける」設定になっていない場合は、トラブルが発生する可能性があるため、あらかじめ設定を確認

してください。  

 

Netscape 7.X の場合 

1. [編集] → [設定] を選択する  

2. [プライバシーとセキュリティー] → [Cookie] を選択する  

3. 「すべての cookie を有効にする」または「元の Web サイトでのみ cookie を有効にする」に設定する  

Internet Explorer 5.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「セキュリティ」タブをクリックする  

3. セキュリティレベルを設定する範囲 (インターネットまたはイントラネット) をクリックし、つまみを上下して、セキュリティレベルを

「中」以下に設定する  

Internet Explorer 6.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「プライバシー」タブをクリックする  

3. スライダのつまみを上下して、プライバシー設定を「中 - 高」以下に設定する  

Mozilla Firefox 1.0の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「プライバシー」をクリックする  

3. ［Cookieデータの保存］をクリックする  

4. 「Cookieを有効にする」にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックする  

Mozilla Firefox 1.5の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「プライバシー」をクリックする  

Webブラウザーの設定 
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3. ［Cookie］タブをクリックする  

4. 「Cookieを有効にする」にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックする  

Safari 1.xの場合 

1. ［Safari］→［環境設定］を選択する  

2. 「セキュリティ」をクリックする  

3. 「Cookieの受け入れ」内の「常に受け入れる」または「訪問したページのサーバーからのみ受け入れる」を選択する  

プロキシの設定を行う 

  

プロキシ経由で「サイボウズ デヂエ」にアクセスしている場合、プロキシの種類によっては正常に利用できないことがあります。 

Webブラウザーでのプロキシを経由せずに、「サイボウズ デヂエ」がインストールされているサーバーに直接アクセスするように、あら

かじめ設定してください。 

Netscape 7.X の場合 

1. [編集] → [設定] を選択する  

2. [詳細] → [プロキシ] から「手動でプロキシを設定する」を選択する  

3. 「プロキシなし」の欄に、サーバーの IP アドレスまたはサーバー名を入力する  

4. [OK] をクリックする  

Internet Explorer 5.X，6.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「接続」タブをクリックする  

3. 「LAN の設定」をクリックする  

4. 「自動設定」にチェックが入っている場合は、チェックを外す  

5. 「ローカルのアドレスにはプロキシを使用しない」にチェックを入れる  

6. [詳細] をクリックし、「次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない」の欄に、サーバーの IP アドレスまたはサーバー名を入力

する  

7. [OK] をクリックする  

設定変更後、Webブラウザーの右下に「イントラネットゾーン」と表示されていることを確認してください。表示されていれば、設定は有

効です。 

 

キャッシュの設定を行う 

  

Webブラウザーの設定で、新しい情報を確認する設定になっていない場合は、新しく登録した情報が Webブラウザーに反映されないこ

とがあります。 

あらかじめ、Webブラウザーの設定を確認してください。 

Netscape 7.X の場合 

1. [編集] → [設定] → [詳細] → [キャッシュ] を選択する  

2. キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較を「セッション毎」に設定する  
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Internet Explorer 5.X，6.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「全般」タブをクリックする  

3. 「インターネット一時ファイル」で、[設定] をクリックする  

4. 「保存しているページの新しいバージョンの確認」で、「ページを表示するごとに確認する」を選択する  

5. [OK] をクリックする  

JavaScript の設定を行う 

「サイボウズ デヂエ」は、JavaScript を利用しています。  

Webブラウザーで「JavaScript を有効にする」設定になっていない場合は、「サイボウズ デヂエ」を利用できません。  

あらかじめ Webブラウザーの設定を確認してください。  

Netscape7.X の場合 

1. [編集] → [設定] → [詳細] を選択する  

2. 「Java を有効にする」に設定する  

3. [編集] → [設定] → [詳細] → [スクリプトとプラグイン] を選択する  

4. 「JavaScript を有効にする」内の「Navigator」にチェックを入れる  

5. 「スクリプトに許可する動作」内のすべてのチェックボックスにチェックを入れる  

6. [OK] をクリックする  

Internet Explorer 5.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「セキュリティ」タブをクリックする  

