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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリ管理メニューについて 

ここでは、「ライブラリ管理メニュー」画面を開いて、ライブラリ管理を行う方法について説明します。 

「ライブラリ設定メニュー」画面は、ライブラリ管理を行うための画面です。目的のライブラリのライブラリ管理者のみこの画面にアクセ

スできます。 

「ライブラリ設定メニュー」画面を開く 

ホーム画面で、ライブラリ管理者として設定されているライブラリを選択すると、画面右下に  (ライブラリ管理) が表示されます。

ここから、ライブラリ管理を開始します。 

 

1. ホーム画面で、ライブラリ管理者として設定されているライブラリを選択する  

→ 選択したライブラリのレコード一覧画面が表示されます。  

2. 画面右下の  (ライブラリ管理) をクリックする  

→ 「ライブラリ管理メニュー」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、「ライブラリビューの設定」のメニューとその設定項目が選択されている例です。 

 

ライブラリ管理メニューについて 
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ライブラリ管理の各設定画面を開く 

1. 「ライブラリ管理メニュー」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。  
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ライブラリ・フォルダの作成 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリ・フォルダの作成 > ライブラリの作成 

「サイボウズ デヂエ」に、ライブラリを作成します。 

ライブラリは、新規作成の他にも、テンプレートからの作成、DBM ファイルからの作成、CSV ファイルからの作成ができます。  

ライブラリを新規作成する   

ライブラリをテンプレートから作成する   

ライブラリを DBM ファイルから作成する   

ライブラリを CSV ファイルから作成する   

ライブラリを新規作成する 

新規でライブラリを追加する場合、以下のながれで詳細な設定まで行えます。 

1. ホーム画面で、ライブラリを追加する  ［フォルダ名］をクリックする  

2.  ［ライブラリの追加］をクリックする  

→ 「ライブラリの追加」画面が表示されます。  

3. ［新規に追加する］をクリックする  

→ 「新規に追加 - Step 1/2」画面が表示されます。  

4. ライブラリ名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一フォルダ内で重複したライブラリ名は設定できません。  

5. 必要に応じて、メモを入力する  

ライブラリに記録しておくこと、他のユーザーに伝えることなどを入力します。 

※「サイボウズ デヂエ」にログインして操作している場合は、ライブラリ管理者を設定することもできます。  

6.  をクリックする  

→ 「新規に追加 - Step 2/2」画面が表示されます。  

7. フィールド名、フィールドタイプ、コメントを設定する  

「フィールド名」は必須項目です。必ず入力してください。 

 

「フィールドタイプ」は、初期設定では「文字列 (1 行)」が設定されています。プルダウンメニューから目的のフィールドタイプを選

択します。 

選択できるフィールドタイプは以下のとおりです。  

 

ライブラリの作成 

ライブラリの作成権限が与えられてないユーザーは、ライブラリを作成できません。詳細については、システム管理者にお問い合

わせください。 
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【フィールドタイプ一覧】 

※複数のフィールドを登録する場合は、  をクリックします。  

8.  をクリックする  

→ 「ライブラリの追加完了」画面が表示されます。  

これで、ライブラリが作成されました。 

引き続き、作成したライブラリに対して、次の動作を行えます。 

 ライブラリの基本設定を行う 

→ 「ライブラリの設定 -Step1/3」画面が表示されます。 

  ライブラリのデザインやアクセス権、「メニュー (文字列)」「メニュー (ユーザー)」「ラジオボタン」フィールドなどの項目を設定で

きます。 

 レコード一覧画面を表示する 

→ 作成したライブラリのレコード一覧画面を閲覧できます。  

 ライブラリにレコードを登録する 

→ 「レコードの新規登録」画面が表示されます。作成したライブラリにレコードを登録できます。  

 ライブラリの詳細設定を行う 

→ 「ライブラリ管理メニュー」画面が表示されます。ライブラリの情報を設定できます。  

文字列 

(1 行) 

メニュー 

(文字列) 

文字列 

(複数行) 

メニュー 

(ユーザー) 

数値 日付

URL 時刻

日付時刻

チェックボックス ファイル

ラジオボタン イメージ URL
  

 例) 

http://cybozu.co.jp/image.jpg) 

時間量  日  時間  分  秒

自動計算
計算式が表示されます。 

  例) 「単価×個数」

時間計算
計算式が表示されます。 

  例) 「日付＋時間量」

自動採番 1 ずつ加算される数値が登録されます。

自動ルックアップ リレーションが設定されたライブラリのデータが表示されます。

詳細については、「フィールドの詳細設定」を参照してください。 

設定方法については、「  ［ライブラリの基本設定を行う］を選択した場合」を参照してください。 
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 ［ライブラリの基本設定を行う］を選択した場合 

1. 「ライブラリの設定 -Step1/3」画面で、ライブラリのヘッダ・フッタの色を選択する  

2.  をクリックする  

→ 「ライブラリの設定 - Step 2/3」画面が表示されます。  

3. ライブラリへのアクセス権を設定する  

4.  をクリックする  

→ 「ライブラリの設定 -Step3/3」画面が表示されます。 

5. 必要に応じて、ライブラリの詳細設定またはフィールドの詳細設定を行う  

設定したフィールドのフィールドタイプによって、表示される詳細設定のリンクが異なります。 

「メニュー (文字列)」「メニュー (ユーザー)」「ラジオボタン」が設定されていない場合 

ライブラリの詳細設定を行うリンクが表示されます。 

レコードの表示方法を設定する場合 

［→ライブラリビューの設定から行えます。］をクリックします。 

 →「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

ライブラリの様々な使い方を設定する場合 

［→ライブラリの基本設定から行えます。］をクリックします。 

 →「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

ロゴの表示内容を設定する場合 

［→ヘッダ・フッタの設定から行えます。］をクリックします。 

 →「ヘッダ・フッタの設定」画面が表示されます。  

ツールメニューの表示内容を設定する場合 

［→メニューの設定から行えます。］をクリックします。 

 →「メニューの設定」画面が表示されます。  

「メニュー (文字列)」「メニュー (ユーザー)」「ラジオボタン」が設定されている場合 

選択項目を設定します。  

6.  をクリックする  

→ 追加したライブラリのレコード一覧画面が表示されます。  

その他の項目の設定については、「ライブラリ管理メニュー」画面で行います。  

ライブラリをテンプレートから作成する 

1. ホーム画面で、ライブラリを追加する  ［フォルダ名］をクリックする  

2.  ［ライブラリの追加］をクリックする  

→ 「ライブラリの追加」画面が表示されます。  

3. ［テンプレートから追加する］をクリックする  

→ 「サイボウズ デヂエ」に登録されているテンプレートの一覧が表示されます。  

4. 目的のテンプレートの  をクリックする  

→ 「ライブラリの追加」画面が表示されます。 

 「ライブラリ名」「メモ」には、選択したテンプレートの設定内容が表示されています。「位置」には、手順 1. で設定したフォルダ名

が表示されます。 

※テンプレート名右側の［詳細］をクリックすると、「テンプレート詳細」画面が表示され、テンプレートの詳細情報を確認できます。このテンプ

レートからライブラリを作成する場合は、画面下部の  をクリックします。  

5. 必要に応じて、ライブラリ名／位置／メモを変更する 

「ライブラリ名」は必須項目です。必ず入力してください。 
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6.  をクリックする  

→ 追加したライブラリのレコード一覧画面が表示されます。  

「(ルートフォルダ)」直下の「 テンプレート」フォルダには、「サイボウズ デヂエ」に登録されているテンプレートが保存されて

います。 

ホーム画面で、「 テンプレート」フォルダを選択すると、画面右側にテンプレート一覧が表示されます。ライブラリを作成する

場合は、目的のテンプレートの  をクリックします。 

ライブラリを DBM ファイルから作成する 

1. ホーム画面で、ライブラリを追加する  ［フォルダ名］をクリックする  

2.  ［ライブラリの追加］をクリックする  

→ 「ライブラリの追加」画面が表示されます。  

3. ［DBM ファイル (*.dbm) から追加する］をクリックする  

→ 「DBM ファイル (*.dbm) から追加 - Step 1/2」画面が表示されます。  

4.  をクリックし、読み込む DBM ファイルを選択する  

入力欄に、読み込む DBM 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.  をクリックする  

→ 「DBM ファイル (*.dbm) から追加 Step 2/2」画面が表示されます。 

※本運用切替権限のないユーザーが 11 レコード以上登録された DBM ファイルを読み込もうとしても、読み込みは実行できません。[ホー

ムへ] をクリックしてください。  

6. 内容を確認し、  をクリックする  

→ 追加したライブラリのレコード一覧画面が表示されます。  

 読み込んだ DBM ファイルが 10 レコード以内の場合は、「仮運用ライブラリ」として読み込まれます。 

※読み込み先フォルダ内に、DBM ファイルと同じ名前のライブラリが存在する場合、DBM ファイルの内容は「(DBM ファイル名) - (番号)」と

いうライブラリ名で追加されます。  

テンプレートからライブラリを作成した場合、「全員」がライブラリ管理者として設定されています。 

ライブラリ作成後は、まずライブラリ管理者を設定されることを推奨します。 

テンプレートからライブラリを作成する方法について

テンプレート一覧からのライブラリの作成方法については、「ライブラリをテンプレートから作成する」の手順 4. ～ 6. を参照してく

ださい。

11 レコード以上登録されたライブラリの読み込みは、システム管理者または本運用切替権限のあるユーザーのみ行えます。  

DBM ファイルに設定されているアクセス権／メール通知／メール読み込み／レコードコピー／リレーション・ルックアップについ

ては、DBM ファイルに書き出した時点で無効になります。  

ファイルフィールドに添付されたファイルは破棄され、ファイル名のみが読み込まれます。  

仮運用と本運用については「仮運用と本運用について」を参照してください。
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DBM ファイルからライブラリを作成することによって、以下の情報が破棄されます。  

アクセス権の設定  

メール通知の設定  

リレーション／ルックアップの設定  

ファイルフィールドの添付ファイル (ファイル名のみ読み込まれます)  

メール読み込みの設定  

レコードコピーの設定  

DBM ファイルからライブラリを作成した場合は、上記の内容を設定しなおす必要があります。注意してください。  

ライブラリを CSV ファイルから作成する 

1. ホーム画面で、ライブラリを追加する  ［フォルダ名］をクリックする  

2.  ［ライブラリの追加］をクリックする  

→ 「ライブラリの追加」画面が表示されます。  

3. ［CSV ファイル (*.csv) から追加する］をクリックする  

→ 「CSV ファイルから追加 - Step 1/4」画面が表示されます。  

4.  をクリックし、読み込む CSV ファイルを選択する  

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.  をクリックする  

→ 「CSV ファイルから作成 - Step 2/4」画面が表示されます。  

6. 読み込む CSV ファイルの条件を指定する 

「サイボウズ デヂエ」でレコード情報として扱われるフィールドがある場合は、該当項目にチェックを入れます。 

レコード情報となる項目は、レコード番号／登録日時／登録者／更新日時／更新者です。  

CSV ファイルの先頭行がフィールド名の場合は、「先頭行をフィールド名にする」にチェックを入れます。 

CSV ファイルの先頭行はフィールド名、2 行目以降がレコードデータとして認識されます。  

7.  をクリックする  

→ 「CSV ファイルから作成 - Step 3/4」画面が表示されます。 

※本運用切替権限のないユーザーが 11 レコード以上登録された CSV ファイルを読み込んだ場合は、読み込みは実行できません。［ホー

ムへ］ をクリックしてください。  

8. ライブラリ名、メモを設定する  

9. ライブラリ名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一フォルダ内で重複したライブラリ名は設定できません。  

10. 必要に応じて、メモを入力する  

ライブラリに記録しておくこと、他のユーザーに伝えることがあることなどを入力します。 

DBM ファイルの読み込みによってクリアされる情報

11 レコード以上登録されたライブラリの読み込みは、システム管理者または本運用切替権限のあるユーザーのみ行えます。  

CSV ファイルからライブラリを作成する場合、「サイボウズ デヂエ」に正しくデータを読み込むためにいくつか留意点がありま

す。  

留意点については、「CSV ファイル読み込み時の注意点」を参照してください。 
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※「サイボウズ デヂエ」にログインして操作している場合は、ライブラリ管理者を指定することもできます。  

11. 「フィールド定義」で、フィールドタイプを確認・修正する  

選択できるフィールドタイプは以下のとおりです。 

※CSV ファイルからライブラリを作成する場合、自動計算／時間計算／自動採番／自動ルックアップのフィールドタイプは選択できませ

ん。  

 

【フィールドタイプ一覧】 

12.  をクリックする  

→ 「CSV ファイルから追加 - Step 4/4」画面が表示されます。  

13. 内容を確認し、  をクリックする  

→ 追加したライブラリのレコード一覧画面が表示されます。  

 読み込んだ CSV ファイルが 10 レコード以内の場合は、「仮運用ライブラリ」として読み込まれます。 

1 列目がレコード番号以外の場合 (レコード番号を設定しないで読み込んだ場合)  

CSV ファイルで、より上にあるデータから順に、自動的にレコード番号が付与されます。レコード一覧画面では、採番さ

れたレコード番号の降順に表示されます。  

CSV ファイルで、より下にあるデータが、レコード一覧画面の 上部に表示されることになります。  

1 列目がレコード番号の場合 (1 行目にレコード番号を設定して読み込んだ場合)  

レコード一覧画面では、設定されたレコード番号の降順で表示されます。レコード番号がより大きいレコードデータが、レ

コード一覧画面の 上部に表示されることになります。  

フィールドの詳細については「フィールドの詳細設定」を参照してください。

文字列 

(1 行) 

メニュー 

(文字列) 

文字列 

(複数行) 

メニュー 

(ユーザー) 

数値 日付

URL 時刻

日付時刻

チェックボックス ファイル

ラジオボタン イメージ URL
  

 例) http://cybozu.co.jp/image.jpg

時間量  日  時間  分  秒

仮運用と本運用については「仮運用と本運用について」を参照してください。

読み込んだ CSV ファイルのレコードデータの表示順
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > 仮運用と本運用について 

仮運用と本運用の定義 

本運用ライブラリ 

「本運用ライブラリ」とは、1 ライブラリにつきレコード数が 11 以上のライブラリのことを指します。 

課金の対象となるライブラリです。 

 

仮運用ライブラリ 

「仮運用ライブラリ」とは、1 ライブラリにつきレコード数が 10 以下のライブラリのことを指します。  

課金の対象外となるライブラリです。 

 

仮運用と本運用を切り替える 

以下の場合は、ライブラリを本運用に切り替える必要があります。 

11 個以上のレコードを登録する場合  

11 レコード以上の情報を含む DBM ファイルまたは CSV ファイルを読み込む場合  

CSV ファイルを読み込むことで、ライブラリのレコード総数が 11 レコード以上になる場合  

メール読み込みを実行することで、ライブラリのレコード総数が 11 レコード以上になる場合  

レコードコピーを実行することで、ライブラリのレコード総数が 11 レコード以上になる場合  

以下の場合は、ライブラリを仮運用に切り替えることができます。 

10 個以下のレコードのライブラリである場合  

仮運用と本運用について

仮運用状態であっても、本運用に手動で切り替えることができます。 

この場合は課金の対象となりますので、注意してください。  

仮運用と本運用ライブラリは、機能に違いはありません。  
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試用期間について 

「サイボウズ デヂエ」は、インストール後 60 日間がお試し可能な期間です。  

機能に制限はありません。 

試用版ではなく、製品版に試用期限が設定されています。  

新規に「サイボウズ デヂエ」をインストールした場合のみ、60 日間のお試しが可能です。 

DB メーカーからの移行の場合や、既に利用した「サイボウズ デヂエ」環境にインストールした場合は、60 日間のお試しはできま

せん。  

試用期間が過ぎると、一時的に使えなくなります。 

試用期間後も引き続き「サイボウズ デヂエ」を利用する場合は、ソフトウエア利用権をご購入ください。弊社から送付するライセ

ンスキーを登録すると、使用停止状態を解除して、今までのデータを引き続き利用できる仕組みです。 

ライセンスプランは、運用する本運用ライブラリ数の数に応じて選定してください。 

仮運用と本運用の切り替えは、システム管理者か、本運用切替権限を持つユーザーのみ行えます。 

切り替え操作は、「システム設定」画面の「ライブラリ運用管理」画面または「ライブラリの基本情報」画面で行います。 

システム管理者については、「システム管理者の設定」、本運用切替権限については、「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。

「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」、「ライブラリの基本情報」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。 

価格・見積・発注については、「価格表」を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリ・フォルダの作成 > フォルダの設定 

ライブラリを階層化して管理するため、「フォルダ」を作成します。 

ライブラリの数が多い場合にフォルダへ格納すると、ライブラリを効率よく管理できます。 

フォルダを追加する   

フォルダ情報を変更する   

フォルダ・ライブラリの順番変更を行う   

フォルダを削除する   

フォルダを追加する 

1. ホーム画面で、フォルダを追加する  ［フォルダ名］をクリックする  

2.  ［フォルダの追加］をクリックする  

→ 「フォルダの追加」画面が表示されます。  

3. フォルダ名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。同一フォルダ内で、ライブラリ名またはサブフォルダ名と重複したフォルダ名は設定できま

せん。  

4. 必要に応じてメモを入力する 

※「位置」には、「(手順 1. で選択したフォルダ名) の下」と表示されます。  

5.  をクリックする  

→ ホーム画面に戻ります。 

 手順 1. で選択したフォルダの下に、フォルダが新規作成されます。  

フォルダ情報を変更する 

フォルダ名、フォルダの格納場所、およびフォルダに関するメモ内容を変更します。 

1. ホーム画面で、目的の  ［フォルダ名］をクリックする  

2.  ［詳細情報］をクリックする  

→ フォルダ情報画面が表示されます。 

※フォルダにメモが登録されている場合は、  をクリックしても、フォルダ情報画面を表示できます。  

3.  ［変更する］をクリックする  

→ 「フォルダ情報の変更」画面が表示されます。  

4. 必要項目を編集する  

「フォルダ名」は必須項目です。必ず入力してください。 

フォルダの格納位置を変更する場合は、「位置」プルダウンメニューから移動先のフォルダを選択します。選択したフォルダの下

に移動します。  

5.  をクリックする  

→ フォルダ情報画面に戻ります。  

フォルダの設定 

フォルダ名を変更する際は、以下の点に注意してください。 

「(ルートフォルダ)」の場合は、フォルダ名の変更はできません。  

同一フォルダ内では、ライブラリ名またはサブフォルダ名と重複したフォルダ名は設定できません。  
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フォルダ・ライブラリの順番変更を行う 

フォルダ内に複数のフォルダまたはライブラリが存在する場合は、画面に表示される順番を変更できます。 

1. ホーム画面で、目的の  フォルダをクリックする  

2.  ［順番変更］をクリックする  

→ 「フォルダ内の順番変更」画面が表示されます。  

 画面上部のリストには選択したフォルダ内のフォルダ、下部のリストには選択したフォルダ内のライブラリが、現在設定されてい

る順番で一覧表示されます。  

3. 各リストから、目的のフォルダ名またはライブラリ名を選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択したフォルダ名またはライブラリ名が上下に 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。  

フォルダを削除する 

1. ホーム画面で、目的の  フォルダをクリックする  

2.  ［削除］をクリックする 

※選択したフォルダにサブフォルダまたはライブラリが登録されている場合、  ［削除］は表示されません。  

→ 「フォルダの削除」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ フォルダが削除され、フォルダの一覧画面に戻ります。  