3. セキュリティレベルを設定する範囲から「サイボウズ デヂエ」サーバーが存在するゾーンを選択し、[レベルのカスタマイズ] をクリ

ックする  

4. 「リセット」プルダウンメニューから「中」以下を選択する  

5. [OK] をクリックする 

※手動で設定する場合は、「設定」で、「スクリプト」－「アクティブスクリプト」の設定を「有効にする」にしてください。  

Internet Explorer 6.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「セキュリティ」タブをクリックする  

3. セキュリティレベルを設定する範囲から「サイボウズ デヂエ」サーバーが存在するゾーンを選択する  

4. [レベルのカスタマイズ] をクリックする  

5. 「リセット」プルダウンメニューから「中」以下を選択し、[OK] をクリックする 

※手動で設定する場合は、「設定」で、「スクリプト」－「アクティブスクリプト」の設定を「有効にする」にしてください。 

6. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

7. 「セキュリティ」タブをクリックする  
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8. セキュリティレベルを設定する範囲から「インターネット」を選択する  

9. [レベルのカスタマイズ] をクリックする 

※Web コンテンツのゾーンの [信頼済みのサイト] に「*.cybozu.co.jp」を追加して使用することも可能です。 

10. 「リセット」プルダウンメニューから「中」以下を選択する  

11. [OK] をクリックする  

Mozilla Firefox 1.0の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「Web機能」をクリックする  

3. 「JavaScriptを有効にする」にチェックを入れて、[詳細設定]ボタンをクリックする  

4. 「次のスクリプトを許可」内の全項目にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックする  

5. [OK]ボタンをクリックする  

Mozilla Firefox 1.5の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「コンテンツ」をクリックする  

3. 「JavaScriptを有効にする」にチェックを入れて、[詳細設定]ボタンをクリックする  

4. 「次のスクリプトを許可」内の全項目にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックする  

5. [OK]ボタンをクリックする  

Safari 1.xの場合 

1. ［Safari］→［環境設定］を選択する  

2. 「セキュリティ」をクリックする  

3. 「JavaScriptを有効にする」にチェックを入れる  
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > データコンバート 

以下に、 新版の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップした際にデータコンバートされる内容について説明します。 

「サイボウズ デヂエ 6.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容   

「サイボウズ デヂエ 5.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容   

「サイボウズ デヂエ 4.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容   

「サイボウズ デヂエ 3.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容   

「サイボウズ デヂエ 6.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容 

「サイボウズ デヂエ 6.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートでは、バージョン番号のみ変更されます。  

「サイボウズ デヂエ 5.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容 

「サイボウズ デヂエ 5.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートでは、以下の処理がコンバートとして行われます。  

高度な機能のツールメニュー表示 

「サイボウズ デヂエ 5.1」から追加されたRSS通知機能を利用できるように、表示するメニュー項目に「RSS書き出し」が追加されます。 

ライブラリ・テンプレートの修復 

「サイボウズ デヂエ 5.0(0.1)」、「サイボウズ デヂエ 5.0(0.2)」からのバージョンアップの場合、不正なライブラリ・テンプレートライブラリ

があれば、修復処理を行います。 

「サイボウズ デヂエ 4.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容 

「サイボウズ デヂエ 4.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートでは、以下の内容もコンバートされます。  

レコード一覧ビューの書式設定 

「サイボウズ デヂエ 5.0」より、レコード一覧画面・閲覧画面において、セルの条件書式が設定できるようになりました。そのため、レコ

ード一覧ビューの数値フィールドに対する書式設定で「マイナスは赤字にする」設定をしていた場合、そのレコード一覧ビューに以下の

セル条件書式を追加します。 

※ 「サイボウズ デヂエ 5.0」から、レコード一覧ビューの数値フィールドに対する書式設定「マイナスは赤字にする」設定はなくなりました。新たにマイ
ナスの数値を赤字で表示する際は、以下のセル条件書式の設定内容を参考に設定を行ってください。  