フォルダ・ライブラリの順番変更は、フォルダ同士またはライブラリ同士のみで行います。フォルダ・ライブラリをまたいだ順番の変

更はできません。 

フォルダを削除するには、目的のフォルダが空の状態である必要があります。フォルダを削除する前に、フォルダ内のすべての

サブフォルダおよびライブラリを削除してください。 
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ライブラリの情報 

14



ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの情報 > ライブラリ管理者の設定 

「ライブラリ管理者」とは、各ライブラリの構築や管理を行うユーザーのことです。ライブラリごとに設定できます。 

ライブラリ作成直後は、「全員」がライブラリ管理者に設定されています。必要に応じて、ライブラリ管理者となるユーザーを設定しま

す。特定のグループを指定して、そのグループに所属するユーザー全員をライブラリ管理者として設定することもできます。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの情報］を選択する 

→ 「ライブラリの情報」画面が表示されます。 

※レコード一覧画面で画面右上の「メモ :」のリンクをクリックしても、「ライブラリ情報の設定」画面を表示できます。  

2.  ［変更する］をクリックする  

→ 「ライブラリ情報の設定」画面が表示されます。  

3. 「ライブラリ管理者」で、ライブラリ管理者とするユーザーを設定する 

1. プルダウンメニューから、目的のユーザーが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。  

2. 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。  

4. 必要に応じて、その他の設定内容を変更し、  をクリックする  

→ 「ライブラリの情報」画面に戻ります。  

システム管理者の場合は、システム設定メニューの「ライブラリ管理者の設定」画面でもライブラリ管理者を設定できます。 

ライブラリ管理者の設定 

ライブラリ管理者に設定されたユーザーが「サイボウズ デヂエ」にログインした状態でそのライブラリを選択すると、各画面右

下に  (ライブラリ管理) が表示されます。  

ライブラリ管理者を設定できるのは、目的のライブラリのライブラリ管理者として設定されているユーザー、およびシステム管理

者のみです。  

ライブラリ管理者を設定するには、「サイボウズ デヂエ」にログインしている必要があります。「サイボウズ デヂエ」にログインし

てから設定してください。  

設定する本人は、必ずライブラリ管理者に設定してください。ライブラリ管理者に設定していないと、以降の操作ができなくなり

ます。  

ライブラリ管理者は、ライブラリへのアクセス権が設定されていない、またはライブラリへの閲覧権限が設定されていなくても、

ライブラリの閲覧が可能です。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

システム管理者の場合

「ライブラリ管理者の設定」画面での設定方法については、「ライブラリ管理者を設定／変更する」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの情報 > ライブラリ情報の設定 

ライブラリに関する基本情報を設定／変更できます。 

ライブラリには、以下の情報が含まれています。 

※末尾に「(*)」が付いている項目は、「ライブラリの情報」画面で変更可能な情報です。  

ライブラリ名 (*)  

ライブラリ ID 

ライブラリ ID は、「サイボウズ デヂエ」が自動的に付加する番号です。変更はできません。  

位置 (*)  

メモ (*)  

ライブラリ管理者 (*) 

「ライブラリ管理者」は、ライブラリの構築や管理を行うユーザーのことです。 

変更する場合は、「サイボウズ デヂエ」にログインしてから操作してください。  

作成者 

ライブラリ作成者がログイン前ユーザーの場合は、作成者欄は空白となります。  

作成日時  

終更新日時  

レコード数  

運用 

システム管理者または本運用切替権限のあるユーザーの場合は、  または  が表示され、本運用／

仮運用の切り替えができます。  

ロック時間 (*)  

ここでは、以下の情報の変更について説明します。 

ライブラリ情報を設定する   

メモを付ける   

レコードロック時間を変更する   

ライブラリ情報を設定する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの情報］を選択する 

→ 「ライブラリの情報」画面が表示されます。 

※レコード一覧画面で画面右上の「メモ :」のリンクをクリックしても、「ライブラリ情報の設定」画面を表示できます。  

2.  ［変更する］をクリックする  

→ 「ライブラリ情報の設定」画面が表示されます。  

3. 必要項目を変更する 

ライブラリ名  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一フォルダ内では、ライブラリまたはサブフォルダと重複したライブラリ名は設定できません。  

位置  

ライブラリを格納する位置をプルダウンメニューから選択します。  

ライブラリ情報の設定 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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ライブラリ管理者  

ライブラリ管理者とするユーザー／グループを変更します。  

ライブラリ管理者を変更するには、「サイボウズ デヂエ」にログインしている必要があります。「サイボウズ デヂエ」にログ

インしてから変更してください。 

なお、設定する本人は、必ずライブラリ管理者に設定してください。ライブラリ管理者に設定していないと、以降の操作が

できなくなります。 

メモ 

ライブラリに関して記録しておくこと、他のユーザーに伝えることなどを入力します。 

レコード編集時にロックする時間 

レコードデータの編集を開始したとき、そのレコードが他のユーザーによって同時編集されないようにロックする時間を設

定します。ライブラリ作成直後は、「5 分間」が設定されています。 

4.  をクリックする  

→ 「ライブラリの情報」画面に戻ります。  

メモを付ける 

ライブラリにメモを付けると、レコード一覧画面の右上にメモの内容が表示され、ユーザーへの連絡事項、注意点などを知らせることが

できます。  

1. 「ライブラリ情報の設定」画面で、「メモ」の入力欄にメモとして表示する内容を入力する 

2.  をクリックする  

→ 「ライブラリの情報」画面に戻ります。  

レコードロック時間を変更する 

レコードデータの編集を開始したとき、そのレコードが他のユーザーによって同時編集されないようにロックする時間を設定します。 

レコードのロック時間は、ライブラリごとに設定できます。初期設定では、「5 分間」に設定されています。 

レコードの編集中に他のユーザーがそのレコードを編集しようとすると、ロックされている旨のメッセージが表示されます。  

編集を開始したユーザーが、  または  をクリックすると、レコードのロックは解除されます。 

ロック時間経過後は、他のユーザーがそのレコードを編集できるようになります。  

 

1. 「ライブラリ情報の設定」画面で、「レコード編集時にロックする時間」プルダウンメニューから、ロック時間を選択する  

1 分間～ 30 分間の範囲で設定できます。初期設定では「5 分間」です。 

2.  をクリックする  

→ 「ライブラリ管理の情報」画面に戻ります。  

ライブラリ管理者の変更方法については、「ライブラリ管理者の設定」を参照してください。

メモの入力方法については、「メモを付ける」を参照してください。 

ロック時間の変更方法については、「レコードロック時間を変更する」を参照してください。 

「ライブラリ情報の設定」画面の表示方法については、「ライブラリ情報を設定する」の手順 1. ～ 2. を参照してください。

レコードロック中に表示されるメッセージについては、「レコードロック中の表示について」を参照してください。 

「レコードの編集」画面から  または  をクリックせずに他の画面へ移動した場合も、ロック状態は

維持されています。 

「レコードの編集」画面から他の画面へ移動する場合は、必ず  または  をクリックして、ロックを

解除してください。 

「ライブラリ情報の設定」画面の表示方法については、「ライブラリ情報を設定する」の手順 1. ～ 2. を参照してください。
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レコード一覧画面で、他のユーザーが編集のレコードの  ［閲覧］または  ［編集］をクリックすると、他のユーザーが編集

中である旨が表示され、編集できません。 

 ［閲覧］をクリックした場合 

ログインユーザーが編集している場合は「ログインユーザー名 (編集中) 」、ログイン前ユーザーが編集している場合は

「 (編集中)」と表示され、  ［編集する］は表示されません。  

 ［編集］をクリックした場合 

ログインユーザーが編集している場合は「現在 (ログインユーザー名) さんが編集中です。しばらくしてから、再度編集し

てください。」というメッセージが表示されます。ログイン前ユーザーが編集している場合は、「(ログインユーザー名)」の

部分に「ログイン前ユーザー」と表示されます。  

なお、ライブラリ管理者の場合は  が表示され、レコードロックを強制解除できます。  

レコードロック中の表示について
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フィールドの設定 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > フィールドの設定 > フィールドの設定 

ライブラリに必要なフィールドの設定を行います。フィールドには、ソート、手動ルックアップ、アクセス権を設定できます。 

「サイボウズ デヂエ」では、ライブラリの項目名を「フィールド」といいます。 

 

フィールドを追加する   

フィールドの設定を変更する   

フィールドのコピーを作成する   

フィールドの順番変更を行う   

フィールドを削除する   

フィールドを追加する 

ライブラリにフィールドを追加します。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［フィールドの設定］を選択する 

→ 「フィールドの設定」画面が表示されます。  

2. ［新規作成］をクリックする  

→ 「フィールドの追加」画面が表示されます。  

3. フィールドタイプをプルダウンメニューから選択して、  をクリックする  

以下のフィールドタイプを選択できます。  

フィールドの設定 

アクセス権の設定については、「フィールドのアクセス権を設定する」を参照してください。 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

フィールドの書式については、「フィールドの書式・条件書式の設定について」を参照してください。

文字列 (1 行) メニュー (文字列) 

文字列 (複数行) メニュー (ユーザー) 

数値 日付

URL 時刻

日付時刻

チェックボックス ファイル

ラジオボタン イメージ URL
 

(例 : 

http://cybozu.co.jp/image.jpg) 

時間量 日 時間 分 秒

自動計算
計算式が表示されます。 

  例) 「単価×個数」

時間計算
計算式が表示されます。 

  例) 「日付＋時間量」

自動採番 1 ずつ加算される数値が登録されます。
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4. フィールドの詳細設定を行う  

フィールドごとに、ソート、手動ルックアップ、アクセス権を設定します。  

なお、設定内容は選択したフィールドによって異なります。 

5.  をクリックする 

※ライブラリにレコード一覧ビュー／フィールドレイアウトが設定されている場合は、このフィールドをレコード一覧ビューまたはフィールドレ

イアウトの表示するフィールドとするかどうかを設定する画面が表示されます。  

→ 「フィールドの設定」画面に戻ります。  

レコード一覧ビュー／フィールドレイアウトに表示するフィールドとして設定する場合 

ライブラリにレコード一覧ビューまたはフィールドレイアウトが設定されている場合、フィールドを追加すると、「レコード一覧ビュー、フィ

ールドレイアウトへの登録」画面が表示され、このフィールドを表示するフィールドとするレコード一覧ビュー／フィールドレイアウトを設

定できます。 

「レコード一覧ビュー」の「登録しない」リストにはライブラリに設定されているレコード一覧ビュー、「フィールドレイアウト」の「登録しな

い」リストには、ライブラリに設定されているフィールドレイアウトが一覧表示されます。  

1. 「登録しない」リストから、目的のレコード一覧ビュー／フィールドレイアウトを選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 選択したレコード一覧ビュー／フィールドレイアウトが、「登録する」リストに追加されます。  

2.  をクリックする  

→ 「フィールドの設定」画面に戻ります。  

フィールドの設定を変更する 

既存フィールドの設定内容を編集します。 

1. 「フィールドの設定」画面で、目的のフィールドの［変更］をクリックする  

→ 「フィールドの変更」画面が表示されます。  

2. 必要項目を変更する  

必要に応じて、設定内容を変更します。  

設定内容は、選択したフィールドのフィールドタイプによって異なります。 

フィールドタイプを変更する場合は、以下の操作を行います。 

1. フィールドタイプ名右側の  をクリックする 

→ 確認画面が表示されます。  

2.  をクリックする 

→ 「フィールドの変更」画面に戻ります。 

「フィールドタイプ」にプルダウンメニューが表示されます。  

3. 「フィールドタイプ」プルダウンメニューから、目的のフィールドタイプを選択する 

フィールドタイプの変更は、変更前のフィールドタイプと変更後のフィールドタイプとの互換性により制限があります。プ

ルダウンメニューには、変更できるフィールドタイプのみ表示されます。 

自動ルックアップ リレーションが設定されたライブラリのデータが表示されます。

詳細については、「フィールドの詳細設定」を参照してください。 

レコード一覧ビュー／フィールドレイアウトへの設定については、「レコード一覧ビュー／フィールドレイアウトに表示するフィール

ドとして設定する場合」を参照してください。

「フィールドの設定」画面の表示方法については、「フィールドを追加する」を参照してください。 

詳細については、「フィールドの詳細設定」を参照してください。

詳細については、「フィールドタイプ変更の制限」を参照してください。
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3.  をクリックする  

→ 「フィールドの設定」画面に戻ります。  

フィールドのコピーを作成する 

既存フィールドの設定内容をコピーして、新たなフィールドを作成できます。コピー元フィールドの以下の設定を引き継いだフィールドが

作成されます。 

フィールドごとの詳細設定  

アクセス権  

レコード一覧ビュー／フィールドレイアウトの表示フィールドの設定  

1. 「フィールドの設定」画面で、目的のフィールドの［コピー］をクリックする  

→ フィールド一覧下部に、「(コピー元フィールド名) - (連番)」というフィールド名で、フィールドのコピーが作成されます。  

2. 必要に応じて、設定内容を変更する 

フィールドの順番変更を行う 

レコード一覧ビューまたはフィールドレイアウトに、「(すべて)」を選択した場合に表示されるフィールドの順番を変更します。 

1. 「フィールドの設定」画面で、［順番変更］をクリックする  

→ 「フィールドの順番変更」画面が表示されます。 

ライブラリに設定されているフィールドがリストに表示されます。  

2. リストから目的のフィールドを選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択したフィールド名が上下に 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。  

「フィールドの設定」画面の表示方法については、「フィールドを追加する」を参照してください。 

変更方法については、「フィールドの設定を変更する」を参照してください。

コピーされるのは、フィールドの設定のみです。コピー元のフィールドにレコードが登録されていても、レコード値はコピーされま

せん。  

コピーされたフィールドのレコード一覧ビュー／フィールドレイアウトの書式は、各フィールドタイプの初期値となります。コピー

元の書式設定および条件書式は引き継がれません。  

「自動計算」「時間計算」フィールドをコピーした場合、コピーした時点でレコードの再計算が行われます。  

「自動採番」フィールドをコピーした場合、レコードを登録すると、コピー元フィールドの「次に採番される値」から採番されます。  

「自動採番」フィールドをコピーした場合、レコードを登録するまでは各設定を変更できます。  

「自動計算」「時間計算」フィールドは、そのフィールドより上にあるフィールドに対して計算を行うため、順番変更時には注意してく

ださい。 

「フィールドの設定」画面の表示方法については、「フィールドを追加する」を参照してください。 
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フィールドを削除する 

ライブラリから不要なフィールドを削除します。 

フィールドを削除すると、フィールドに登録されているレコード内容も削除されます。 

1. 「フィールドの設定」画面で、目的のフィールドの［削除］をクリックする  

→ 「フィールドの削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「フィールドの設定」画面に戻ります。  

「フィールドの設定」画面の表示方法については、「フィールドを追加する」を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > フィールドの詳細設定 

フィールドの設定画面で、登録されている情報の表示方法を詳細に設定できます。 

各フィールドタイプごとに、制限値／初期値／入力幅などを設定できます。 

設定された内容は、レコードを登録・編集する画面、レコード一覧画面に反映されます。 

全フィールド共通事項 

各フィールドタイプごとの制限値／初期値／入力幅などについて説明します。 

文字列 (1 行) 

1 行の文字列を入力するタイプのフィールドです。 

フィールドの詳細設定 

フィールド名

必須入力項目です。必ず入力してください。 

大 100 文字 (大文字・小文字を区別) まで名前を設定できます。ライブ

ラリ内での同一フィールド名は設定できません。

コメント (説明文)

そのフィールドに入力したい内容や入力時の注意点をユーザーに伝える

ことができます。入力文字数に制限はありません。ただし、改行は使用で

きません。

文字列 (1 行)   

文字列 (複数行)   

URL   

メニュー (文字列)   

メニュー (ユーザー)   

ラジオボタン   

チェックボックス   

数値   

自動計算   

日付   

時刻   

日付時刻   

時間量   

時間計算   

ファイル   

イメージ URL   

自動採番   

自動ルックアップ   

自動ルックアップフィールドは他フィールドの値が自動設定されるため、個別に設定内容を変更することはできません。  

入力幅 (※1)

レコードを登録・編集する画面での入力フィールドの横幅を設定しま

す。 

半角での文字数幅で 0 ～ 999 文字数の範囲で設定でき

ます。初期設定では「50」です。  

0 に設定する場合、または値を設定しない場合は、使用す

る Webブラウザーの標準入力幅が設定されます。  

大入力文字数 

(※2)

レコードを登録・編集する画面で、入力できる 大の文字数を制限し

ます。 

0 ～ 999 文字の範囲で設定できます。  

0 に設定する場合、または値を設定しない場合は、無制限

です。  

初期値 レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

必須項目である (※3) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※4) レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に
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文字列 (複数行) 

複数行の文字列を入力するタイプのフィールドです。  

URL 

URL を入力するタイプのフィールドです。  

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

ルックアップでデータ

を取り込む (※5)

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込む場合に

チェックを入れます。

※1Webブラウザーによって、標準入力幅は異なります。 

※2使用する Webブラウザーによって、 大入力文字数は異なります。 

※3必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※4レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

※5この項目は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表示されます。 

入力欄の横幅

レコードを登録・編集する画面での入力フィールドの横幅を設定しま

す。 

半角 10 ～ 100 文字の範囲で設定できます。初期設定で

は「50」です。  

入力欄の縦幅

レコードを登録・編集する画面での入力欄の縦幅を設定します。 

1 ～ 30 行の範囲で設定できます。初期設定では「5 行」で

す。  

初期値 レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

ルックアップでデータ

を取り込む (※2)

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込む場合に

チェックを入れます。

※1 必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2 この項目は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表示されます。 

入力幅

レコードを登録・編集する画面での入力フィールドの横幅を設定しま

す。 

半角 0 ～ 999 文字の範囲で設定できます。初期設定では

「50」です。  

0 に設定する場合、または値を設定しない場合は、使用す

る Webブラウザーの標準入力幅が設定されます (※1)。  

大入力文字数 

(※2) 

レコードを登録・編集する画面で入力できる 大文字数を制限しま

す。 

0 ～ 999 文字の範囲で設定できます。  
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メニュー (文字列) 

メニュー方式で複数の項目から文字列を選択するタイプのフィールドです。  

0 に設定する場合、または値を設定しない場合は、無制限

です。  

初期値 レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

リンク名表示を行う

レコード一覧画面で URL を指定した文字列で表示させる場合にチ

ェックを入れます。リンク名で設定した文字列がリンク表示されま

す。リンク名の初期設定も設定できます。 

例)  

URL http://xxxx.co.jp

リンク

名

凸凹株式会社 

→ レコード一覧画面では「凸凹株式会社」と表示されま

す。

必須項目である (※3) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※4) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

ルックアップでデータ

を取り込む (※5)

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込む場合に

チェックを入れます。

※1Webブラウザーによって、標準入力幅は異なります。 

※2使用する Webブラウザーによって、 大入力文字数は異なります。

※3必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※4レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

※5この項目は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表示されます。 

メニュー項目

選択メニューにする項目を設定します。 

1 行 1 項目で文字列を入力します。  

初期値

レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

「メニュー項目」で設定した値の中から設定します。 

初期設定として何も入力しないと、選択時には「--」が表示されま

す。 

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 
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メニュー (ユーザー)  

メニュー方式で登録ユーザーを選択するタイプのフィールドです。  

ラジオボタン 

ボタン形式で複数の項目からひとつだけを選択する択一方式のフィールドです。  

メニュー項目

選択可能なユーザーを、以下の手順で設定します。 

1. プルダウンメニューから、メニュー項目に追加するユーザー

の所属グループを選択します。 

※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。  

2. 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、  をクリックします。 

→ 選択したユーザーが左側のリストに追加されます。  

初期値

レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

「ログインユーザー」を指定すると、レコード登録時にログインしてい

るユーザーの名前が表示されます。ログインしていない場合は、値

は表示されません。 

初期設定で何も入力しない場合、または初期設定が「ログインユー

ザー」でログインユーザーがメニュー項目に含まれない場合、「--」

が表示されます。 

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドについてレコードの並び替えを行

う場合にチェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても、再利用させたくない場合にチェ

ックを入れます。

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

メニュー項目

選択メニューにする項目を設定します。 

1 行 1 項目で文字列を入力  

初期値
レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

「メニュー項目」で設定した値の中から設定します。

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 
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チェックボックス 

設定した項目にチェックマークを入れるタイプのフィールドです。  

数値 

半角数値を入力するタイプのフィールドです。レコードを登録・編集する画面では、数値フィールドに「＃」マークが表示されます。  

初期値

レコードの新規追加時にあらかじめチェックが入った状態にするかど

うかを設定します。チェック状態にする場合は、チェックボックスにチ

ェックを入れます。

ソートを行う (※1) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても、再利用させたくない場合にチェ

ックを入れます。

※1レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

小値

入力する数値の 小値を設定します。 

15 桁までの数値が設定できます。  

小数点を含む数値も指定できます。  

大値

入力する数値の 大値を設定します。 

15 桁までの数値が設定できます。  

小数点を含む数値も指定できます。  

初期値

レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力しま

す。 

「 小値」「 大値」「小数点以下の有効な桁数」の各

制限内の値を設定します。  

単位

数値の単位を設定します。 

\/$/US$＝数値の前に表示されます。  

円／千円／万円／百万円 ＝数値の後に表示されま

す。  

その他の単位を設定する場合 

1. (右で指定) を選択  

2. 設定する単位を入力  

3. 単位の前後表示を選択  

小数点以下の有効な桁数

小数点以下の数値を有効にする場合、桁数を設定します。 

0 ～ 10 桁の範囲で設定できます。初期設定では「0」

です。  

有効な桁数を減らした場合、四捨五入して表示されま

す。ただし、OS の処理に依存します。  

マイナスの表示方法
マイナス値の表示方法を、以下から選択します。 

「-1024」「△1024」「▲1024」「(1024)」 
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自動計算 

同じレコード内の数値フィールドと自動計算フィールドの値を自動で計算するフィールドです (※1)。  

初期設定では「-1024」です。 

桁区切り「,」を使用する
数値に桁区切りのカンマを付与します。集計結果、各レコード一

覧ビューにも反映されます。

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場

合にチェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても、再利用させたくない場合

にチェックを入れます。

ルックアップでデータを取

り込む (※3)

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込む場

合にチェックを入れます。

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

※3この項目は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表示されます。 

単位

数値の単位を設定します。 

\／$／US$＝数値の前に表示されます。  

円／千円／万円／百万円＝数値の後に表示されます。  

その他の単位を設定する場合 

1. (右で指定) を選択  

2. 設定する単位を入力  

3. 単位の前後表示を選択  

小数点以下の有効な 

桁数

小数点以下の数値を有効にする場合、桁数を設定します。 

0 ～ 10 桁の範囲で設定できます。初期設定では「0」です。  

計算結果が小数以下 

の有効な桁数を超 

えた場合、切り捨てる

計算結果が小数以下の有効な桁数を超えたときに、切り捨て処理を

行う場合にチェックを入れます。 

チェックなしの場合は四捨五入されます。ただし、OS の処

理に依存します。  

マイナスの表示方法

マイナス値の表示方法を設定します。 

以下から選択します。 

「-1024」「△1024」「▲1024」「(1024)」 

初期設定では「-1024」です。 

桁区切り「,」を使用 

する

数値に桁区切りのカンマを付与します。集計結果、各レコード一覧ビ

ューにも反映されます。

四則演算を行う場合、対象のフィールドと、演算内容を設定します。 

フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある数値フ

ィールドおよび自動計算フィールドから、選択できます。  

定数を指定する場合、定数の入力欄に記入します。8 桁 

(小数点を含む場合は 15 桁) の数値まで指定できます。  
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計算内容 : 四則演算 

(※2) 

計算対象のフィールド値が空の場合は、「0」として計算され

ます。  

計算対象のフィールドが削除された場合、自動計算フィー

ルドの値はエラーとなります。  

計算対象のフィールド値がエラーの場合、計算後のフィー

ルド値についてもエラーとなります。  

計算内容 : 合計

複数フィールドの総和を計算する場合、計算対象のフィールドが追

加されます。 

フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある数値フ

ィールドと自動計算フィールドから、選択できます。  

ソートを行う (※3) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

※1自動計算処理は以下のタイミングで行われます。 

レコードを追加したとき  

自動計算フィールドを新規に追加したとき 

既存の全レコードにおいて自動計算処理が行われます。  

数値フィールドおよび自動計算フィールドの設定が変更されたとき 

既存の全レコードにおいて自動計算処理が行われます。  

計算対象のフィールドが削除されたとき、数値フィールド・自動計算フィールド以

外のフィールドタイプに変更されたとき 

既存の全レコードにおいてエラー処理が行われます。  

CSV ファイルでレコードを読み込んだとき 

読み込んだレコードにおいて自動計算処理が行われ、CSV ファイルの値は無視

されます。  

文字列置換で計算結果に影響のあるフィールドの値が変更されたとき 

レコードにおいて自動計算処理が行われます。  

再ルックアップで計算結果に影響のあるフィールドの値がルックアップされたとき 

既存の全レコードにおいて自動計算処理が行われます。  

※2自動計算フィールドの計算結果は、 大 15 桁まで有効です。それ以上の桁数の場合、

正しい結果が表示されないときがあります。 

※3レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

30



日付 

日付タイプのフィールドです。  

時刻 

時刻タイプのフィールドです。  

初期値を現在日付に 

する／ 

表示書式

レコードの新規追加時にあらかじめ現在日付が設定された状態に

する場合にチェックを入れます。 

表示書式は、以下より選択できます。 

2004/10/12、10/12、平成 16 年 10 月 12 日、平成 16 年 10 月、

2004 年 10 月 12 日、2004 年 10 月、10 月 12 日、10 月 

日付を直接入力する

日付の入力を手入力とする場合にチェックを入れます。 

チェックが外れている場合は、日付がプルダウンメニューで

表示されます。  

プルダウンメニューで選択できない範囲の日付を入力する

場合に設定します。 

入力例) 1970 年 3 月 16 日の場合 ⇒ 1970/3/16  

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

初期値を現在時刻に 

する／ 

表示書式

レコードの新規追加時にあらかじめ現在時刻が設定された状態に

する場合にチェックを入れます。 

表示書式を以下より選択できます。 

15:30、3:30PM、15 時 30 分、午後 3 時 30 分 

「秒」を表示する 秒まで表示させる場合にチェックを入れます。

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 
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日付時刻 

日付と時刻を入力するフィールドです。  

時間量 

時間を量、長さで表すことができるフィールドです。  

初期値を現在日時に

する／ 

表示書式

レコードの新規追加時にあらかじめ現在日時が設定された状態する

場合にチェックを入れます。 

表示書式は、以下より選択できます。 

2004/10/12 15:30、2004/10/12 3:30PM、平成 16 年 10 月 12 日 

15 時 30 分、平成 16 年 10 月 12 日午後 3 時 30 分、2004 年 10 

月 12 日 15 時 30 分、2004 年 10 月 12 日午後 3 時 30 分、10 月 

12 日 15 時 30 分、10 月 12 日午後 3 時 30 分 

「秒」を表示する 秒まで表示させる場合にチェックを入れます。

日付時刻を直接入力

する

日付の入力を直接入力とする場合にチェックを入れます。 

チェックが外れている場合、日付がプルダウンメニューで表

示されます。  

プルダウンメニューで選択できない範囲の日付を入力する

場合に設定します。 

入力例) 1970 年 3 月 16 日 15 時 7 分の場合 ⇒ 

1970/3/16 15:07  

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。

ルックアップでデータ

を取り込む (※3)

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込む場合に

チェックを入れます。

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

※3この項目は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表示されます。 

単位

時間量の単位を指定します。 

単位 : 日時間分秒／日時間分／日時間／日／時間分秒／時間分

／時間／分秒／分／秒 

初期値 レコードの新規登録時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

表示書式

時間の書式を設定します。 

以下から選択します。 

「1:23:45:12」「1 日 23 時間 45 分 12 秒」「1d23h35m12s」 

初期設定では「1:23:45:12」です。 

必須項目である (※1) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。
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時間計算 

「日付」「時刻」「日付時刻」「時間量」「時間計算」フィールドに登録された時間情報に対して、＋－計算、合計を自動で行えるフィールド

です (※1)。 

※1必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

計算内容 : ＋－計算

＋－計算を行う場合、対象のフィールドと演算内容を設定します。 

フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある、日

付、時刻、日付時刻、時間量フィールド、および時間計算フ

ィールドから選択できます。  

定数を指定する場合、定数の入力欄に記入します。  

計算対象のフィールド値が空の場合、時間量フィールドは

「0」として計算されますが、それ以外の計算対象フィールド

値が空の場合、時間計算フィールドの値はエラーとなりま

す。  

計算対象のフィールドが削除された場合、時間計算フィー

ルドの値はエラーとなります。  

計算対象のフィールド値がエラーの場合、計算後のフィー

ルド値についてもエラーとなります。  

計算内容 : 合計

複数フィールドの総和を計算する場合、計算対象のフィールドが追

加されます。 

フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある時間量

フィールドと、計算結果が時間量となる時間計算フィールド

のどちらかを選択できます。  

単位

計算結果が「時間量」の場合、単位を設定できます。 

以下から選択します。 

「日時間分秒」「日時間分」「日時間」「日」「時間分秒」「時間分」「時

間」「分秒」「分」 

初期設定では「日時間分秒」です。 

表示書式

計算結果によって、選択できる書式は異なります。 

[日付]

2004/10/12、10/12、平成 16 年 10 月 12 日、平成 

16 年 10 月、2004年 10 月 12 日、2004 年 10 月、10 

月 12 日、10 月

[日付時刻]

2004/10/12 15:30、2004/10/12 3:30PM、平成 16 年 

10 月 12 日 15 時 30 分、2004 年 10 月 12 日 15 時 

30 分、2004 年 10 月 12 日 午後 3 時 30 分

[時刻] 15:30、3:30PM、15 時 30 分、午後 3 時 30 分

[時間量] 1:23:45:12、1 日 23 時間 45 分 12 秒、1d23h35m12s

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。
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ファイル 

添付ファイルを設定する場合のフィールドです (※1)。  

※1計算対象に指定できるフィールドとその結果は、フィールドタイプによって異なります。計

算の組み合わせは以下のとおりです。 

計算対象を「時間計算」フィールドとする場合は、その時間計算フィールドの計算結果 

(「時間量」「日付」「日付時刻」「時刻」のどれか) によって、プルダウンメニューに表示さ

れるフィールドが異なります。計算可能な組み合わせは、上記の表と同様です。 

時間計算可能な組み合わせ 計算結果

日付 － 日付 時間量

日付 － 日付時刻 時間量

日付 ＋ 時間量 日付

日付 － 時間量 日付

日付時刻 － 日付 時間量

日付時刻 － 日付時刻 時間量

日付時刻 ＋ 時間量 日付時刻

日付時刻 － 時間量 日付時刻

時刻 － 時刻 時間量

時刻 ＋ 時間量 時刻

時刻 － 時間量 時刻

時間量 ＋ 時間量 時間量

時間量 － 時間量 時間量

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

拡張子

添付ファイルの拡張子を制限します。 

受け入れる拡張子を入力 (複数の拡張子を設定する場合

は間に「； (セミコロン)」を入れる)  

なにも設定しない場合はすべてのファイルの添付が可能  

添付されたファイルの MIMETYPE は、ファイルの拡張子に

よって自動的に決定  

MIMETYPE については、「よくある質問 (FAQ)」を参照してく

ださい。 

イメージをインライン 

で表示する

レコード閲覧画面で gif 形式、jpeg 形式、png 形式のファイルをイン

ライン表示できます。 

インライン表示する場合にチェックを入れます。 

縮小表示を行う

画像ファイルを縮小して表示する場合にチェックを入れます。 

チェックを入れた場合は、幅・高さのピクセルは必須項目です。必ず

設定してください (※2)。 

必須項目である (※3) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても、再利用させたくない場合にチェ

ックを入れます。
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イメージ URL 

画像ファイルの格納先 URL を入力するタイプのフィールドです。レコード一覧画面とレコード閲覧画面でインライン表示されます (※

1)。  

※1画像表示における「ファイル」フィールドと「イメージ URL」フィールドの違い 

「ファイル」フィールドの場合は、指定されたファイルをコピーしてライブラリの一部

として「サイボウズ デヂエ」内に保存されます。ファイルを変更する場合は、変更

後のファイルを再度添付する必要があります。  

「イメージ URL」フィールドの場合は、指定された URL がレコードに登録されま

す。この URL に格納されている画像ファイルそのものを参照します。そのため、

指定された URL に格納されている画像ファイルを変更した場合、「サイボウズ 

デヂエ」側でも画像が変更されるため、URL を指定しなおす必要はありません。

画像を一括でアップする場合や、画像が保存されるディレクトリを変更する場合

は、イメージ URL フィールドが 適です。  

※2
レコード一覧画面およびレコード閲覧画面で表示する画像のサイズ (幅・高さ) を

指定します。  

1 ～ 999 ピクセルの範囲で設定できます。  

リンク切れ、画像データの真偽などのチェックは行われません。  

※3必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

入力幅

レコードを登録・編集する画面での入力フィールドの横幅を設定しま

す。 

半角 0 ～ 999 文字の範囲で設定できます。  

0 に設定する場合、または値を設定しない場合は、使用す

る Webブラウザーの標準入力幅が設定されます (※2)。  

大入力文字数 

(※3) 

レコードを登録・編集する画面で入力できる 大文字数を制限しま

す。 

0 ～ 999 文字の範囲で設定できます。  

0 に設定する場合、または値を設定しない場合は、無制限

です。  

初期値 レコードの新規追加時にあらかじめ設定しておく値を入力します。

拡張子

指定された URL に格納されているファイルの拡張子を制限します。 

受け入れる拡張子を入力  

何も設定しない場合は、すべてのファイル指定が可能で

す。ただし、Webブラウザーが受け入れるファイル形式に限

ります。  

縮小表示を 

行う

画像ファイルを縮小して表示する場合にチェックを入れます。 

チェックを入れた場合は、幅・高さのピクセルの設定は必須項目で

す。必ず設定してください (※4)。 

必須項目である (※5) レコードの必須項目に指定する場合にチェックを入れます。

ソートを行う (※6) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。

再利用しない
「再利用して登録する」を実行しても再利用させたくない場合にチェッ

クを入れます。
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自動採番 

レコード登録時に 1 ずつ加算される数値を自動的に採番するフィールドです (※1)。 

ルックアップでデータ

を取り込む (※7)

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込む場合に

チェックを入れます。

※1画像表示における「ファイル」フィールドと「イメージ URL」フィールドの違い 

「ファイル」フィールドの場合は、指定されたファイルをコピーしてライブラリの一部

として「サイボウズ デヂエ」内に保存されます。ファイルを変更する場合は、変更

後のファイルを再度添付する必要があります。  

「イメージ URL」フィールドの場合は、指定された URL がレコードに登録されま

す。この URL に格納されている画像ファイルそのものを参照します。そのため、

指定された URL に格納されている画像ファイルを変更した場合、「サイボウズ 

デヂエ」側でも画像が変更されるため、URL を指定しなおす必要はありません。

画像を一括でアップする場合や、画像が保存されるディレクトリを変更する場合

は、イメージ URL フィールドが 適です。  

※2Webブラウザーによって、標準入力幅は異なります。 

※3使用する Webブラウザーによって、 大入力文字数は異なります。 

※4
レコード一覧画面およびレコード閲覧画面で表示する画像のサイズ (幅・高さ) を

指定します。  

1 ～ 999 ピクセルの範囲で設定できます。  

リンク切れ、画像データの真偽などのチェックは行われません。  

※5必須項目にすると、レコードを登録・編集する画面で「*」マークが表示されます。 

※6レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

※7この項目は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表示されます。 

値の前に付与する 

文字列／ 

値の後に付与する 

文字列

番号の前後に固定文字列を付加します。

開始番号
初期設定では「1」です。9 桁まで登録できます。1000000000 以上は

採番できず、レコードが登録できなくなります。

既存のレコードにも 

設定する

既にライブラリにレコードが登録されている場合に表示されます。 

「既存のレコードにも設定する」にチェックを入れると、登録済のレコ

ードも採番対象となります。

表示桁数
設定した桁数に対し、桁が不足している場合は「0」で補われます。2 

～ 9 のの範囲で設定できます。初期設定では「指定なし」です。

次に付与する番号

一度自動採番フィールドの設定を行った場合に表示されます。 

次のレコード登録時に採番する番号を指定できます。9 桁まで登録

できます。ただし、既に採番されている番号より小さい番号は指定で

きません。

ソートを行う (※2) 
レコード一覧画面で対象フィールドのレコード並び替えを行う場合に

チェックを入れます。
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自動ルックアップ 

リレーションが設定された他のライブラリのデータを自動的に取り込むタイプのフィールドです。 

※1自動採番フィールドの注意事項 

CSV ファイルへの書き出しは可能ですが、CSV ファイルの読み込み時に上書き

して更新することはできません。  

レコードが削除された場合は欠番となります。  

レコード一括削除を行うと、レコード登録数は 0 になります。ただし、検索や絞り

込み結果のレコードを一括削除した場合、登録レコード数は 0 に変更されませ

ん。  

以下の状況以外は、「値の前に付与する文字列」「値の後に付与する文字列」

「開始番号」「表示桁数」の項目を変更できません。 

レコード一括削除によって登録レコード数が 0 になり、レコードを登録す

る前まで  

新規にライブラリを作成し、レコードを登録する前まで  

新規に自動採番フィールドを作成し、レコードを登録する前まで  

以下のタイミングで採番した番号は初期化されます。 

レコード一括削除によって登録レコード数が 0 になったとき  

ライブラリをテンプレート化したとき  

※2レコード一覧画面でフィールド名の横の   をクリックすることで、レコードがソートされ

ます。 

リレーション 取り込むフィールドのライブラリを選択します。

取り込むフィールド 取り込むフィールドを選択します。
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ライブラリの基本設定 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > 絞り込みの設定 

「絞り込み」とは、検索条件を保存しておくことができる機能です。絞り込みを設定することで、レコード一覧画面から簡単に目的の検

索結果を表示できるようになります。 

絞り込みごとにアクセス権を設定して、絞り込みを利用できるユーザー／グループを制限することもできます。 

絞り込みを追加する   

絞り込みを変更する   

絞り込み条件のコピーを作成する   

絞り込みの順番変更を行う   

絞り込みを削除する   

デフォルトビューを設定する   

絞り込みを追加する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する 

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

2.  ［絞り込み］をクリックする  

→ 「絞り込みの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「絞り込みの追加」画面が表示されます。  

4. 絞り込み名を入力する 

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内で、重複した絞り込み名は設定できません。  

5. 絞り込み条件を設定する  

以下の手順で設定します。 

1.  タブを選択する  

2. 上部のプルダウンメニューから、絞り込み方法を選択する 

「以下のすべての条件を満たす場合」    (AND 検索)  