データコンバート

「サイボウズ デヂエ 4.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

数値フィールドに対する、レコード一覧ビ

ューの書式設定で、「マイナスは赤字表

示する」を設定

→

セル条件書式の設定内容 

条件名   マイナスは赤字にする 

条件値   「0」「より小さい」 

文字サイズ レコード一覧ビューの設定を引

き継ぐ 

文字色   赤 

背景    レコード一覧ビューの設定を引き

継ぐ 

文字装飾  レコード一覧ビューの設定を引

き継ぐ 
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また、書式の設定で、フィールド名の表示内容が多い場合は、内容を折り返す設定ができるようになりました。 

レコード一覧ビューのフィールド名の折り返し設定は、以下のようにコンバートされます。 

※レコード情報に関しては必ず「折り返さない」になります。  

「サイボウズ デヂエ 3.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートの内容 

「サイボウズ デヂエ 3.0」から 新の「サイボウズ デヂエ」へのデータコンバートでは、以下の内容もコンバートされます。 

フォルダ、ライブラリの作成権限   

メール通知の設定情報   

高度な機能のツールメニュー表示   

高度な機能のアクセス権   

デフォルトビュー設定   

フィールドの書式設定情報(カンマ表示、マイナス表示など)   

フィールドレイアウト切り替えの表示   

フォルダ、ライブラリの作成権限 

「サイボウズ デヂエ 3.0」で設定されている内容は、 新の「サイボウズ デヂエ」では次のようにコンバートされます。 

メール通知機能の設定情報 

「サイボウズ デヂエ 3.0」で設定されている内容は、 新の「サイボウズ デヂエ」では次のようにコンバートされます。 

「サイボウズ デヂエ 4.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

セル横幅が設定されている場合 → 「折り返す」

セル横幅が設定されていない場合 → 「折り返さない」

「サイボウズ デヂエ 3.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

全員がライブラリとフォルダを作成でき

る
→

[全員] がフォルダ作成・ライブラリ作成権限

を持つ

ログインしたユーザーだけがライブラリ

とフォルダを作成できる
→

[全登録ユーザー] がフォルダ作成・ライブラ

リ作成権限を持つ

「サイボウズ デヂエ 3.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

メール通知のタイミングは、レコード登

録・レコード編集・レコード削除
→

メール通知条件について、レコード登録・レコ

ード編集・レコード削除の 3 種類を「サイボウ

ズ デヂエ 3.0」と同じ設定内容で作成

なし →
レコード登録者への通知へのチェックは無効 

(初期値)

上記以外の設定は、すべて同じ設定が引き継がれます。 
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高度な機能のツールメニュー表示 

「サイボウズ デヂエ 3.0」で設定されている内容は、 新の「サイボウズ デヂエ」では次のようにコンバートされます。 

高度な機能のアクセス権の設定 

「サイボウズ デヂエ 3.0」で設定されている内容は、 新の「サイボウズ デヂエ」では次のようにコンバートされます。 

デフォルトビューの設定 

「サイボウズ デヂエ 3.0」で設定されている内容は、 新の「サイボウズ デヂエ」では次のようにコンバートされます。 

フィールドの書式設定(カンマ表示、マイナス表示など) 

フィールド設定に移った書式設定 

数値：マイナスの表示方法  

数値：桁区切りの表示方法  

日付時刻：日付時刻書式 (登録日時、更新日時除く)  