「以下のいずれかの条件を満たす場合」 (OR 検索)  

※AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件を設定ことも可能です。  

3. 下部のプルダウンメニューから、絞り込み対象フィールドとなるフィールドを選択する 

「いずれかのフィールド」を指定すると、すべてのフィールドが絞り込み対象となります。 

絞り込みの設定 

アクセス権について

アクセス権の設定方法については、「絞り込みのアクセス権を設定する」を参照してください。

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の設定方法については、「AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞

り込み条件の設定」を参照してください。 
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4. 絞り込み条件を入力する 

「  が」の右側の入力欄に、文字列・数値・日付などを入力します。 

5. 右側のプルダウンメニューから、検索演算子を選択する  

絞り込み対象フィールドのフィールドタイプによって有効な検索演算子が異なります。 

※設定条件を増やす場合は、  をクリックします。  

6.  をクリックします。 

→ 「絞り込みの設定」画面に戻ります。  

AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の設定 

AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の設定は、  タブで行います。 

担当者が「田中さん」か「佐藤さん」で、対応状況が「完了」になっているレコードを絞り込む場合を例に、AND 条件と OR 条件

を同時に満たす絞り込み条件について説明します。 

以下のように設定します 

1.  タブを選択し、OR 条件として以下の条件を設定します。 

2.  タブを選択し、AND 条件として以下の条件を設定します。 

3. 絞り込みを実行します。  

1. 「絞り込みの追加」画面で、絞り込み名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。 

2.  タブを選択し、絞り込み条件を設定する  

3.  タブを選択し、絞り込み条件を設定する  
絞り込み条件の設定は、  タブでの設定と同じです。 

4.  をクリックする  

→ 「絞り込みの設定」画面に戻ります。  

入力方法については、「絞り込み条件の入力方法」を参照してください。 

詳細については、「有効な検索演算子」を参照してください。 

AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の例

・ 「担当者」フィールド が  「田中」 と同じ

・ 「担当者」フィールド が  「佐藤」 と同じ

・ 「状況」フィールド が  「完了」 と同じ

「絞り込みの追加」画面の表示方法については、「絞り込みを追加する」を参照してください。

絞り込み条件の設定方法については、「絞り込みを追加する」の手順 5. を参照してください。

絞り込み条件の設定方法については、「絞り込みを追加する」の手順 5. を参照してください。

 に設定内容を入力した場合は、必ず  タブを選択した状態で  をクリックしてくださ

い。 

 に設定を入力していても、  タブで  をクリックした場合は、  に設定し

た内容は絞り込み条件に反映されません。  タブでの設定のみが反映された絞り込みが登録されます。 
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選択した項目のフィールドタイプによって、絞り込み条件の入力方法は以下のように異なります。 

なお、文字列や数値などを含まないレコードを検索する場合は、入力欄には何も記入せず、検索演算子を「と同じ」に設定し

てください。 

「メニュー (文字列)」フィールド・「ラジオボタン」フィールド 

プルダウンメニューから選択します。プルダウンメニューには、選択したフィールドに設定されている項目が表示されま

す。 

直接入力も行えます。「(直接入力)」を選択し、入力欄に任意の文字列を入力してください。  

「メニュー (ユーザー)」フィールド・「登録者」・「更新者」 

プルダウンメニューから選択します。 

「メニュー (ユーザー)」フィールドを選択した場合は、プルダウンメニューには、フィールドに設定されている項目が表示さ

れます。 

「登録者」「更新者」を選択した場合は、プルダウンメニューには、「サイボウズ デヂエ」に設定されているユーザーが表

示されます。 

直接入力も行えます。「(直接入力)」を選択し、入力欄に任意の文字列を入力してください。 

「(ログインユーザー)」を選択して、「サイボウズ デヂエ」にログインしているユーザーを検索対象にすることもできます。  

「日付」フィールド・「日付時刻」フィールド・「時刻」フィールド・「登録日時」・「更新日時」 

プルダウンメニューから選択します。プルダウンメニューには、日付と時刻が表示されます。 

「今日」「昨日」「明日」 : 実行している日から換算します。  

「今週」「先週」「来週」 : 実行している週から換算して、日曜から土曜で区切ります。  

「今月」「先月」「来月」 : 実行している月から換算して、1 日から月末日で区切ります。  

「今年」「昨年」「来年」 : 実行している年から換算して、1 月から 12 月で区切ります。  

直接入力も行えます。「(直接入力)」を選択し、任意の日付を入力してください。 

全角／半角は区別されるため、数値は半角で入力してください。大文字／小文字は区別されません。 

選択入力も行えます。「(選択入力)」を選択し、プルダウンメニューから年月日時分を選択してください。 

なお、プルダウンメニューで選択できない範囲の日付を検索する場合は、「(直接入力)」を指定してください。 

絞り込みを変更する 

1. 「絞り込みの設定」画面で、目的の絞り込みを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「絞り込みの変更」画面が表示されます。  

2. 必要項目を編集する  

3.  をクリックする 

→ 「絞り込みの設定」画面に戻ります。  

AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の変更 

AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の変更は、  タブで行います 

絞り込み条件の入力方法

「絞り込みの設定」画面の表示方法については、「絞り込みを追加する」を参照してください。 

絞り込みの設定方法については、「絞り込みを追加する」の手順 5. を参照してください。 

AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の設定方法については、「AND 条件と OR 条件を同時に満たす絞り込み条件の設定」

を参照してください。 
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絞り込み条件のコピーを作成する 

既存の絞り込み条件をコピーして、新たな絞り込み条件を作成します。 

1. 「絞り込みの設定」画面で、目的の絞り込みを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「(コピー元の絞り込み名) - (連番)」という絞り込み名で、絞り込みのコピーが作成されます。  

2. 必要に応じて、設定内容を変更する 

絞り込みの順番変更を行う 

ツールメニューの「絞込」プルダウンメニューに表示する絞り込みの順番を変更します。 

1. 「絞り込みの設定」画面で、目的の絞り込み名を選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択した絞り込み名が上下に 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。  

絞り込みを削除する 

1. 「絞り込みの設定」画面で、目的の絞り込みを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「絞り込みの削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「絞り込みの設定」画面に戻ります。  

デフォルトビューを設定する 

ツールメニューの「絞込」プルダウンメニューに、初期値として表示する絞り込みを設定できます。 

初期設定では「(すべて)」が設定されています。 

デフォルトビューとして設定されている絞り込みは、「絞り込みの設定」画面のリストで、絞り込み名左側に「⇒」が表示されます。  

1. 「絞り込みの設定」画面で、目的の絞り込みを選択して反転表示させ、  をクリックする  

「絞り込みの設定」画面の表示方法については、「絞り込みを追加する」を参照してください。 

絞り込み名や絞り込み条件の設定方法については、「絞り込みを追加する」の手順 4. ～ 5. を参照してください。 

「絞り込みの設定」画面の表示方法については、「絞り込みを追加する」を参照してください。 

「絞り込みの設定」画面の表示方法については、「絞り込みを追加する」を参照してください。 

「絞り込みの設定」画面の表示方法については、「絞り込みを追加する」を参照してください。 

デフォルトビューに設定されていた絞り込みを削除した場合は、自動的に「(すべて)」がデフォルトビューとして設定されます。  

デフォルトビューは、ライブラリ管理メニューの「デフォルトビューの設定」画面でも設定できます。 

「デフォルトビューの設定」画面での設定については、「デフォルトビューの設定」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > 集計の設定 

「サイボウズ デヂエ」の数値データの計算／集計機能には、以下の機能があります。 

集計機能  

集計を設定すると、レコード一覧画面からフィールドごとの集計を実行できます。集計の種類に「合計値」「レコード数」を選択する

と、簡易的なグラフを表示することも可能です。また、集計結果のソート順の設定、絞り込みの実行、CSV ファイルへの出力にも

対応しています。 

絞り込み・検索の実行後に、集計を使用することもできます。 

自動計算フィールド  

同じレコード内の「数値」「自動計算」フィールドの値を自動で計算するフィールドです。四則演算および合計を算出できます。 

時間計算フィールド  

「日付」「時刻」「日付時刻」「時間量」「時間計算」フィールドに登録された時間情報に対して、＋－計算、合計を算出できるフィー

ルドです。 

 

なお、計算対象に指定できるフィールドは、フィールドタイプによって異なります。 

ここでは、集計の設定について説明します。 

集計を追加する   

集計を変更する   

集計のコピーを作成する   

集計の順番変更を行う   

集計を削除する   

集計を追加する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する 

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

2.  ［集計］をクリックする  

→ 「集計の設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「集計の追加」画面が表示されます。 

集計の設定 

レコードの集計については、「レコードの集計」を参照してください。 

設定方法については、「フィールドの設定」を参照してください。 

自動計算フィールドの詳細については、「自動計算」を参照してください。 

設定方法については、「フィールドの設定」を参照してください。 

計算の組み合わせ、時間計算フィールドの詳細については、「時間計算」を参照してください。 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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4. 「集計の種類」プルダウンメニューから集計の種類を選択する  

集計の種類は、以下のとおりです。 

※「レコｰド数」以外の集計の種類は、「数値」「自動計算」「時間量」「時間計算」フィールドに対してのみ設定できます。  

5.  をクリックする  

→ 集計の詳細設定画面が表示されます。  

6. 集計名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内で、重複した集計名は設定できません。  

7. 集計対象のフィールドをプルダウンメニューから選択する  

手順 6. で、集計の種類に「合計値」「平均値」「 大値」「 小値」を選択した場合に表示されます。 

集計フィールドを、以下から選択します。 

数値  

自動計算  

時間量  

時間計算  

自動ルックアップフィールド 

(参照先が上記のフィールドタイプである場合のみ)  

8. 必要に応じて、小計対象のフィールドを選択する  

フィールドの値ごとに、手順 6. で指定した集計の種類にしたがって小計できます。 

小計対象フィールドの選択 

小計対象フィールドは 3 つまで指定でき、小計対象 1 ⇒ 2 ⇒ 3 の順に実行されます。 

※レコード番号／「文字列 (複数行)」フィールド／「ファイル」フィールド／自動採番／登録日時／更新日時は、小計対象にはできま

せん。また、参照先のフィールドタイプが、「文字列 (複数行)」フィールド／「ファイル」フィールド／自動採番の場合の「自動ルックア

ップ」フィールドも小計対象にできません。  

※集計対象と同じフィールドを小計対象にすることはできません。  

グラフを表示するかどうかの設定 

集計の種類が「合計値」「レコード数」の場合は、各小計対象のプルダウンメニュー右側に「グラフを表示する」チェックボッ

クスが表示されます。チェックを入れると、集計を実行した際に、集計値の右側に横棒グラフが表示されます。 

※集計結果および小計値が負の場合は、グラフを表示できません。  

9. 集計結果のソート順を設定する  

初期設定では「小計値／降順」です。  

※ソート順は、集計結果の画面でも変更できます。  

10.  をクリックする  

→ 「集計の設定」画面に戻ります。  

合計値 指定されたフィールドの合計値が表示されます。

平均値 指定されたフィールドの平均値が表示されます。

大値 指定されたフィールドのうち、 大値が表示されます。

小値 指定されたフィールドのうち、 小値が表示されます。

レコード数 指定されたフィールドのレコード数が表示されます。

フィールドの詳細設定については、「フィールドの詳細設定」を参照してください。 
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集計の種類が「合計値」「 大値」「 小値」の場合 

集計対象のフィールドの表示桁数の設定に併せて表示されます。  

集計の種類が「平均値」の場合 

集計対象フィールドの表示桁数＋ 1 桁まで表示されます。  

集計の設定例について説明します。  

[前提条件]  

商品毎の売上高の合計値を月ごとに集計  

対象のライブラリに、「売上月」「商品名」「売上額」の各フィールドがある場合  

[指定する集計項目]  

集計の種類 : 合計値  

集計名 : 商品毎月次売上  

集計するフィールド : 「売上額の合計値を集計する」  

小計対象 1 : 売上月  

小計対象 2 : 商品名  

 

    ↓  

[集計の実行結果]  

  

小数点以下の表示桁数について

集計の設定例
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グラフを表示した場合のイメージ  

  

集計を変更する 

1. 「集計の設定」画面で、目的の集計名を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「集計の変更」画面が表示されます。  

2. 「集計の種類」プルダウンメニューから集計の種類を選択し、  をクリックする  

3. 設定内容を変更する  

4.  をクリックする 

→ 「集計の設定」画面に戻ります。  

集計のコピーを作成する 

既存の集計をコピーして、新たな集計を作成します。 

1. 「集計の設定」画面で、目的の集計を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「(コピー元の集計名) - (連番)」という集計名で、集計のコピーが作成されます。  

2. 必要に応じて、設定内容を変更する 

集計の順番変更を行う 

ツールメニューのプルダウンメニューに表示する集計の順番を変更します。  

1. 「集計の設定」画面で、目的の集計名を選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択した集計名が上下に 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。  

「集計の設定」画面の表示方法については、「集計を追加する」を参照してください。 

集計の種類については、「集計を追加する」の手順 4. を参照してください。 

集計の詳細設定については、「集計を追加する」の手順 6. ～ 9. を参照してください。 

「集計の設定」画面の表示方法については、「集計を追加する」を参照してください。 

集計の設定方法については、「集計を追加する」の手順 4. ～ 10. を参照してください。 

「集計の設定」画面の表示方法については、「集計を追加する」を参照してください。 

46



集計を削除する 

1. 「集計の設定」画面で、目的の集計名を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「集計の解除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「集計の設定」画面に戻ります。  

「集計の設定」画面の表示方法については、「集計を追加する」を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > リレーションの設定 

ライブラリにリレーションを設定して他のライブラリと関連付けると、ルックアップ機能を利用して、関連付いたライブラリのデータを利用

できます。 

リレーションウィザードを利用すると、リレーションとルックアップの設定を同時に行えます。 

また、既にライブラリにリレーションが設定されている場合は、フィールドの設定からルックアップを設定することも可能です。 

リレーション／ルックアップについて   

リレーションを追加する   

リレーションを変更する   

リレーションを削除する   

ルックアップを設定する   

リレーション／ルックアップについて 

リレーション 

2 つのライブラリを、共通のフィールドをキーにして関連付けることです。  

ルックアップ 

リレーション先のライブラリのデータを利用することです。ルックアップには、「手動ルックアップ」「自動ルックアップ」「検索ルックア

ップ」があります。 

手動ルックアップ 

リレーション先ライブラリのデータを、「ルックアップ」を実行することで「取得」します。データに変更があった場合は、「再

ルックアップ」を実行する必要があります。 

データの挿入先には任意のフィールドを指定します。そのフィールド自体にデータが取得されます。  

自動ルックアップ 

リレーション先ライブラリのデータを自動で「参照」します。データに変更があった場合も自動で反映されるため、手動ル

ックアップのように「再ルックアップ」を実行してデータを取得する必要はありません。 

データの挿入先には自動ルックアップフィールドを指定します。そのフィールド自体にはデータは保持されません。  

検索ルックアップ 

リレーション先ライブラリのデータを「検索」することで「取得」します。データに変更があった場合は、「再ルックアップ」を

実行する必要があります。 

データの挿入先には任意のフィールドを指定します。そのフィールド自体にデータが取得されます。  

リレーションの設定 

リレーションの詳細については「リレーションの詳細」を参照してください。 

リレーション・ルックアップの詳細については「リレーション・ルックアップの設定例」を参照してください。 

関連付いたライブラリのデータの取得については「関連付いたライブラリのデータの取得」を参照してください。 

48



リレーションを追加する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する 

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

2.  ［リレーション］をクリックする  

→ 「リレーションの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「リレーションの追加 - Step 1/2」画面が表示されます。  

4. リレーション名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内では、重複したリレーション名は設定できません。 

5. 関連付けるライブラリとキーフィールドを設定する  

ライブラリの関連づけ 

現在のライブラリと関連付けるライブラリ (リレーション先ライブラリ) を設定します。 

検索ルックアップが設定されているライブラリの場合、ツールメニューの「再ルックアップ」を利用して再ルックアップを

行うと、再ルックアップ前のレコードとは別のレコードがルックアップされることがあります。注意してください。  

自動ルックアップフィールドのデータは、リレーション先のデータを参照しているため、以下の操作はできません。 

データの編集  

ソートの実行  

自動計算／時間計算の対象として設定  

文字列置換  

CSV ファイルからのデータの読み込み  

メール通知の条件として指定  

別の自動ルックアップの参照先として指定  

レコードコピーのコピー元フィールド／コピー先フィールドとして設定  

検索／絞り込み／集計対象として指定／CSV ファイルへの書き出しは可能です。  

自動ルックアップフィールドの値を対象に検索を行った場合は、通常より時間がかかります。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

リレーションの詳細については「リレーションの詳細」を参照してください。 

リレーション・ルックアップの詳細については「リレーション・ルックアップの設定例」を参照してください。 

このライブラリ 現在のライブラリ名が表示されます。

関連づけるライブラ

リ

プルダウンメニューから、リレーション先となるライブラリを選

択します。プルダウンメニューには、アクセス権のあるライブラ

リが表示されます。
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キーフィールドの関連づけ 

現在のライブラリとリレーション先ライブラリを関連付ける「キーフィールド」を設定します。 

現在のライブラリとリレーション先ライブラリとで、値が一致するフィールドを設定します。ただし、フィールド名が同じである

必要はありません 

※プルダウンメニューには、フィールド名右側にフィールドタイプが表示されます。 

 例) [type=文字列 (1 行)]  

※現在のライブラリとリレーション先ライブラリとで異なるフィールドタイプを選択する場合、設定できない組み合わせがあります。  

検索ルックアップ 

このリレーション設定を「検索ルックアップ」として設定する場合は、「検索ルックアップを行なう」にチェックを入れます。 

チェックを入れると、検索ルックアップ用のリレーションとして設定され、レコードの追加・閲覧画面に  が表示される

ようになります。 

※ルックアップ対象フィールドが「自動ルックアップ」フィールドの場合は、検索ルックアップになりません。  

6.  をクリックする  

→ 「リレーションの追加 - Step 2/2」が表示されます。  

7. ルックアップ対象フィールド、およびルックアップ元フィールドを設定する  

※プルダウンメニューには、フィールド名右側にフィールドタイプが表示されます。 

 例) [type=文字列 (1 行)]  

※現在のライブラリとリレーション先ライブラリとで異なるフィールドタイプを選択する場合、設定できない組み合わせがあります。  

8. 複数のルックアップを設定する場合は、  をクリックする  

※既にルックアップ対象として設定されているフィールドを使用して複数のルックアップを設定した場合、 後に設定されたルックアップが有

効となります。古い設定は無効となりますので、注意してください。  

このライブラリ

プルダウンメニューから、現在のライブラリでのキーフィールド

を選択します。プルダウンメニューには、現在のライブラリの

アクセス権のあるフィールドが表示されます。

関連づけるライブラ

リ

プルダウンメニューから、リレーション先ライブラリでのキーフ

ィールドを選択します。プルダウンメニューには、「ライブラリ

の関連づけ」で選択したライブラリのアクセス権のあるフィー

ルドが表示されます。

アクセス権のあるフィールドの詳細については、「リレーションとアクセス権の関係」を参照してください。 

詳細については、「リレーション設定の制限」を参照してください。

このライブラリのフィールド

プルダウンメニューから、現在のライブラリでルックア

ップ対象とするフィールドを選択します。プルダウンメ

ニューには、現在のライブラリのアクセス権のあるフ

ィールドが表示されます。 

※ルックアップ対象フィールドを新規に追加する場合

は、プルダウンメニューから「新規にフィールドを作成

する」を選択します。  

関連づけるライブラリのフィールド

プルダウンメニューから、ルックアップ元フィールドと

なるフィールドを選択します。プルダウンメニューに

は、「ライブラリの関連づけ」で選択したライブラリの

アクセス権のあるフィールドが表示されます。

アクセス権のあるフィールドの詳細については、「リレーションとアクセス権の関係」を参照してください。 

詳細については、「ルックアップ設定の制限」を参照してください。
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9.  をクリックする  

→ 「リレーションの設定」画面に戻ります。  

以下の場合は、リレーションを設定できません。 

リレーション先のライブラリが格納されているフォルダのアクセス権がない場合 

 ⇒「関連づけるライブラリ」に表示されません。  

リレーション先のライブラリの閲覧権限がない場合 

 ⇒「キーフィールドの関連づけ」に表示されません。  

リレーション先の関連付けるフィールドの閲覧権限がない場合 

 ⇒「キーフィールドの関連づけ」に表示されません。  

リレーションを変更する 

1. 「リレーションの設定」画面で、目的のリレーション名を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「リレーションの変更」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  

→ 「リレーションの設定」画面に戻ります。  

リレーションを削除する 

1. 「リレーションの設定」画面で、目的のリレーションの設定を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「リレーションの削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「リレーションの設定」画面に戻ります。  

ルックアップを設定する 

ライブラリにリレーションが設定されている場合は、「フィールドの設定」画面で、フィールドごとにルックアップを設定できます。 

ルックアップには「手動ルックアップ」と「自動ルックアップ」があり、どのルックアップ方法にするかで、設定方法が異なります。 

手動ルックアップを設定する   

自動ルックアップを設定する   

リレーションとアクセス権の関係

「リレーションの設定」画面の表示方法については、「リレーションを追加する」を参照してください。 

設定項目については、「リレーションを追加する」の手順 4. ～ 8. を参照してください。 

「リレーションの設定」画面の表示方法については、「リレーションを追加する」を参照してください。 
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手動ルックアップ／自動ルックアップのどちらにするかは、運用内容によって検討してください。 

以下に、運用内容による設定例を示します。 

常に 新のデータを参照する必要がある場合 

 ⇒ 自動ルックアップ  

ルックアップしたライブラリで自動計算する必要がある場合 

 ⇒ 手動ルックアップ  

ルックアップしたデータをユーザーに変更されないようにする必要がある場合 

 ⇒ 自動ルックアップ  

手動ルックアップを設定する 

リレーション設定したライブラリからデータを取り込むために、取り込み対象フィールドにルックアップを設定します。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［フィールドの設定］を選択する 

2. 目的のフィールドの［変更］をクリックする  

→ 「フィールドの変更」画面が表示されます。  

3. 画面下部の「ルックアップでデータを取り込む」にチェックを入れる  

※ルックアップを設定しない場合は、チェックを外します。  

4. ルックアップを設定する  

※取り込むフィールドのフィールドタイプによっては、ルックアップを設定できない組み合わせとなる場合があります。  

5.  をクリックする  

→ 「フィールドの設定」画面に戻ります。  

ルックアップ方法の検討について

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。  

リレーションの詳細については「リレーションの詳細」を参照してください。

リレーション

プルダウンメニューから、ルックアップ時に使用するリレーションを

選択します。プルダウンメニューには、ライブラリに設定されている

リレーション名が表示されます。 

リレーションの設定方法については、「リレーションを追加す

る」を参照してください。

取り込むフィールド

プルダウンメニューから、ルックアップ元となるフィールドを選択しま

す。プルダウンメニューには、リレーション設定されているライブラリ

のアクセス権のあるフィールド名が表示されます。 

アクセス権のあるフィールドの詳細については、「ルックアッ

プとアクセス権の関係」を参照してください。 

詳細については、「リレーション設定の制限」を参照してください。

手動ルックアップによって取得されたデータは、そのライブラリの一部となるため、データ取得後にリレーション先ライブラリでデー

タが更新されても、現在のライブラリには反映されません。 

データを更新する場合は、再ルックアップを実行する必要があります。  

再ルックアップの実行については、「再ルックアップ機能を利用してルックアップを実行する」を参照してください。
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■ルックアップの設定について  

以下の場合は、ルックアップを設定できません。 

リレーション先のライブラリが格納されているフォルダのアクセス権がない場合 

 ⇒「関連づけるライブラリのフィールド」に表示されません。  

リレーション先のライブラリの閲覧権限がない場合 

 ⇒「関連づけるライブラリのフィールド」に表示されません。  

リレーション先の関連付けるフィールドの閲覧権限がない場合 

 ⇒「関連づけるライブラリのフィールド」に表示されません。  

リレーション先から取得するフィールドの閲覧権限がない場合 

 ⇒「このライブラリのフィールド」にフィールド名が表示されません。  

■ルックアップの実行について  

以下の場合は、ルックアップを実行できません。 

リレーション先ライブラリの閲覧権限がない場合  

キーとなるフィールドまたはデータを取り込むフィールドの閲覧・編集権限がない場合  

自動ルックアップを設定する 

1. 「フィールドの設定」画面で、フィールドタイプが「自動ルックアップ」のフィールドの［変更］をクリックする  

→ 「フィールドの変更」画面が表示されます。  

2. 「リレーション」プルダウンメニューから、自動ルックアップ時に使用するリレーションを選択する  

プルダウンメニューには、ライブラリに設定されているリレーション名が表示されます。  

3. 「取り込むフィールド」プルダウンメニューから、ルックアップ元となるフィールドを選択する  

プルダウンメニューには、リレーション先ライブラリのアクセス権のあるフィールド名が表示されます。  

4.  をクリックする  

→ 「フィールドの設定」画面に戻ります。  

ルックアップとアクセス権の関係

自動ルックアップを利用する場合は、ライブラリに自動ルックアップフィールドが設定されている必要があります。自動ルックアップ

フィールドとリレーション先ライブラリのフィールドを関連付けることで、リレーション先ライブラリのデータが自動的に参照されま

す。 

「自動ルックアップ」フィールドが設定されていない場合は、フィールドタイプが「自動ルックアップ」のフィールドを追加してくださ

い。  

フィールドの新規作成方法については、「フィールドを追加する」を参照してください。

「フィールドの設定」画面の表示方法については、「手動ルックアップを設定する」を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > リレーションの詳細 

複数のライブラリを連携させることで、レコードを登録する作業の効率が上がり、重複して情報を保存する必要もなくなります。 

これを実現するのが、「リレーション」機能と「ルックアップ」機能です。  

リレーション・ルックアップを設定する 

1. 関連付ける 2 つのライブラリを用意する 

ここでは、以下のライブラリについて説明します。 

 例) 「社員マスタ」「社員住所録」  

2. 2 つのライブラリを、同一情報のフィールドで関連付ける 

ここでは、以下のフィールドを関連付けます。 

 例) 「社員マスタ」ライブラリの「社員番号」フィールド＝「社員住所録」ライブラリの「社員番号」フィールド  

これを「リレーション」といいます。  

3. どのフィールドに、何の情報を取得するかを設定する 

ここでは、以下のフィールドに対するルックアップを設定します。 

 例) ・社員住所録「氏名」←社員マスタ「氏名」  

   ・社員住所録「部署」←社員マスタ「部署」  

これを「ルックアップ」といいます。ルックアップには、手動／自動／検索があります。  

この例では、「社員マスタ」ライブラリと「社員住所録」ライブラリを「社員番号」で連携させることで、「社員住所録」ライブラリの

「氏名」「部署」フィールドで「社員マスタ」ライブラリの情報が取得／参照できるように設定されています。 

例) 社員番号「001」の佐藤さんが、総務部から経理部に異動した場合 

「社員マスタ」ライブラリで変更した情報が「社員住所録」ライブラリに反映されます。 

  

手動ルックアップの場合 

「社員マスタ」の情報を変更後、「社員住所録」で再ルックアップを実行すると、情報が更新されます。  

自動ルックアップの場合 

「社員マスタ」の情報を変更すると、「社員住所録」の値がすぐに「社員住所録」に反映されます。  

検索ルックアップの場合 

「社員マスタ」の情報を変更後、「社員住所録」で再ルックアップを実行すると、情報が更新されます。  

リレーションの詳細 

リレーション・ルックアップの設定例
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※検索ルックアップが設定されているライブラリの場合、ツールメニューの「再ルックアップ」を利用して再ルックアップを行うと、再ルックアッ
プ前のレコードとは別のレコードがルックアップされることがあります。注意してください。  

複数のライブラリで利用される情報は、別途、連携用にライブラリを作成されることを推奨します。通常は、社員情報や商品情

報などの多くのライブラリで利用される情報で、かつ、頻繁に変更されない情報を「マスタライブラリ」として設定します。 

 例) 社員マスタ、商品マスタ、担当者マスタ、仕入先マスタ 

リレーション・ルックアップの設定例の詳細については、「リレーション・ルックアップの設定例」を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > リレーション・ルックアップの設定例 

「社員マスタ」ライブラリと「社員住所録」ライブラリ間にリレーションを設定して、「社員住所録」ライブラリに効率よく情報を登録できるよ

うに設定する例について説明します。  

「社員マスタ」ライブラリ 

社員の情報として、「社員番号」「氏名」「入社年月日」「部署」が設定されています。 

  

社員住所録 

以下の例は、ライブラリのみ作成され、レコードは未登録の状態です。 

  

2 つのライブラリでは、「社員番号」「氏名」「部署」情報が重複しています。 

入力に負担のかからない「社員番号」フィールドを元にリレーションを設定して、「社員住所録」に「社員番号」を入力することで、「氏名」

「部署」の情報を取得／参照できるように設定します。 

手動ルックアップの場合   

自動ルックアップの場合   

検索ルックアップの場合   

手動ルックアップの場合 

1. 関連付けるライブラリとキーとなるフィールドを設定する 

目的のライブラリに、「リレーション : 社員情報連携」を設定します。 

ここでは、「社員住所録」ライブラリとの間に、「社員番号連携」というリレーションを設定します。 

 

関連付けるライブラリには「社員マスタ」を指定します。  

「社員番号」フィールドを元にリレーションを設定するため、どちらのライブラリにもキーフィールドとして「社員番号」を指定

します。  

2. どのフィールドに、何の情報を取り込むかを設定する 

「社員住所録」ライブラリの「氏名」「部署」フィールドに、「社員マスタ」ライブラリの「氏名」「部署」フィールドの情報が取り込まれる

ように設定します。 

リレーション・ルックアップの設定例 
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3.  をクリックする  

→ キーフィールドとして設定したフィールドの右側に、[(リレーション名)] のボタンが表示されます。 

この例では、「社員番号」フィールドに  が表示されます。 

  

4. 「社員番号」フィールドに「001」と入力し、  をクリックする  

→ 「社員マスタ」ライブラリの「氏名」「部署」フィールドの情報がルックアップされ、「氏名」「部署」フィールドに設定されます。 

 

  

自動ルックアップの場合 

1. 関連付けるライブラリとキーとなるフィールドを設定する 

目的のライブラリに、「リレーション : 社員情報連携」を設定します。 

ここでは、「社員住所録」ライブラリとの間に、「社員番号連携」というリレーションを設定します。 

 

関連付けるライブラリには「社員マスタ」を指定します。  

「社員番号」フィールドを元にリレーションを設定するため、どちらのライブラリにもキーフィールドとして「社員番号」を指定

します。  

2. どのフィールドに、何の情報を取り込むかを設定する  

「社員住所録」ライブラリの「氏名」「部署」フィールドに、「社員マスタ」ライブラリの「氏名」「部署」フィールドの情報が参照されるよ

うに設定します。 

※この場合、「氏名」「部署」のフィールドタイプは「自動ルックアップ」である必要があります。  
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3.  をクリックする  

→ 「氏名」「部署」のフィールド名に「(自動)」と表示されます。これにより、自動ルックアップフィールドであることが分かります。  

4. 「社員番号」フィールドに「001」と入力して、レコードを登録する  

 

※自動ルックアップフィールドの  ［メモ］の上部にマウスポインターを置くと、参照先のライブラリ名とフィールド名が表示されます。  

→ 「氏名」「部署」フィールドに情報が反映されます。 

レコード一覧画面では、以下のように値が設定されます。   

検索ルックアップの場合 

1. 関連付けるライブラリとキーとなるフィールドを設定する 

目的のライブラリに、「リレーション : 社員情報連携」を設定します。 

ここでは、「社員住所録」ライブラリとの間に、「社員番号連携」というリレーションを設定します。 

 

関連付けるライブラリには「社員マスタ」を指定します。  

「社員番号」フィールドを元にリレーションを設定するため、どちらのライブラリにもキーフィールドとして「社員番号」を指定

します。  

2. 「検索ルックアップを行なう」にチェックを入れる 

3. どのフィールドに、何の情報を取り込むかを設定する 

「社員住所録」ライブラリの「氏名」「部署」フィールドに、「社員マスタ」ライブラリの「氏名」「部署」フィールドの情報が取り込まれる

ように設定します。 
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4.  をクリックする  

→ キーフィールドとして設定したフィールドの右側に、[(リレーション名)(検索)] のボタンが表示されます。 

この例では、「社員番号」フィールドに  が表示されます。 

 

5. 「社員番号」フィールドに「001」と入力し、  をクリックする  

→ 別ウィンドウが表示され、「社員マスタ」での検索結果が表示されます。 

 

6. ルックアップにより取り込むレコードの  をクリックする  

→ 「氏名」「部署」フィールドに情報が反映されます。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > メール通知の設定

メール通知の設定　

レコードの登録・編集・削除やレコードコメントの書き込みなどが行われたことを、関係するユーザーにメールで通知できます。

メール通知の有効／無効の切り替えもできます。また、メール通知の設定内容を CSV ファイルに書き出すこともできます。

●メール通知条件について

操作 通知するタイミング

レコード追加

レコードを追加した場合、または CSV ファイルからのレコー

ド読み込み／メール読み込み／レコードコピーによって、レ

コードが 1 件以上登録された場合に、メールが通知されま

す。

レコード編集

レコードの編集／文字列置換／再ルックアップが実行され

た場合に、メールが通知されます。 

ただし、文字列置換実行によるデータ変更が 0 件だった場

合は、メールは通知されません。

レコード削除

レコードの削除／レコードの一括削除が実行された場合

に、メールが通知されます。 

レコード一括削除が実行された場合は、削除されたレコード

が 1 件もなくても、メールが通知されます。

指定レコード値

レコードの追加／編集により、指定した値になった場合に、

メールが通知されます。

「レコード編集」の場合は、値を変更したタイミングで通

知されます。値が同じ場合は通知されませんので、注

意してください。

CSV 読み込み／メール読み込み／レコードコピー／

再ルックアップ／文字列の一括置換の結果、指定さ

れた値に変更された場合は、メールは通知されませ

ん。

「ファイル」フィールドの場合、ファイル名が変更され

ていなくても、指定した値と同じファイル名の場合

は、メールが通知されます。

「URL」フィールドの場合、リンク名のみが変更され

URL の値は変更されなくても、指定した値と同じ

URL の場合は、メールが通知されます。

指定フィールド更新

指定したフィールドの値が更新されたタイミングで、メールを

通知します。 

ただし、CSV 読み込み／メール読み込み／レコードコピー

／再ルックアップ／文字列の一括置換の結果、指定された

値に変更された場合は、メールは通知されません。

レコードコメント書き込み
レコードコメントが書き込まれた場合に、メールが通知され

ます。

メール通知の設定における注意事項
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メール通知の設定を行うには、あらかじめ、システム管理者によってメール通知機能の設定が行われている必要があります。詳細につい

ては、システム管理者にお問い合わせください。

通知指定できる宛先は、100 件までです。

同じメール通知条件を複数登録することはできません。

メール通知の宛先は、Bcc では送信できません。 

メールを受信したユーザーには、宛先に設定されたすべてのメールアドレスが表示されます。セキュリティーなどの問題がある場合は、

メーリングリストなどの利用を推奨します。

設定したメールアドレスの中に使用できないメールアドレスが含まれている場合、メールサーバーによってはすべての宛先に通知が行

なわれない場合があります。

DBM ファイルに書き出すと、メール通知先の設定／レコード登録者へ通知する設定は破棄されます。

1 つの操作で「指定レコード値」「指定フィールド更新」の通知条件が重なった場合、両条件とも通知は行われます。

ただし、双方の通知条件に同じ通知先が含まれていた場合は、「メール通知条件の設定」画面のリストで上部に表示されている通知条

件のみが送信されます。

CSV ファイルからの読み込み／文字列置換／再ルックアップ／レコード一括削除によってメール通知が行われる場合、通知メールに

は、設定した内容ではなく、実行動作と実行されたレコード件数が表示されます。また、通知されるメールは、機能実行につき 1 通で

す。

メール通知条件を追加する

メール通知条件を変更する

メール通知条件の順番変更を行う

メール通知条件を削除する

メール通知条件を CSV ファイルに書き出す

メール通知条件を追加する

「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。

1.

 ［メール通知］をクリックする 

→ 「メール通知条件の設定」画面が表示されます。

2.

 をクリックする 

→ 「メール通知条件の追加 - Step 1/2」画面が表示されます。

3.

各項目を設定する 

条件名

メールを通知する条件名を入力します。100 文字ま

で入力できます。

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内では、重複した条件名は設定でき

ません。

条件種類

メールを通知する条件の種類を選択します。選択で

きる条件の種類は、以下のとおりです。

レコード追加

レコード編集

レコード削除

指定レコード値 : 対象フィールド、およびレ

コード値の条件を指定します。

通知条件に「指定レコード値」を選択した場

合は、通知条件対象に指定したフィールドタ

4.
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イプにより有効な条件演算子が異なります。

詳細については、「メール通知条件　

有効な条件演算子」を参照してくださ

い。

指定フィールド更新 : 対象フィールドを選択

します。

レコードコメント書き込み

※「指定レコード値」「指定フィールド更新」の対象フィール

ドとして、「自動ルックアップ」フィールドは選択できませ

ん。

通知先リスト

100 アドレスまで指定できます。メールアドレスを入

力するか、またはユーザーを選択して指定します。

メールアドレスを入力する場合

「メールアドレス」の入力欄に、目的のメール

アドレスを入力し、  をクリックしま

す。

入力したメールアドレスが左側のリストに追

加されます。

ユーザーを選択する場合

「ユーザーの選択」で、「サイボウズ デヂエ」

の登録ユーザーの中から、メールアドレス

が登録されているユーザーを選択します。

「グループ」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。

※メールアドレスが登録されている

ユーザーのみ表示されます。

1.

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。

2.

レコード登録者にも通知する

レコード登録者にメール通知する場合にチェックを

入れます。

通知する設定にしても、メールアドレスが設

定されていないユーザーがレコード登録者

の場合は、メールは通知されません。

「通知先リスト」に 100 アドレス設定されてい

る場合は、この設定はできません。

通知しない設定にしても、「通知先リスト」に

設定されているユーザーがレコード登録者
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の場合は、メールが通知されます。

CSV 読み込み／再ルックアップ／文字列の

一括置換／メールからの読み込み／レコー

ドコピーが実行された場合は、ライブラリに

対する変更とみなされるため、メールは通

知されません。

 をクリックする 

→ 「メール通知条件の追加 -Step2/2」画面が表示されます。

5.