日付：日付書式  

時刻：時刻書式  

ファイル：イメージのインライン表示  

「サイボウズ デヂエ 3.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

「高度な操作」リンクをツールメニューで

表示している
→

CSV 書き出し、文字列置換、レコード一括削

除、再ルックアップのリンクが表示される

「高度な操作」リンクと CSV 書き出しの

リンクをツールメニューで表示している
→

CSV書き出し、文字列置換、レコード一括削

除、再ルックアップのリンクが表示される

「高度な操作」リンクをツールメニューで

表示していない
→ 何も表示しない

「高度な操作」リンクをツールメニューで

表示していないが、文字列置換リンクは

ツールメニューで表示している

→  ［文字列置換］を表示する

「高度な操作」に対するアクセス権が設

定されている
→

CSV書き出し、文字列置換、レコード一括削

除、再ルックアップに対して「サイボウズ デ

ヂエ 3.0」で設定されている状態を引き継ぐ

「サイボウズ デヂエ 3.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

「デフォルト表示の設定」を行っている →
デフォルトビューの [デフォルト設定] として

値を引き継ぐ
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「サイボウズ デヂエ 3.0」で設定されている内容は、 新の「サイボウズ デヂエ」では次のようにコンバートされます。 

フィールドレイアウト切り替えの表示 

新の「サイボウズ デヂエ」では、次のようにコンバートされます。 

「サイボウズ デヂエ 3.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

ファイルフィールドのイメージインライン

表示設定を行っている
→ その設定を引き継ぐ

デフォルト表示が設定されている →

デフォルト表示で設定されているレコード一

覧ビューの書式設定を、該当のフィールドの

書式設定として引き継ぐ

デフォルト表示が設定されていない → →各フィールドの書式設定は初期値となる

「サイボウズ デヂエ 3.0」の設定内容
新の「サイボウズ デヂエ」でのコンバート

後の設定内容

設定なし →
フィールドレイアウト切り替えメニュー表示状

態となる

33



ホーム > マニュアル > 導入ガイド > Webサーバーについて 

Webサーバーとは、Webブラウザーからの要求をサーバーに送り、サーバーからの応えをクライアントパソコンに送るためのソフトで

す。インストール方法は簡単ですので、Webサーバーをまだインストールしていない場合は、ガイドを確認しながらインストールしてくだ

さい。 

「サイボウズ デヂエ」には、「サイボウズ Webサーバー」が付属しています。「サイボウズ デヂエ」のインストール時に併せてインストー

ルすると、「サイボウズ Webサーバー」もご利用いただけます。 

Webサーバーについて 

サーバー OS 推奨する Webサーバーのインストールガイド

WindowsNT 4.0 Server

IIS 4.0 (Microsoft Internet 

Information Server 4.0) Apache 

1.3.20 以降

Apache 1.3.20 以降

WindowsNT 4.0 Workstation

PWS3.0 (Microsoft Peer Web 

Services 3.0 for WindowsNT 

Workstation version 4.0)

Windows2000 Professional IIS 5.0 (Microsoft Internet 

Information Services 5.0)Windows2000 Server

WindowsXP Professional
IIS 5.1 (Microsoft Internet 

Information Services 5.1)

Windows Server 2003
IIS 6.0 (Internet Information Services 

6.0)

Apache (Windows用) のインストール
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > 導入ガイド > Windows 版「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップ 

新の Windows 版「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップします。 

バージョンアップは、以下の手順で行います。 

1. バージョンアップ前の確認を行う   

2. メンテナンス時間を設定する   

3. バックアップする   

4. メンテナンス時間を解除する   

5. ダウンロードする   

6. インストールする   

7. 動作確認を行う   

1. バージョンアップ前の確認を行う 

バージョンアップする前に、現在ご利用の製品がどのディレクトリにインストールされているかを確認します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［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。  

3. 「Dir」の値を確認する  

メモなどに控えておいてください。  

2. メンテナンス時間を設定する 

バージョンアップ中はユーザーが「サイボウズ デヂエ」(または「サイボウズ DB メーカー」) にアクセスできないように、メンテナンス時

間を設定します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［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と、画面に表示させるメッセージを登録する  

4.  をクリックする  

Windows 版「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップ 

「サイボウズ DB メーカー」から 新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップする場合も、同様の手順で行ってください。 

「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。

新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップすると、仕様拡張に伴うコンバートが実行されます。 

コンバート方法については、「7. 動作確認を行う」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。

メンテナンス時間の設定は、「サイボウズ デヂエ 4.0」以降に搭載された機能です。「サイボウズ デヂエ 3.0」以前のバージョンを

ご利用の場合は設定できません。バージョンアップは、製品へのアクセスが少ない時間帯に実行してください。  
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3. バックアップする 

バージョンアップしても、データは削除されませんが、念のためバックアップをとることを推奨します。 

バックアップ対象ディレクトリ  

(インストールディレクトリ)/data ディレクトリ  

(インストールディレクトリ)/file ディレクトリ  

「サイボウズ デヂエ」(または「サイボウズ DB メーカー」) のインストールディレクトリは、「バージョンアップ前の確認」で確認した「Dir」

の値です。上記のディレクトリを、別ディレクトリ、または CD-R／MO などの外部媒体にコピーしてください。 

4. メンテナンス時間を解除する 

「サイボウズ デヂエ」にアクセスできる状態に戻すため、メンテナンス時間を解除します。 

1. 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」にアクセスする  

2. 「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］は、メンテナンス時間を設定したパソコンの Webブラウザーのみに表示されます。  

3.  をクリックする  

5. ダウンロードする 

ダウンロードページから、 新版の「サイボウズ デヂエ」をダウンロードします。 

6. インストールする 

「バージョンアップ前の確認」で確認した「Dir」ディレクトリと同じディレクトリに、 新版の「サイボウズ デヂエ」を上書きインストールしま

す。 

弊社では、データの紛失などのトラブルに対する保証は、一切行っておりません。あらかじめご了承ください。 

「Dir」の値については、「1. バージョンアップ前の確認を行う」を参照してください。 

「(インストールディレクトリ)/page」は、バージョンごとに書き換えられるため、バックアップする必要はありません。  

「(インストールディレクトリ)/page」ディレクトリには、製品のテンプレートファイルが格納されています。バージョンアップ後に旧

バージョンのテンプレートファイルを戻すと、正常に動作しない可能性があります。バージョンアップ後は、「(インストールディレ

クトリ)/page」ディレクトリを戻さないようにしてください。  

メンテナンス時間の設定は、「サイボウズ デヂエ 4.0」以降に搭載された機能です。「サイボウズ デヂエ 3.0」以前のバージョンを

ご利用の場合は設定できません。 

このため、メンテナンス時間の解除も不要です。  

ダウンロードページについては、「ダウンロード」を参照してください。 

「Dir」ディレクトリについては、「1. バージョンアップ前の確認を行う」を参照してください。 
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7. 動作確認を行う 

新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップする場合、新機能に対応させるために、ライブラリファイル (データベースファイル) をコ

ンバートする必要があります。 

バージョンアップ後、初めて 新の「サイボウズ デヂエ」にアクセスしたときに、コンバート画面が表示され、コンバートを実行できま

す。 

1. 以前アクセスしていた URL にアクセスする  

→ コンバート確認画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

コンバートは、必ず行ってください。コンバートを実行しないと、「サイボウズ デヂエ」を利用できません。 

→ コンバートが開始され、定期的に進捗画面が表示されます。  

※コンバート中に他のユーザーが「サイボウズ デヂエ」にアクセスした場合は、「コンバート処理中」のメッセージが表示され、「サイボウズ 

デヂエ」への操作を行うことはできません。  

※コンバート前のシステム管理パスワード画面の上部に、「［修復ページ］から修復をおこなってください。」というメッセージが表示された場

合は、はじめにパスワードを設定しコンバートを開始してください。  

コンバートが終了すると「コンバート終了」画面が表示されます。  

3. ［ホームへ］をクリックする  

「サイボウズ デヂエ」のホーム画面が表示されます。  

4. 動作確認を行う  

以下の動作を確認します。 

 をクリックして表示されるヘルプ画面で、バージョン番号が 新のバージョンになっているかどうか  

正常に動作するかどうか  

以前のデータが残っているかどうか  

コンバートを実行できるのは、システム管理者のみです。 

コンバート内容の詳細については、「データコンバート」を参照してください。 

新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップしたにも関わらず、「サイボウズ デヂエ 4.0」以前のアイコンが表示されることがあ