各項目を設定する 

メールの見出し

メール通知時の見出し (件名) を指定します。

変数を使用すると、以下の値をメールの見出しに使用できます。 

　%L　:　ライブラリ名 

　%E　:　イベント名 (実行されたコマンドが表示されます) 

　%R　:　レコード番号

通知内容

通知するメールに含める内容にチェックを入れます。通知できる

内容は、イベント内容／レコードの URL／レコードの内容です。 

※条件種類が「レコードコメントの書き込み」の場合は、「イベント内容」の

右側に「コメント内容」が表示されます。

※条件種類が「レコード削除」の場合は、「レコード内容」は表示されませ

ん。

CSV ファイルからの読み込み／文字列置換／再ルックアップ／

レコード一括削除の実行によってメール通知が行われる場合、通

知メールの内容は、実行処理と実行されたレコードの件数となり

ます。

通知フィールド

「通知内容」で「レコード内容」にチェックを入れた場合に、通知す

るフィールドを設定します。

右側のリストから目的のフィールドを選択して反転表示さ

せ、  をクリックする

→ 選択したフィールドが左側のリストに追加されます。

1.

※条件種類が「レコード削除」の場合は、「通知フィールド」欄は表示され

ません。

署名 メールの末尾に表示する署名を入力します。

※「プレビュー」の  をクリックすると、通知メールの設定内容を確認できます。

6.

 をクリックする 

「メール通知条件の設定」画面に戻ります。

7.

メール通知を利用する場合は、  をクリックする 

初期設定では、メール通知の設定は「無効」になっています。

8.

「サイボウズ Office 7」「サイボウズ Office 6」「サイボウズ ガルーン 2」への通知

「サイボウズ Office 7」／「サイボウズ Office 6」を利用中の場合、「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」を使用すると、「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。 

同様に、「サイボウズ ガルーン 2」の「外部通知の設定」を利用しても、「サイボウズ デヂエ」からのメール通知を「連携シス
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テムからの通知」として個別に扱うことができます。

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」、または「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。

※本機能は、「サイボウズ デヂエ」の 4.0 (0.5)、「サイボウズ Office 7」のバージョン 7.0 (0.1)、「サイボウズ Office 6」のバー

ジョン 6.1 (0.8)、「サイボウズ ガルーン 2」より対応しています。

メール通知条件を変更する

「メール通知条件の設定」画面で、目的のメール通知条件を選択して反転表示させ、  をクリックする 

「メール通知条件の設定」画面の表示方法については、「メール通知条件を追加する」を参照してください。

→ 「メール通知条件の変更 - Step 1/2」画面が表示されます。

1.

必要項目を変更し、  をクリックする

設定内容については、「メール通知条件を追加する」の手順 4. を参照してください。

→ 「メール通知条件の変更 - Step 2/2」画面が表示されます。

2.

必要項目を変更し、  をクリックする

設定内容については、「メール通知条件を追加する」の手順 6. を参照してください。

→ 「メール通知条件の設定」画面に戻ります。

3.

メール通知条件の順番変更を行う

1 つの操作で 「 指定レコード値 」 「 指定フィールド更新 」 の通知条件が重なった時も、両条件とも通知は実行されます。た

だし、双方の通知条件に同じ通知先が含まれていた場合は、「 メール通知条件の設定 」 画面で上に表示されている通知条

件のみ送信されます。より重要な通知条件は、上の位置に設定してください。

「メール通知条件の設定」画面で、目的の通知条件を選択して反転表示させ、   をクリックする 

「メール通知条件の設定」画面の表示方法については、「メール通知条件を追加する」を参照してください。

→ 選択した通知条件が上下に 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。

1.

メール通知条件を削除する

「メール通知条件の設定」画面で、  をクリックする

「メール通知条件の設定」画面の表示方法については、「メール通知条件を追加する」を参照してください。

→ 「メール通知条件の削除」画面が表示されます。

1.

 をクリックする 

→ 「メール通知条件の設定」画面に戻ります。

2.

メール通知条件を CSV ファイルに書き出す
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「メール通知条件の設定」画面で、画面下部の［すべてのメール通知条件を CSV ファイルに書き出す］をクリックする

「メール通知条件の設定」画面の表示方法については、「メール通知条件を追加する」を参照してください。

1.

ファイルをディスクに保存する2.



ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > 関連リンクの設定 

現在のライブラリに関連する他ライブラリや Web サイトを、「リンクリスト」に表示できます。 

ライブラリに関連する他ライブラリや Web サイトを設定しておくエリアです。リンクリストに設定されているリンクをクリックする

だけで、目的のライブラリまたは Web サイトにアクセスできます。 

リンクリストには、ライブラリ管理者が設定する「関連リンク」と、ログインユーザーが個人的に設定する「My リンク」がありま

す。 

関連リンク 

現在のライブラリに共通して表示するリンクを設定できます。ライブラリ管理者が設定します。  

My リンク 

ユーザーごとに自分だけのリンク集を設定できます。「サイボウズ デヂエ」にログインしている場合に、個人設定画面で

設定します。  

レコード一覧画面で、  をクリックすると、リンクリストが表示されます。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  [ライブラリの基本設定]を選択する  

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

2.  ［関連リンク］をクリックする  

→ 「関連リンクの設定」画面が表示されます。  

※リンクリストで、「関連リンク」の［設定］をクリックしても「関連リンクの設定」画面を表示できます。  

3. 「関連リンクリスト」にリンクを追加する  

ライブラリまたは URL へのリンクを追加できます。 

ライブラリへのリンクを追加する場合 

「ライブラリ一覧」のリストから目的のライブラリを選択して反転表示させ、  をクリックします。 

複数のライブラリを選択することができます。  

URL へのリンクを追加する場合 

1. 「リンク名」の入力欄に、リンクリストに表示するリンク名を入力する 

必須項目です。必ず入力してください。  

2. 「URL」の入力欄にリンク先 Web サイトの URL を入力する 

必須項目です。必ず入力してください。  

3.  をクリックする  

設定画面のリストでは、「 ★ 」はライブラリ、「 ☆ 」は Web サイトを表します。 

リンクリストでは、  はライブラリ、  はサイトを表します。  

関連リンクの設定 

リンクリストとは

「My リンクの設定を行う」を参照してください。

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

リストでの表示について

「リンクリストの表示を利用する」を参照してください。
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関連リンクの表示順を変更する場合 

「関連リンクリスト」から目的のリンク名を選択して反転表示させ、   をクリックします。選択したリンク名が上下に 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。  

関連リンクを削除する場合 

「関連リンクリスト」から目的のリンク名を選択して反転表示させ、  をクリックします。  

関連リンクの順番変更／削除について
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > メール読み込みの設定

メール読み込みの設定　

ライブラリごとに指定したメールアドレス宛のメールを受信してライブラリに読み込むことで、メールをレコードとして登録できま

す。

メール読み込みを利用するためには、メール読み込みについて設定する必要があります。 

メール読み込みの設定では、受信するメールサーバーの設定だけでなく、受信許可の設定もできるので、セキュリティーも安

心です。

本文が text 形式のメールのみ表示できます。

その他の制限事項については、「制限事項について」を参照してください。

メールの読み込みは、  ［メール読み込み］で行えます。

メール読み込みの設定を行う

メール読み込みの設定を編集する

メール読み込みを実行する

メール読み込みの設定を行う

メール読み込みの設定を初めて行う場合は、以下のながれで、設定を行います。

受信メールサーバーの設定／受信するメールのサイズ制限の設定

メール受信は POP3 サーバーからのみ行えます。(APOP 認証には対応しています。)

メールアドレスおよびドメイン指定受信の設定／受信許可リストの設定／スパムメールの設定

メールヘッダ読み込み書式の設定

メール内容読み込み書式の設定

メール読み込みの設定後、初期状態では、メール受信からのレコード登録の設定は「無効」になっています。 

メール読み込みの設定を有効にする場合は、設定後、画面上部の  をクリックしてください。

「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。

1.

 ［メール読み込み］をクリックする 

→ 「メール読み込みの設定 (受信メールサーバーの設定) - Step 1/4」画面が表示されます。

2.

各項目を設定する 

受信メールサー

バーの設定

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

ホスト名を入力します。

必須項目です。必ず入力してください。

APOP 認証を行う

POP3 サーバーが APOP 認証に対応している場合

にチェックを入れます。

POP3 アカウント名

3.
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受信メールサーバー (POP3) へのアカウント名を入

力します。

必須項目です。必ず入力してください。

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。

必須項目です。必ず入力してください。

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。

受信メールサーバー (POP3) にメールを残す

POP3 サーバーにメールを残すかどうかを設定でき

ます。

※メールを残す設定にする場合は、チェックを入れます。

※POP3 サーバーにメールを残す設定にすると、POP3 サーバーを

圧迫する可能性があります。できるだけ POP3 サーバーにはメール

を残さない設定にしてください。

受信するメールの

サイズ制限の設定

一度の操作で受信する、1 通あたりのメールのサイズの上限

を設定します。設定すると、ここで指定したサイズ以上のメー

ルは受信できないようになります。

プルダウンメニューからメールサイズを選択します。 

選択できるメールサイズは、

512KB／1MB／3MB／5MB／10MB／無制限　です。 

※「無制限」を設定した場合は、メールの送受信時にサーバーに負

荷がかかる場合があります。

ライブラリに送信されたメールがサイズ制限を超えた場合は、

メールは受信されません。 

メール読み込み実行時に、メールサーバーから削除するか、

他のメーラーから読み込むかを選択します。

メール読み込み実行時にメールサーバーから削除する方

法については、 「未受信メールの削除」 を参照してくださ

い。

 をクリックする 

→ 「メール読み込みの設定 (受信許可リストの設定) - Step 2/4」画面が表示されます。

4.

各項目を設定する 

メールアドレスおよ

びドメイン指定受信

の設定

メールアドレスおよびドメイン指定受信の有効／無効を設定

します。 

設定を有効にする場合は、チェックボックスにチェックを入れ

ます。 

無効に設定した場合は、受信許可リストに関係なくすべての

メールが受信され、読み込まれます。

受信許可リストの

設定

受信を許可するメールアドレスおよびドメインを指定して「受

信許可リスト」を設定します。 

メールアドレスおよびドメイン指定受信の設定が有効な場合

のみ、ここで指定した受信許可リストが有効になります。リス

5.
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トで指定した文字列を含むメールが読み込まれます。 

「受信許可リスト」には、メールアドレスおよびドメインを入力

するか、またはメールアドレスが登録されているユーザーを

選択して指定します。

メールアドレスおよびドメインを入力する場合

「メールアドレスおよびドメイン」の入力欄に、目的の

メールアドレスおよびドメインを入力し、  を

クリックします。

→ 入力したメールアドレスおよびドメインが左側のリ

ストに追加されます。

ユーザーを選択する場合

「ユーザーの選択」で「サイボウズ デヂエ」のユー

ザー登録の、メールアドレスが登録されているユー

ザーを指定します。

「グループ」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。

1.

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、  をクリックします。

→ 選択したユーザーが左側のリストに追加

されます。

2.

スパムメールの設

定

受信許可していないメールアドレスからのメールの処理を設

定します。 

メールアドレスおよびドメイン指定受信の設定が有効な場合

のみ、ここでの設定が有効になります。

受信許可リスト以外から送信されたメールをサーバーから削

除する場合は、「サーバーからメールを削除する」にチェック

を入れます。

チェックを入れない場合は、手動でメールを削除する必要が

あります。

削除方法については、「未受信メールの削除」を参照して

ください。

 をクリックする 

→ 「メール読み込みの設定 (メール読み込み書式の設定) - Step 3/4」画面が表示されます。

6.

メールヘッダ読み込み書式を設定する 

受信したメールのメールヘッダの項目を、指定したフィールドに取り込むことができます。

取り込めるメールヘッダの項目は、「差出人 (From)」「件名 (Supject)」「送信日時 (Date)」です。また、任意のメールヘッダ

項目を取り込むこともできます。

「差出人 (From)」「件名 (Supject)」「送信日時 (Date)」を取り込む場合 

メールヘッダ項目ごとに、読み込み先となるフィールドを「読み込みフィールド」プルダウンメニューから選択しま

す。 

プルダウンメニューには、読み込みフィールドとして指定できるフィールドタイプのフィールドのみが表示されま

す。項目によって、指定できるフィールドタイプが異なります。

・「差出人 (From)」「件名 (Supject)」 : 「文字列 (1 行)」フィールドのみ指定できます。

7.
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・「送信日時 (Date)」 : 「文字列 (1 行)」フィールド、または

 「日付時刻」フィールドのみ指定できます。

※プルダウンメニューから「(新規フィールド (XX)」を選択し、読み込みフィールドを新規に追加することもできます。「(XX)」部には、

項目ごとに指定可能なフィールドタイプが表示されます。

任意のメールヘッダ項目を取り込む場合 

 をクリックし、項目設定行を追加します。

「メールヘッダ項目名」の入力欄に読み込む項目値を入力し、「読み込むフィールド」プルダウンメニューから

フィールドを選択します。

読み込みフィールドに指定できるフィールドタイプは、「文字列 (1 行)」フィールドまたは「文字列 (複数行)」フィー

ルドのみです。

 をクリックする 

→ 「メール読み込みの設定 (メール読み込み書式の設定) - Step 4/4」画面が表示されます

8.

メール内容読み込み書式を設定する 

受信したメールの内容を、指定したフィールドに取り込むことができます。取り込めるメール項目は、「本文」「添付ファイ

ル」「メールソース」です。 

メール項目ごとに、読み込み先となるフィールドを「読み込みフィールド」プルダウンメニューから選択します。

プルダウンメニューには、読み込みフィールドとして指定できるフィールドタイプのフィールドのみが表示されます。項目に

よって、指定できるフィールドタイプが異なります。

・「本文」 : 「文字列 (複数行)」フィールドのみ指定できます。

・「添付ファイル」 : 「ファイル」フィールドのみ指定できます。

※メールに複数のファイルが添付されていても、読み込まれる

のは 1 ファイルのみです。 

 フィールドの拡張子条件に 初にマッチした添付ファイルが読

み込まれます。

・「メールソース」 : 「ファイル」フィールドのみ指定できます。

※プルダウンメニューから「(新規フィールド (XX)」を選択し、読み込みフィールドを新規に追加することもできます。「(XX)」部には、項目ごと

に指定可能なフィールドタイプが表示されます。

9.

 をクリックする 

→ 「メール読み込みの設定」画面に戻ります。

10.

メール読み込みの設定を編集する

受信メールサーバーの設定、メール受信許可、フィールド割り当ての設定を編集します。

「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。

1.

 ［メール読み込み］をクリックする 

→ 「メール読み込みの設定」画面が表示されます。 

すでにメール読み込みの設定が行われている場合は、「受信メールサーバー (POP3)」「メール受信許可」「フィールド割り

当て」の各設定内容が一覧表示されます。

2.

メール読み込みの設定内容を編集する

「受信メールサーバー (POP3)」「メール受信許可」「フィールド割り当て」について、各設定内容を編集できます。また、

メール受信からのレコード登録について、有効／無効を切り替えることができます。

3.
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受信メールサーバーの設定を編集する場合 

「受信メールサーバー (POP3)」の［設定する］をクリックします。

→ 「メール読み込みの設定 (受信メールサーバーの設定)」画面が表示されます。

メール受信許可の設定を編集する場合 

「メール受信許可」の［設定する］をクリックします。

→ 「メール読み込みの設定 (受信許可リストの設定)」画面が表示されます。

メールヘッダまたはメール内容の読み込みフィールドの設定を変更する場合 

「フィールド割り当て」の［設定する］をクリックします

→ 「メール読み込みの設定 (メール読み込み書式の設定)」画面が表示されます。

メールヘッダの読み込みフィールドの設定が終了したら、  をクリックします。

→ メール内容読み込み書式の設定画面が表示されます。

メール読み込みの設定内容については、「メール読み込みの設定を行う」を参照してください。

メール受信からのレコード登録の有効／無効を切り替える場合 

画面上部の  ／  をクリックして、設定を切り替えます。 

初期設定では、メール受信からのレコード登録の設定は「無効」になっています。

メール読み込みを実行する

メール読み込みの設定で、メール受信からレコード登録の設定が無効になっている場合は、メールからの読み込みを実行できません。

この場合は、「メール読み込み設定」画面でメール受信でのレコード登録を有効にしてください。

「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの入出力、削除］を選択する

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

→ 「ライブラリの入出力、削除」画面が表示されます。

1.

 ［メールからの読み込み］をクリックする 

→ 「メールからの読み込み」画面が表示されます。

2.

 をクリックする 

→ 「ライブラリの入出力、削除」画面に戻ります。

3.

メール受信後のレコード数の合計が 11 以上になる場合は、ライブラリが本運用でないとメールの読み込みができません。

仮運用のライブラリの場合は、本運用に切り替えた後、メール読み込みを再度実行してください。

なお、本運用への切り替えは、システム管理者または本運用切替権限を与えられたユーザーに依頼してください。

1 度の操作で受信できるのは、受信メール総数 100 件まで、または受信メール総サイズ 10MB までです。

どちらかの制限を超えた場合は、メール受信が中断されます。

すべてのメールを受信できなかった場合は、再度メール受信を行ってください。

メール読み込みによって登録されたレコードのレコード登録者は、メール読み込み作業を実行したユーザーになります。

未受信メールの削除

ライブラリに送信されたメールがサイズ制限を超えた場合、およびスパムメールの設定で受信許可リスト以外から送信され

たメールをサーバーから削除する設定にしていない場合の、メール削除方法を説明します。

「メールからの読み込み」画面で  をクリックしてメール読み込みを実行した

場合、サイズ制限を超えたメールおよび受信が許可されていないメールは、以下のように表示されます。

例) サイズ制限を超えたメールおよび受信が許可されていないメールの表示例
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件名 差出人 送信日時 サイズ

大阪出張 佐藤　昇 2004/10/1222:09:08 3216KB

未承諾広告 xxxx@xxxx.co.jp 2004/10/1223:18:20 3KB

これらのメールは、「サイボウズ デヂエ」では受信できません。他のメールソフトから受信するか、メールサーバーから削除し

てください。

未受信メールの削除方法

未受信メールの一覧で、削除するメールにチェックを入れる1.

 をクリックする 

→ 「メールをサーバーから削除します。よろしいですか?」というメッセージが表示されます。

2.

 をクリックする3.

［戻る］または［管理メニューへ］をクリックし、任意の画面へ移動する4.