ります。この原因として、クライアントパソコンの Webブラウザーのキャッシュに「サイボウズ デヂエ 4.0」以前の画像が残っている

ために、正しく表示されないことが考えられます。 

「よくある質問」を参考にして、キャッシュをクリアしてください。  
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ホーム > マニュアル > システム設定マニュアル > 導入ガイド > UNIX 版「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップ 

新の UNIX 版「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップします。 

バージョンアップは、以下の手順で行います。 

1. バージョンアップ前の確認を行う   

2. メンテナンス時間を設定する   

3. バックアップする   

4. メンテナンス時間を解除する   

5. ダウンロードする   

6. インストールする   

7. 動作確認を行う   

1. バージョンアップ前の確認を行う 

バージョンアップする前に、現在ご利用の製品がどのディレクトリにインストールされているかを確認します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［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。  

3. 「Dir」の値を確認する  

メモなどに控えておいてください。  

2. メンテナンス時間を設定する 

バージョンアップ中はユーザーが「サイボウズ デヂエ」(または「サイボウズ DB メーカー」) にアクセスできないように、メンテナンス時

間を設定します。 

1. 「システム設定メニュー」画面左側のメニューから、  ［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と、画面に表示させるメッセージを登録する  

4. をクリックする  

UNIX 版「サイボウズ デヂエ」のバージョンアップ 

「サイボウズ DB メーカー」から 新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップする場合も、同様の手順で行ってください。 

「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。

新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップすると、仕様拡張に伴うコンバートが実行されます。 

コンバート方法については、「7. 動作確認を行う」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。

メンテナンス時間の設定は、「サイボウズ デヂエ 4.0」以降に搭載された機能です。「サイボウズ デヂエ 3.0」以前のバージョンを

ご利用の場合は設定できません。バージョンアップは、製品へのアクセスが少ない時間帯に実行してください。 
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3. バックアップする 

バージョンアップしても、データは削除されませんが、念のためバックアップをとることを推奨します。 

バックアップ対象ディレクトリ  

(インストールディレクトリ)/data ディレクトリ  

(インストールディレクトリ)/file ディレクトリ  

「サイボウズ デヂエ」(または「サイボウズ DB メーカー」) のインストールディレクトリは、「バージョンアップ前の確認」で確認した「Dir」

の値です。上記のディレクトリを、別ディレクトリ、または CD-R／MO などの外部媒体にコピーしてください。 

4. メンテナンス時間を解除する 

「サイボウズ デヂエ」にアクセスできる状態に戻すため、メンテナンス時間を解除します。 

1. 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」にアクセスする  

2. 「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］は、メンテナンス時間を設定したパソコンの Webブラウザーのみに表示されます。  

3.  をクリックする  

5. ダウンロードする 

ダウンロードページから、 新版の「サイボウズ デヂエ」をダウンロードします。 

6. インストールする 

「バージョンアップ前の確認」で確認した「Dir」ディレクトリと同じディレクトリに、 新版の「サイボウズ デヂエ」を上書きインストールしま

す。 

7. 動作確認を行う 

新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップする場合、新機能に対応させるために、ライブラリファイル (データベースファイル) をコ