※未受信メールは、削除されるまで表示され続けます。

制限事項について

メール読み込み機能をご利用になる場合、以下の制限事項があります。

ご利用前に確認してください。

メール本文には、text 形式 (ContentType : text/plain) のみ読み込まれます。メール本文が HTML 形式の場合などは、

本文が読み込まれません。注意してください。

メール受信時にメールの結合は行われません。

uuencode 方式でエンコードされた添付ファイルは、閲覧できません。

Unicode (UTF-8 など) 形式のメールは文字化けして表示され、閲覧できません。

「サイボウズ デヂエ」が認識するメール日付形式は以下のとおりです。 

これ以外の形式のメールは日時が正しく表示されません。 

[day,]datemonyearhour:min:sec[("+"/dezie/"-")HH:MM] 

[day,]datemonyearhour:min:sec[zone] 

例) Date:Tue,28Jan200314:12:41+0900 

　　Date:Tue,28Jan200314:12:41JST 

　　Date:28Jan200314:12:41+0900
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > レコードコピーの設定 

ファイルデータも含めた全レコード、または絞り込んだレコードを、任意のライブラリにコピーできます。これにより、ライブラリ結合・分

割が可能になり、レコード分割によるライブラリの軽量化が図れます。 

レコードコピーを追加する   

レコードコピーを変更する   

レコードコピーのコピーを作成する   

レコードコピーの順番変更を行う   

レコードコピーを削除する   

レコードコピーを追加する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する 

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

2.  ［レコードコピー］をクリックする  

→ 「レコードコピーの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「レコードコピーの追加」画面が表示されます。 

4. 必要項目を入力する  

レコードコピー設定名とコピー先ライブラリ、およびコピー元とコピー先のフィールドの対応を設定します。 

レコードコピーの設定 

レコードコメントはコピーされません。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

レコードのコピーについては、「レコードのコピー」を参照してください。

既存のレコードコピーを利用して新しくレコードコピーを設定する場合は、「レコードコピーのコピーを作成する」を参照してくださ

い。 

「レコードコピーの設定 フィールドタイプ関係表」を参照してください。 

レコードコピー設定名

レコードコピー設定の名前を入力します。 

必須項目です。必ず入力してください。 

既存のレコードコピー設定名は設定できません。 

コピー先ライブラリ

コピー先のライブラリを、プルダウンメニューから選

択します。 

プルダウンメニューには、以下の条件を満たすライ

ブラリが表示されます。 

コピー元ライブラリではない  

フォルダへのアクセス権がある  

コピー先となるライブラリに対して管理者権

限がある  

コピー元フィールドとコピー先フィールドの対応付け

を行います。 

 

コピー元のフィールドおよびコピー先のフィールド

を、プルダウンメニューから選択します。 
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5.  をクリックする  

→ 「レコードコピーの設定」画面に戻ります。  

レコードコピーが設定されると、ツールメニューに  [レコードコピー]が表示されます。 
ただし、ツールメニューにレコードコピーを表示しない設定の場合は、レコードコピーが設定されていてもツールメニューに  [レコード

コピー]は表示されません。 

 

レコードコピーを変更する 

1. 「レコードコピーの設定」画面で、  をクリックする  

→ 「レコードコピーの変更」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  

→ 「レコードコピーの設定」画面に戻ります。  

レコードコピーのコピーを作成する 

既存のレコードコピー設定をコピーして、新たなレコードコピーを作成します。  

1. 「レコードコピーの設定」画面で、目的のレコードコピーを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「(コピー元のレコードコピー名) - (連番)」というレコードコピー名で、レコードのコピーが作成されます。  

2. 必要に応じて設定内容を変更する 

レコードコピーの順番変更を行う 

レコードコピー実行時のプルダウンメニューに表示される順番を変更します。  

1. 「レコードコピーの設定」画面で、目的のレコードコピーを選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択したレコードコピーが上下に 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。  

コピー元とコピー先のフィ

ールドの対応

対応させるフィールドを増やす場合は、 

 をクリックします。 

同じフィールドを複数指定することはできません。 

 

コピー元フィールドとコピー先フィールドのフィールド

タイプによっては、レコードコピーを設定できない組

み合わせの場合があります。 

コピー可能なフィールドタイプの組み合わ

せについては、「レコードコピーの設定 フ

ィールドタイプ関係表」を参照してください。 

ツールメニューの設定については、「メニューの設定を行う」を参照してください。 

「レコードコピーの設定」画面の表示方法については、「レコードコピーを追加する」を参照してください。 

設定内容については、「レコードコピーを追加する」を参照してください。 

「レコードコピーの設定」画面の表示方法については、「レコードコピーを追加する」を参照してください。 

レコードコピー名やレコードコピーの設定方法については、「レコードコピーを追加する」の手順 4. を参照にしてください。 

「レコードコピーの設定」画面の表示方法については、「レコードコピーを追加する」を参照してください。 

74



レコードコピーを削除する 

1. 「レコードコピーの設定」画面で、目的のレコードコピーを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「レコードコピーの削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「レコードコピーの設定」画面に戻ります。  

「レコードコピーの設定」画面の表示方法については、「レコードコピーを追加する」を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > RSS 通知の設定 

RSS 通知を設定することで、追加された「サイボウズ デヂエ」のレコードやレコードコメントを、ユーザーが RSS リーダーで購読できる

ようになります。 

RSS 通知の設定によっては、一部の情報が配信されない、または設定が無効になる場合があります。以下の設定かどうか

確認し、RSS 通知の設定を修正してください。 

■一部の情報が配信されない RSS 通知 

記事の「タイトルフィールド」に、対応しないフィールドが設定されている、またはフィールドが存在しない場合  

記事の「要約文フィールド」に、対応しないフィールドが設定されている、またはフィールドが存在しない場合  

記事の「要約文フィールド」が「 新コメント」で、レコードコメント機能が無効に設定されている場合  

■設定が無効になる RSS 通知 

「絞り込み条件」で設定している絞り込みが存在しない場合  

「通知内容」が「URL フィールド」で、ライブラリに URL フィールド／イメージ URL フィールドが存在しない場合  

記事の「更新日時フィールド」が「 新コメント書き込み日時」で、レコードコメント機能が無効に設定されている場合  

記事の「更新日時フィールド」で指定している日付時刻フィールドが存在しない場合  

RSS 通知を追加する   

RSS 通知を変更する   

RSS 通知のコピーを作成する   

RSS 通知の順番変更を行う   

RSS 通知を削除する   

表示ユーザーを設定する   

RSS 通知を追加する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの基本設定］を選択する 

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

2.  ［RSS 通知］をクリックする  

→ 「RSS 通知の設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「RSS 通知の追加」画面が表示されます。 

RSS 通知の設定 

RSS 書き出しがどのように行われるかについての詳細については、「RSS 書き出しの詳細」を参照してください。 

ライブラリの内容をより簡単に通知できるようにするため、アクセス権の設定に関係なくデータを書き出します。RSS 通知を行うラ

イブラリは、誰でも内容を閲覧できる公開・通知用のライブラリにすることを推奨します。  

RSS 通知の設定を行わない限り、RSS 通知は行われません。  

一部の情報が配信されない／設定が無効になる RSS 通知

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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4. 各項目を設定する 

既存の RSS 通知を利用して新しく RSS 通知を設定する場合は、「RSS 通知のコピーを作成する」を参照してください。 

通知内容

RSS で通知する内容を設定します。以下のどちらかのラジオボタンを選択

します。 

ライブラリレコード 

レコードの内容を対象にした通知を行います。  

URL フィールド 

特定の Web サイト (ページ) を対象にした通知を行います。 

レコードに登録されている「URL」フィールド／「イメージ URL」フィー

ルドのレコード値を、参照先のリンクとして通知します。 

ライブラリに、フィールドタイプが「URL」または「イメージ URL」のフィ

ールドが存在しない場合、この項目は表示されません。  

通知内容の違いについては、 「通知内容について」 を参照してくだ

さい。

全体の設定

RSS 通知自体の設定を行います。条件にあったレコードのみの通知や、

通知件数の制御が行えます。 

RSS のタイトル 

RSS 通知のタイトルを入力します。必須項目です。必ず入力してく

ださい。初期設定では、ライブラリ名が設定されます。 

RSS リーダーによっては、この値が差出人欄に表示されます。  

ホームページ URL 

この RSS 通知への参照 URL を入力します。 

通知内容が「ライブラリレコード」の場合は、レコード一覧画面への 

URL が自動設定されます。変更はできません。 

通知内容が「URL フィールド」の場合、初期設定では、レコード一覧

画面への URL が設定されます。  

説明文 

RSS 通知を複数設定した場合に、ユーザーが識別するための説明

文を入力します。 初期設定では、ライブラリメモの値が設定されま

す。  

絞り込み条件 

RSS 通知対象になるレコードの一覧を絞り込みで指定できます。  

表示件数 

RSS 書き出し実行で、RDF 形式のファイルに書き出される件数を

設定します 

5／10／15／20／25／30／35／40／45／50 から選択します。 初

期設定では「15」です。  

記事の設定

通知するレコード内容の設定を行います。 

タイトルフィールド 

RSS で通知される記事のタイトルの値として利用するフィールドを

選択します。  

参照先 URL 

記事への参照 URL として利用するフィールドを選択します。  

更新日時フィールド 

記事が更新された日時として利用するフィールドを選択します。

設定できるフィールドについては、 「各項目に設定できるフィールド

について」 を参照してください。 
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5.  をクリックする  

→ 「RSS 通知の設定」画面に戻ります。  

RSS 通知の設定を行うと、ツールメニューに「RSS 書き出し」が表示されます。  

RSS 通知では、以下の内容を通知できます。  

ライブラリレコードを通知する 

「サイボウズ デヂエ」に登録したレコードの内容を RSS で通知します。記事の参照先のリンクは、レコード一覧画面また

はレコード閲覧画面のどちらかを選択します。  

URL を通知する 

レコードに登録されている「URL」フィールド／「イメージ URL」フィールドのレコード値を参照先のリンクとして設定します。  

通知する記事の各設定項目には、以下のフィールドが設定できます。 

設定できるフィールドが存在しない場合は、設定欄に「設定可能なフィールドが存在しません。」が表示されます。この状態で 

RSS 通知を設定した場合は、該当の項目は空値で通知されます。  

RSS 書き出し実行時に、指定されたフィールドのレコード値で、時

間が新しいレコード順 (昇順) に並べ替えます。  

要約文フィールド 

RSS で通知される記事の要約文の値として利用するフィールドを選

択します。  

要約文の 大文字数 

RSS で通知される記事の要約文の 大文字数を選択します。  

25／50／75／100／200／300／400／500 から選択します。 初期

設定では「50 文字」です。  

通知内容について

各項目に設定できるフィールドについて

タイトルフィールド

以下のフィールドタイプ :  

文字列 (1 行)、メニュー (文字列)、メニュー (ユーザー)、ラジオボタ

ン、数値、自動計算、日付、時刻、日付時刻、時間量、時間計算、

自動採番

参照先 URL

通知内容を「ライブラリレコード」にしている場合  

 レコード一覧画面への URL、レコード閲覧画面への URL  

 

通知内容を「URL」にしている場合  

 フィールドタイプ : URL、フィールドタイプ : イメージ URL

更新日時フィールド

フィールドタイプ : 日付時刻 

登録日時、更新日時、 新コメント書き込み日時 (レコードコメント

が有効な場合のみ)

要約文フィールド

以下のフィールドタイプ :  

新コメント、文字列 (1 行)、文字列 (複数行)、メニュー (文字列)、

メニュー (ユーザー)、ラジオボタン、URL、イメージ URL、数値、自

動計算、日付、時刻、日付時刻、時間量、時間計算、ファイル、自

動採番 

※「 新コメント」は、コメント機能が有効な場合のみ有効です。 
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RSS 通知を変更する 

1. 「RSS 通知の設定」画面で、目的の RSS 通知を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「RSS 通知の変更」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  

→ 「RSS 通知の設定」画面に戻ります。  

RSS 通知のコピーを作成する 

既存の RSS 通知の設定をコピーして新たに RSS 通知を作成します。 

1. 「RSS 通知の設定」画面で、目的の RSS 通知を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「(コピー元の RSS 通知名)-(連番)」という RSS 通知名で、RSS 通知のコピーが作成されます。  

2. 必要に応じて、設定内容を変更する 

RSS 通知の順番変更を行う 

「RSS 書き出し」画面の RSS 通知一覧に表示される順番を変更します。  

1. 「RSS 通知の設定」画面で、目的の RSS 通知を選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択した RSS 通知が上下に 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。  

RSS 通知を削除する 

1. 「RSS 通知の設定」画面で、目的の RSS 通知を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「RSS 通知の削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「RSS 通知の設定」画面に戻ります。  

「RSS 通知の設定」画面の表示方法については、「RSS 通知を追加する」を参照してください。 

設定内容については、「RSS 通知を追加する」を参照してください。 

「RSS 通知の設定」画面の表示方法については、「RSS 通知を追加する」を参照してください。 

RSS 通知内容の変更方法については、「RSS 通知を変更する」を参照してください。 

「RSS 通知の設定」画面の表示方法については、「RSS 通知を追加する」を参照してください。 

「RSS 通知の設定」画面の表示方法については、「RSS 通知を追加する」を参照してください。 
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表示ユーザーを設定する 

設定されている RSS 通知を参照できるユーザーを設定できます。 

初期設定では、「全員」が設定されています。  

表示ユーザーに設定されていないユーザーでも、RSS 通知の URL を直接入力してアクセスした場合、その RSS 通知を参照できま

す。  

1. 「RSS 通知の設定」画面で、目的の RSS 通知を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「RSS の表示ユーザーの設定」画面が表示されます。  

2. 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。  

3. 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。  

4. 続けて RSS 通知を表示するユーザーを追加する場合は、手順 2. ～ 3. を繰り返す  

5.  をクリックする  

→ 「RSS 通知の設定」画面に戻ります。  

「RSS 通知の設定」画面の表示方法については、「RSS 通知を追加する」を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > RSS 書き出しの詳細 

「RSS の書き出し」を実行すると、RSS 通知の設定に従って、レコードの内容が RDF 形式で書き出されます。  

RDF(Resource Description Framework) Site Summary。WWW(World Wide Web)で用いられる技術の標準化を行う国際機関

「W3C(World Wide Web Consortium)」が、2000 年 12 月に 1.0 が定められた XML(eXtensible Markup Language) 規格のひと

つ。当該サイトに記述された文章の見出しやハイパーリンク、要約などを記述しておき、当該サイトの紹介を行うための規定。

RSS を収集・管理することで、サイト全体を検索しなくても特定の志向にあったサイトのリンク集を作ることができる。  

書き出し機能と書き出される内容について   

書き出される書式について   

RSS 書き出しに関する用語・知識   

書き出し機能と書き出される内容について 

RSS 通知設定で絞り込み設定をしていない場合は、すべてのレコードが表示件数設定分書き出されます。  

RSS 通知設定で絞り込み設定をしている場合は、その条件にあったレコードが表示件数設定分書き出されます。  

書き出す順番は、RSS 通知の設定で、記事の更新日時フィールドに指定したフィールドの昇順です。  

RSS 書き出しの詳細

RDF Site Summary (アスキーデジタル用語辞典より)

書き出しの項目 内容

RSS

通知のタイトル  

通知への参照 URL  

通知の説明 

 

使用言語  

通知の更新日時 

記事

記事のタイトル  

記事への参照 URL  

記事の要約  

記事の更新日時 

その他
xml のバージョン (1.0)  

使用文字コード (UTF-8) 

「サイボウズ デヂエ」でのアクセス権の設定は無視されます。 

アクセス権の設定で参照できないライブラリやレコードでも、RSS 通知設定を行っている場合は、その内容が書き出されますの

で、注意してください。また、RSS 通知が削除された状態で、RSS 書き出し実行の URL に直接アクセスした場合などは、何も書

き出されません。 
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書き出される書式について 

書き出される RDF ファイルの書式は、以下のようになります。 

RSS 書き出しに関する用語・知識 

書き出されるファイルについて   

RSS について   

記事について   

書き出されるファイルについて 

RDF 形式で書き出されたファイルは、 初の 2 行で、そのファイルの内容を説明しています。  

1 行目は、以下のことを示しています。  

このファイルが XML フォーマットであること  

使用している文字コードが UTF-8 であること  

2 行目は、以下のこと示しています。  

このファイルが、RDF フォーマットであること  

言語として日本語を扱っていること  

このファイルの説明が書かれています。

<rdf:RDF> </rdf:RDF> まで、RSS で通知される情報が書かれています。

  <channel> </channel> まで、この RSS 通知についての基本情報が書かれています。

    <items> </items> まで、この RSS 通知に含まれる記事の情報が書かれています。

      <rdf:Seq> </rdf:Seq> まで、各記事の参照リンクの値が書かれています。

      </rdf:Seq> 【！】<rdf:li rdf> は、記事の表示件数分繰り返します。

    </items>  

  </channel>  

  <item> </item> まで、各記事の詳細情報が書かれています。

  </item> <item> ～ </item> は、記事の表示件数分繰り返します。 

</rdf:RDF>  

1 行目 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 行目 <rdf:RDF  

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  

   xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"  

   xml:lang="ja"> 
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RSS について 

RSS についての情報を <channel> タグを使って表現します。ここで表示される内容は、RSS 通知の設定で、各 RSS 通知の「全体の

設定」に対して指定された値を元に表示されます。  

この通知内の記事の参照先 URL は、各記事の設定で、「参照先 URL」に指定したフィールドのレコード値が書き出されます。また、記

事の数は、全体の設定に対する「表示件数」までとなり、記事の設定で「更新日時フィールド」に指定したフィールドの昇順で書き出さ

れます。  

記事について 

記事の情報をタグを使って表現します。ここで表示される内容は、RSS 通知の設定で、各 RSS 通知の「記事の設定」に対して指定さ

れた値を元に表示されます。 

記事についての内容書き出し数は、全体の設定に対する「表示件数」までです。記事の設定で「更新日時フィールド」に指定したフィー

ルドの昇順で書き出されます。  

RSS 通知の設定の詳細については、「RSS 通知の設定」を参照してください。 

<channel rdf:about="(現在アクセスしている URL)"/>  

 

 <title>"(「RSS のタイトル」に設定した値)"</title>  

 

 <link>"(「ホームページ URL」に設定した値)"</link>  

 

 <description>"(「説明文」に設定した値)"</description>  

 

 <dc:language>ja</dc:language>  

 

 <dc:date>"(この URL にアクセスした日時)"</dc:date>  

 

 <items>  

  <rdf:Seq>  

    <rdf:li rdf:resource="(この通知内の記事の参照先 URL)>/>  

               :  

       [表示件数分表示される]  

               :  

  </rdf:Seq>  

 </items>  

 

</channel> 

RSS 通知の設定の詳細については、「RSS 通知の設定」を参照してください。 

<itemrdf:about="(参照先 URL に指定されたフィールドのレコード値)">  

 

 <title>"(タイトルフィールドに指定されたフィールドのレコード値)"</title>  

 

 <link>"(参照先 URL に指定されたフィールドのレコード値)"</link>  

 

 <description>"(要約文フィールドに指定されたフィールドのレコード値)"</description>  

 

 <dc:date>"(更新日時フィールドに指定されたフィールドのレコード値)"</dc:date>  

 

</item> 

83



レコードの値が空の場合、RSS 書き出しでも値は空で書き出されます。  

レコードの値が「ERROR!」(自動計算、時間計算) の場合、またはフィールドが削除されている場合も、値は空で書き出されま

す。  
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの基本設定 > レコードコメントの設定 

レコードコメント機能を有効にするかどうかを設定します。 

また、ユーザー／グループに対して、レコードコメントの閲覧／編集を許可するかどうかを設定できます。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  [ライブラリの基本設定] を選択する  

→ 「ライブラリの基本設定」画面が表示されます。  

2.  ［レコードコメント］をクリックする  

→ 「レコードコメントの設定」画面が表示されます。  

3. レコードコメントの有効／無効を切り替える  

 ／  をクリックして、設定を切り替えます。 

初期設定では、レコードコメントの設定は「無効」になっています。 

レコードコメントの設定 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

レコードコメントについては、以下の操作の対象外となります。 

・レコードコピー 

・XML 書き出し 

・CSV 書き出し 

・文字置換 

・印刷 

レコードコメントの削除は、ライブラリ管理者および登録者のみ削除できます。ただし、ログイン前ユーザーについては、閲覧／

編集の権限がある場合でも、削除は行えません。 

ログイン前ユーザーは、コメントが未読かどうかの確認はできません。  

レコードコメントの閲覧／編集の許可については、「レコードコメントのアクセス権を設定する」を参照してくださ

い。

レコードコメントの閲覧／書き込み／削除については、「レコードコメントについて」を参照してください。
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ライブラリビューの設定 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリビューの設定 > レコード一覧ビューの設定 