ンバートする必要があります。 

バージョンアップ後、初めて 新の「サイボウズ デヂエ」にアクセスしたときに、コンバート画面が表示され、コンバートを実行できま

す。 

弊社では、データの紛失などのトラブルに対する保証は、一切行っておりません。あらかじめご了承ください。 

「Dir」の値については、「1. バージョンアップ前の確認を行う」を参照してください。 

「(インストールディレクトリ)/page」は、バージョンごとに書き換えられるため、バックアップする必要はありません。  

「(インストールディレクトリ)/page」ディレクトリには、「サイボウズ デヂエ」のテンプレートファイルが格納されています。バージョ

ンアップ後に旧バージョンのテンプレートファイルを戻すと、正常に動作しない可能性があります。バージョンアップ後は、「(イン

ストールディレクトリ)/page」ディレクトリを戻さないようにしてください。  

メンテナンス時間の設定は、「サイボウズ デヂエ 4.0」以降に搭載された機能です。「サイボウズ デヂエ 3.0」以前のバージョンを

ご利用の場合は設定できません。 

このため、メンテナンス時間の解除も不要です。  

ダウンロードページについては、「ダウンロード」を参照してください。 

「Dir」ディレクトリについては、「1. バージョンアップ前の確認を行う」を参照してください。 

コンバートを実行できるのは、システム管理者のみです。 
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1. 以前アクセスしていた URL にアクセスする  

→ コンバート確認画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

コンバートは、必ず行ってください。コンバートを実行しないと、「サイボウズ デヂエ」を利用できません。 

→ コンバートが開始され、定期的に進捗画面が表示されます。 

※コンバート中に他のユーザーが「サイボウズ デヂエ」にアクセスした場合は、「コンバート処理中」のメッセージが表示され、「サイボウズ 

デヂエ」への操作を行うことはできません。  

※コンバート前のシステム管理パスワード画面の上部に、「［修復ページ］から修復をおこなってください。」というメッセージが表示された場

合は、はじめにパスワードを設定しコンバートを開始してください。  

 

→ コンバートが終了すると「コンバート終了」画面が表示されます。  

3. ［ホームへ］をクリックする  

「サイボウズ デヂエ」のホーム画面が表示されます。  

4. 動作確認を行う  

以下の動作を確認します。 

 をクリックして表示されるヘルプ画面で、バージョン番号が 新のバージョンになっているかどうか  

正常に動作するかどうか  

以前のデータが残っているかどうか  

コンバート内容の詳細については、「データコンバート」を参照してください。 

新の「サイボウズ デヂエ」にバージョンアップしたにも関わらず、「サイボウズ デヂエ 4.0」以前のアイコンが表示されることがあ

ります。この原因として、クライアントパソコンの Webブラウザーのキャッシュに「サイボウズ デヂエ 4.0」以前の画像が残っている

ために、正しく表示されないことが考えられます。 

「よくある質問」を参考にして、キャッシュをクリアしてください。 
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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 デヂエ」ではじめに行うこと

「サイボウズ デヂエ」ではじめに行うこと　

「サイボウズ デヂエ」の利用を開始する前に、以下の設定を行います。

これらの設定を行うと、「サイボウズ デヂエ」の運用やライブラリ管理を効率よく行うことができます。

ユーザー情報を設定する

各担当者を設定する

その他の設定を行う

ユーザー情報を設定する

「サイボウズ デヂエ」の利用ユーザーを登録すると、アクセス権の設定や、効率のよい設定を行えます。

ユーザー情報を設定するには、以下の方法があります。

「サイボウズ Office シリーズ」とユーザー情報を連携する

「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」を使用されているお客様で、「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」に登録している全ユーザーが「サイボウズ デヂ

エ」を使用することを想定している場合は、ユーザー情報を連携されることを推奨します。

なお、「サイボウズ Office シリーズ」のユーザー情報と連携させた場合、ユーザーやグループの変更およびログイン方法の設

定は、「サイボウズ Office シリーズ」の情報が継承されます。

「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。

「サイボウズ Office シリーズ」とは、「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」を指します。

ユーザー情報連携の設定

「サイボウズ デヂエ」に限ったユーザー情報を設定する

「サイボウズ Office シリーズ」を使用されているかどうかに関わらず、「サイボウズ デヂエ」を使用するユーザーを限定する場

合などは、以下の方法でユーザーを登録してください。

グループを作成する

グループの設定については「グループの設定」を参照してください。

1.

ユーザーを登録する

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。

2.

ただし、以下の設定を行わない限り、登録されていないユーザーも「サイボウズ デヂエ」を使用できます。

登録されていないユーザー (ログイン前ユーザー) に対して、ライブラリおよびフォルダの運用権限を規制

ライブラリ及びフォルダ運用権の設定については「ライブラリ及びフォルダ運用権の設定」を参照してください。

登録されていないユーザー (ログイン前ユーザー) に対して、各ライブラリ、フィールド、レコード、絞り込み、レコード一覧

ビューにアクセス権を設定

アクセス権の設定については「アクセス権の設定」を参照してください。

各担当者を設定する

システム管理者とサポート登録者を設定します。
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システム管理者を設定する

システム管理者は、ユーザー登録などの基本設定からライブラリの総合管理まで、「サイボウズ デヂエ」全般にわたる管理を

行います。

システム管理者として登録されたユーザーの画面には、  (システム設定) が表示されます。

システム管理者用のパスワードを設定することもできます。

システム管理者の設定については「システム管理者の設定」を参照してください。

システム管理用パスワードの設定については「システム管理用パスワードの設定」を参照してください。

システム管理者の画面には、試用期間中、画面左上に試用期間である旨が常に表示されます。はじめは全員がシステム管理者に設定

されているため、全員の画面に表示されます。システム管理者を設定すると、利用ユーザーの画面には表示されないようになります。

サポート登録者を設定する

製品内の  (サポート) からサポートセンターへ問い合わせる場合、サポート登録者に設定されている必要があります。

貴社の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。サポート登録者は 2 名まで設定できます。

サポート登録者の設定については「サポート登録者の設定」を参照してください。

その他の設定を行う

「サイボウズ デヂエ」を有効に利用するため、ログイン方法、共通認証、運用権限の設定を行います。

ログイン方法を設定する

「サイボウズ デヂエ」へのログイン方法を設定します。

ログインには、以下の方法があります。

ユーザー名を選択してログインする

グループ名とユーザー名を選択してログインする

ログイン名を入力してログインする

「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 Office シリーズ」で設定されているログイ

ン方法が継承されます。

ログイン方法の設定については「ログイン方法の設定」を参照してください。

サイボウズ共通認証の設定

サイボウズ共通認証の設定を行うと、「サイボウズ Office 7」、「サイボウズ Office 6」、「サイボウズ ガルーン」、または「サイ

ボウズ ガルーン 2」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るようになります。 

「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」を「サイボウズ デヂエ」と並行

利用している場合は、ぜひ共通認証を活用してください。

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設定」を参照してください。

サイボウズ共通認証には、以下の特徴があります。

認証するユーザーの識別は、各製品のログイン名を利用しています。

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。 

また、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」「サイボウズ ガルーン 2」側での設定が必要です。

「サイボウズ Office 7」における設定については、「「サイボウズ Office 7」の管理者マニュアルの「サイボウズ共通認証を設定す

る」」を確認してください。

「サイボウズ Office 6」における設定については、「「サイボウズ Office 6」のシステム設定マニュアルの「運用設定」－「サイボウズ

共通認証の設定」」を確認してください。

「サイボウズ共通認証」は、以下のバージョンで対応しています。
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「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

各ユーザーのログイン名が共通認証を利用する製品間で同一でない場合、共通認証ができなくなったり、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。

サイボウズ共通認証の設定は、事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た上で、利用してください。

共通認証を利用している製品 (「サイボウズ Office 7」「サイボウズ Office 6」「サイボウズ ガルーン」「サイボウズ ガルーン 2」) でログ

インしている間、「サイボウズ デヂエ」をログアウトすることはできません。

「サイボウズ デヂエ」をログアウトするときは、共通認証を利用している製品 (「サイボウズ Office 7」「サイボウズ Office 6」「サイボウズ

ガルーン」「サイボウズ ガルーン 2」) を先にログアウトしてください。

ライブラリおよびフォルダの運用権限を設定する

ライブラリおよびフォルダには、以下の運用権限を設定できます。

ライブラリ及びフォルダ運用権の設定については「ライブラリ及びフォルダ運用権の設定」を参照してください。

フォルダ作成権限

ライブラリ作成権限

本運用切替権限

初期設定では、全員 (ログイン前のユーザーを含む) に、ライブラリとフォルダの作成権限が設定されています。
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