レコード一覧ビューを設定することで、ライブラリの利用状況に応じて必要なフィールドのみを表示できます。また、カレンダーのように

時系列に沿って表示することもできます。  

文字・フィールドに色を付ける、レコード一覧ビューのデフォルトビューを設定する、レコードをカードのように横方向に並べて表示す

る、特定のフィールドをカテゴリーとして表示するなどの設定ができます。  

レコード一覧ビューを設定していない状態では、はじめに表示されるレコード一覧ビューとして「(すべて)」が設定されています。「(すべ

て)」の場合は、登録されている全フィールドが表示され、レコード情報は非表示になっています。  

レコード一覧ビューごとにアクセス権を設定して、レコード一覧ビューを利用できるユーザー／グループを制限することができ

ます。 

 

レコード一覧ビューを追加する   

レコード一覧ビューを編集する   

レコード一覧ビューのコピーを作成する   

レコード一覧ビューの順番変更を行う   

レコード一覧ビューを削除する   

レコード一覧ビューのデフォルトビューを設定する   

レコード一覧ビューを追加する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリビューの設定］を選択する 

→ 「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

2.  ［レコード一覧ビュー］をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの追加」画面が表示されます。  

4. レコード一覧ビュー名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内では、重複したレコード一覧ビュー名は設定できません。  

5.  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面が表示されます。 

レコード一覧ビューの設定 

レコード一覧ビューのフィールドの書式の設定については、「レコード一覧ビューのフィールドの書式を設定する」を参照してください。 

レコード一覧ビューのセル条件書式の設定については、「レコード一覧ビューのセル条件書式を設定する」を参照してください。 

ツールメニューのカスタマイズの設定で、レコード一覧ビューが非表示に設定されている場合は、レコード一覧ビューを利用でき

ません。レコード一覧ビューを利用する場合は、レコード一覧ビューをツールメニューに表示する設定にしてください。  

レコード一覧ビューの表示／非表示の設定については、「メニューの設定を行う」を参照してください。

アクセス権について

アクセス権の設定方法については、「レコード一覧ビューのアクセス権を設定する」を参照してください。

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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6. レコード表示方式を選択する  

「レコード表示方式」プルダウンメニューから、レコード一覧ビューの表示方式を選択します。 

レコード表示方式によって、設定する内容が異なります。 

レコード一覧形式 

レコードを 1 行ずつ表示する形式です。ライブラリ作成時の初期設定です。 

レコード閲覧形式 

レコード閲覧画面と同じように、1 レコードをカードのように表示する形式です。 

横方向に 3 レコード分まで表示できます。 

カレンダー形式 

キーとなる日付フィールドをもとに、時系列に表示する形式です。カレンダー形式には、以下の表示方法があります。 

カレンダー一覧表示 

レコードを時系列に 1 行ずつ表示します。  

カレンダー表示 

1 ヶ月間のレコードを月カレンダーのように表示します。  

カテゴリー形式 

特定のフィールドをカテゴリーとして、フィールド値ごとにレコードを一覧表示する形式です。 

※カテゴリーフィールドとして設定できるフィールドが存在しない場合、この項目はプルダウンメニューに表示されません。  

レコード一覧形式のビューを設定する 

レコード一覧形式での表示について、以下の設定を行います。  

表示フィールド・表示方式の設定 

表示するフィールドの設定／順番変更、閲覧・編集アイコン表示の設定を行います。 

書式・条件書式の設定 

フィールドの書式・条件書式の設定を行います。 

レコード一覧形式の表示フィールドと表示方式を設定する 

表示フィールド・表示方式の設定は、  タブで行います。  

以下の内容を設定します。  

●レコード一覧ビューに表示するフィールドの設定  

レコード一覧ビューに表示するフィールドを設定します。 

1. 「表示させないフィールド」リストから、目的のフィールドを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したフィールドが、「表示させるフィールド」リストに追加されます。 

※フィールド名右側に「*」があるものは、レコードにあらかじめ記憶されているレコード情報です。  

2. 「表示させるフィールド」リスト内のフィールドの順番変更を行う場合は、目的のフィールドを選択して反転表示させ、   をクリ

ックする  

→ 選択したフィールドが上下に 1 つずつ移動します。 

設定方法については、「レコード一覧形式のビューを設定する」を参照してください。

設定方法については、「レコード閲覧形式のビューを設定する」を参照してください。

設定方法については、「カレンダー形式のビューを設定する」を参照してください。

設定方法については、「カテゴリー形式のビューを設定する」を参照してください。

設定方法については、「レコード一覧形式の表示フィールドと表示方式を設定する」を参照してください。

設定方法については、「レコード一覧形式の書式と条件書式を設定する」を参照してください。
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※   をクリックすると、一番上／一番下に移動できます。  

※レコード情報の順番変更はできません。  

●閲覧・編集のアイコン表示の設定  

カテゴリー形式ビューで画面左側に表示される［閲覧］「編集］の表示方法を設定します。 

テキスト表示 (［閲覧］「編集］)、またはアイコン表示 (   ) のどちらかに設定できます。 

初期設定では「テキスト表示」です。 

1.  ／  をクリックする  

→ アイコン表示／テキスト表示に切り替わります。  

 

設定内容がレコード一覧ビューにどのように反映されるかをプレビューで確認できます。 

レコード一覧形式の書式と条件書式を設定する 

書式・条件書式の設定は、  タブで行います。  

 タブには、  タブの「表示させるフィールド」リストに設定されているフィールドが一覧表示されま

す。  

※背景が青色の項目は、レコード情報です。  

 

以下の内容を設定します。  

●フィールドの書式設定 

フィールドごとに、横幅や背景色、レコードの表示位置、文字のスタイル、色などの書式を設定します。  

1. 目的のフィールドの［変更］をクリックする  

→ 「フィールドの書式の設定」画面が表示されます。  

2. 必要項目を設定し、  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面の  タブに戻ります。  

複数のフィールドに対して同じ内容の書式を設定する場合は、一括で設定することができます。 

フィールド名の書式設定 

フィールドタイプに関わらず、すべての項目の設定を変更できます。  

レコード値の書式設定 

フィールドタイプによっては、設定を変更できない項目があります。 

1. 一括設定するフィールドのチェックボックスにチェックを入れる  

※一覧左上の  をクリックすると、一覧のすべてのフィールドに対してチェックを入れることができます。  

2. 画面下部の  をクリックする  

→ 「フィールドの書式の一括設定」画面が表示されます。 

 「設定中のフィールド一覧」には、一括設定の対象としてチェックを入れたフィールドが一覧表示されます。  

詳細については、「プレビュー表示について」を参照してください。 

フィールドの書式の詳細については、「レコード一覧ビューの書式設定の詳細について」を参照してください。 

フィールド書式の一括設定について

フィールドタイプによる設定の組み合わせについては、「レコード一覧ビューの書式設定の組み合わせ」を参照してくだ

さい。
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3. 書式を設定し、  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面の  タブに戻ります。 

※設定項目名の背景が赤色で表示されている項目は、一部のフィールドタイプのみに反映されます。  

●セル条件書式の追加 

フィールドごとに、セル条件書式を追加します。 

1. 目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ セル条件書式を設定する画面が表示されます。  

3. 条件を設定する 

4.  をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面に戻ります。  

5. 画面下部の［レコード一覧ビューの編集へ］をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面の  タブに戻ります。  

設定内容がレコード一覧ビューにどのように反映されるかをプレビューで確認できます。 

レコード閲覧形式のビューを設定する 

 タブで、レコード閲覧形式での表示について、以下の設定を行います。  

横に並ぶレイアウト数  

プルダウンメニューから、横方向に並べるレコード数を選択します。 

1 個／2 個／3 個から選択できます。  

フィールドレイアウト  

プルダウンメニューから、レコード一覧ビューに反映するフィールドレイアウトを選択します。 

プルダウンメニューには、ライブラリに設定されているフィールドレイアウトが表示されます。 

初期設定では、「(すべて)」が設定されています。  

設定内容がレコード一覧ビューにどのように反映されるかをプレビューで確認できます。 

フィールドの条件書式の詳細については、「セル条件書式設定の詳細について」を参照してください。 

詳細については、「プレビュー表示について」を参照してください。 

レコード閲覧形式の場合、書式・条件書式の設定は、指定されたフィールドレイアウトの設定が引き継がれます。  

詳細については、「プレビュー表示について」を参照してください。 
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カレンダー形式のビューを設定する 

カレンダー形式での表示について、以下の設定を行います。  

表示フィールド・表示方式の設定 

キーとなる日付フィールドの選択、デフォルトビューの選択、カレンダー一覧表示画面に表示させるフィールドの設定／順番変

更、閲覧・編集アイコン表示の設定を行います。 

書式・条件書式の設定 

カレンダー一覧表示時のフィールドの書式・条件書式の設定を行います。 

カレンダー形式の表示フィールドと表示方式を設定する 

表示フィールド・表示方式の設定は、  タブで行います。  

以下の内容を設定します。  

●カレンダー形式共通の設定 

キーとなる日付フィールドの設定  

プルダウンメニューから、カレンダー表示のキーとなる日付フィールドを選択します。  

カレンダー一覧表示画面では、キーとなる日付フィールドとして設定したフィールドが、時系列で並べるときの基準となります。  

初期設定では「登録日時」フィールドです。  

 

プルダウンメニューには、キーとなる日付フィールドとして設定できるフィールドタイプのフィールドが表示されます。設定できるフ

ィールドタイプは、以下のとおりです。 

登録日時  

更新日時  

日付フィールド  

日付時刻フィールド  

時間計算フィールド (計算結果が日付・日付時刻フィールド)  

初期表示の設定  

カレンダー形式のレコード一覧ビューを表示した場合に、はじめに表示される表示方法を設定します。 

「初期表示」プルダウンメニューから、カレンダー一覧表示／カレンダー表示のどちらかを選択します。  

初期設定では「カレンダー一覧表示」です。 

※ 表示方法をどちらに設定した場合も、画面下部のリンクで表示を切り替えることができます。  

 

●カレンダー表示の設定  

カレンダー表示に必要な設定を行います。 

見出しフィールドの設定  

カレンダー表示時に、見出しとして表示されるフィールドを設定します。見出しフィールドは、2 つまで設定できます。  

プルダウンメニューには、対象となるフィールドのみが表示されます。  

初期設定では「------」です。  

 

見出しフィールドとして設定できるのは、以下のフィールドタイプです。 

設定方法については、「カレンダー形式の表示フィールドと表示方式を設定する」を参照してください。

設定方法については、「カレンダー形式の書式と条件書式を設定する」を参照してください。

・文字列 (1 行)  

・文字列 (複数行) : 20 文字より後の文字は、「...」で表示されます。
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●カレンダー一覧表示の設定  

カレンダー一覧表示に必要な設定を行います。 

表示開始月および表示期間の設定  

プルダウンメニューから、表示開始月および表示期間を選択します。 

表示開始月は、左側のプルダウンメニューから選択します。 

3ヶ月前／2ヶ月前／今月／2ヶ月後／3ヶ月後／(月指定) から選択できます。  

初期設定では「今月」です。 

※「(月指定)」を選択した場合は、表示開始年月を選択するプルダウンメニューが表示されます。  

表示期間は、右側のプルダウンメニューから選択します。 

1 ヶ月 ～ 12 ヶ月の範囲で設定できます。  

初期設定では「3 ヶ月」です。  

表示させるフィールドの設定 

カレンダー一覧表示時に表示させるフィールドを設定します。 

1. 「表示させないフィールド」リストから、目的のフィールドを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したフィールドが、「表示させるフィールド」リストに追加されます。 

※フィールド名右側に「*」があるものは、レコードにあらかじめ記憶されているレコード情報です。  

2. 「表示させるフィールド」リスト内のフィールドの順番変更を行う場合は、目的のフィールドを選択して反転表示させ、  
 をクリックする  

→ 選択したフィールドが上下に 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。  

※レコード情報の順番変更はできません。  

・数値  

・URL : URL 表示にしている場合、URL をクリックしてもレコード閲覧画面

が表示されます。URL リンク先には遷移しません。

・イメージ URL : URL 表示にしている場合、URL をクリックしてもレコード閲覧画面

が表示されます。URL リンク先には遷移しません。

・ラジオボタン  

・メニュー (文字列)  

・メニュー (ユーザー)  

・日付  

・時刻  

・日付時刻  

・自動計算  

・自動採番  

・時間量  

・時間計算  

キーとなる日付フィールドとして設定したフィールドは、見出しフィールドに設定できません。  

「自動ルックアップ」フィールドは、参照先のフィールドが上記のフィールドタイプの場合は、見出しフィールドに設定で

きます。  
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閲覧・編集のアイコン表示の設定 

カレンダー形式ビューで画面左側に表示される［閲覧］「編集］の表示方法を設定します。 

テキスト表示 (［閲覧］「編集］)、またはアイコン表示 (   ) のどちらかに設定できます。 

初期設定では「テキスト表示」です。 

1.  ／  をクリックする  

→ アイコン表示／テキスト表示に切り替わります。  

 

設定内容がレコード一覧ビューにどのように反映されるかをプレビューで確認できます。 

カレンダー形式の書式と条件書式を設定する 

書式・条件書式の設定は、  タブで行います。  

 タブには、  タブの「表示させるフィールド」リストに設定されているフィールドが一覧表示されま

す。  

※背景が赤色の項目は、キーフィールドとして設定されているフィールドです。 
 背景が青色の項目は、レコード情報です。  

カテゴリー形式のビューを設定する 

カテゴリー形式での表示について、以下の設定を行います。 

表示フィールド・表示方式の設定 

カテゴリーフィールドの設定、表示させるフィールドの設定／順番変更、閲覧・編集アイコン表示の設定を行います。 

書式・条件書式の設定 

フィールドの書式・条件書式の設定を行います。 

カテゴリー形式の表示フィールドと表示方式を設定する 

表示フィールド・表示方式の設定は、  タブで行います。  

以下の内容を設定します。  

●カテゴリー表示の設定 

カテゴリーフィールドの設定 

「カテゴリーフィールド」プルダウンメニューから、カテゴライズのキーとなるフィールドを選択します。 

プルダウンメニューには、カテゴリーフィールドとして設定できるフィールドタイプのフィールドが表示されます。 

設定できるフィールドタイプは以下のとおりです。 

文字列 (1 行)  

URL  

メニュー (文字列)  

メニュー (ユーザー)  

詳細については、「プレビュー表示について」を参照してください。 

ここで設定した書式・条件書式は、カレンダー一覧表示画面にのみ反映されます。  

カレンダー表示画面の書式・条件書式は設定できませんので、注意してください。  

書式・条件書式の設定方法については、「レコード一覧形式の書式と条件書式を設定する」を参照してください。

ライブラリに、カテゴリーフィールドとして設定できるフィールドが存在しない場合は、カテゴリー形式のビューの設定はできませ

ん。 

設定方法については、「カテゴリー形式の表示フィールドと表示方式を設定する」を参照してください。

設定方法については、「カテゴリー形式の書式と条件書式を設定する」を参照してください。
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ラジオボタン  

数値  

自動計算  

日付  

時刻  

日付時刻  

時間量  

時間計算  

イメージ URL  

自動採番  

表示させるフィールドの設定 

カテゴリー形式ビューに表示させるフィールドを設定します。 

1. 「表示させないフィールド」リストから、目的のフィールドを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したフィールドが、「表示させるフィールド」リストに追加されます。 

※フィールド名右側に「*」があるものは、レコードにあらかじめ記憶されているレコード情報です。  

2. 「表示させるフィールド」リスト内のフィールドの順番変更を行う場合は、目的のフィールドを選択して反転表示させ、  
 をクリックする  

→ 選択したフィールドが上下に 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。  

※レコード情報の順番変更はできません。  

閲覧・編集のアイコン表示の設定 

カテゴリー形式ビューで画面左側に表示される［閲覧］「編集］の表示方法を設定します。 

テキスト表示 (［閲覧］「編集］)、またはアイコン表示 (   ) のどちらかに設定できます。 

初期設定では「テキスト表示」です。 

1.  ／  をクリックする  

→ アイコン表示／テキスト表示に切り替わります。  

 

設定内容がレコード一覧ビューにどのように反映されるかをプレビューで確認できます。 

カテゴリー形式の書式と条件書式を設定する 

書式・条件書式の設定は、  タブで行います。  

 タブには、  タブの「表示させるフィールド」リストに設定されているフィールドが一覧表示されま

す。  

※背景が赤色の項目は、カテゴリーフィールドとして設定されているフィールドです。 
 背景が青色の項目は、レコード情報です。  

詳細については、「プレビュー表示について」を参照してください。 

書式・条件書式の設定方法については、「レコード一覧形式の書式と条件書式を設定する」を参照してください。
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レコード一覧ビューについての設定内容が、実際のレコード一覧画面でどのように表示されるかをプレビューで確認できま

す。 

書式の設定を行った場合は、書式の設定もプレビュー画面に反映されます。  

 タブ、  タブの上部の［プレビュー］をクリックすると、プレビューが別画面で表示されま

す。  

※レコード表示方式で「カレンダー形式」を選択した場合は、カレンダー一覧表示画面のプレビューのみ表示されます。なお、カレンダー形
式の場合は、［カレンダー一覧のプレビュー］と表示されます。  

レコード一覧ビューを編集する 

1. 「レコード一覧ビューの設定」画面で、目的のレコード一覧ビューを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面が表示されます。  

2. 必要項目を編集する 

レコード一覧ビュー名の変更 

レコード一覧ビュー名を変更できます。 

1. レコード一覧ビュー名右側の［変更する］をクリックする  

→ 「レコード一覧ビュー名の変更」画面が表示されます。  

2. レコード一覧ビュー名を変更する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内では、重複したレコード一覧ビュー名は設定できません。  

3.  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面に戻ります。  

表示フィールド・表示方式の変更  

書式・条件書式の変更 

 

「表示フィールド・表示方式の変更」「書式・条件書式の変更」については、選択したレコード一覧ビューのレコード表示方

式によって、設定内容が異なります。 

レコード一覧ビューのコピーを作成する 

既存のレコード一覧ビューの設定内容をコピーして、新たなレコード一覧ビューを作成します。  

1. 「レコード一覧ビューの設定」画面で、目的のレコード一覧ビューを選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 「(コピー元のレコード一覧ビュー名) - (連番)」というレコード一覧ビュー名で、レコード一覧ビューが作成されます。 

プレビュー表示について

「(すべて)」の設定内容は編集できません。 

「レコード一覧ビューの設定」画面の表示方法については、「レコード一覧ビューを追加する」を参照してください。 

レコード一覧形式のビューの設定内容については、「レコード一覧形式のビューを設定する」を参照してください。 

レコード閲覧形式のビューの設定内容については、「レコード閲覧形式のビューを設定する」を参照してください。 

カレンダー形式のビューの設定内容については、「カレンダー形式のビューを設定する」を参照してください。 

カテゴリー形式のビューの設定内容については、「カテゴリー形式のビューを設定する」を参照してください。 

「(すべて)」の設定内容はコピーできません。 

「レコード一覧ビューの設定」画面の表示方法については、「レコード一覧ビューを追加する」を参照してください。 
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2. 必要に応じて、設定内容を変更する  

レコード一覧ビューの順番変更を行う 

ツールメニューの「レコード一覧ビュー」プルダウンメニューに表示するレコード一覧ビューの順番を変更します。  

1. 「レコード一覧ビューの設定」画面で、目的のレコード一覧ビューを選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択したレコード一覧ビューが上下に 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。  

レコード一覧ビューを削除する 

1. 「レコード一覧ビューの設定」画面で、目的のレコード一覧ビューを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの設定」画面に戻ります。  

レコード一覧ビューのデフォルトビューを設定する 

ライブラリを表示したときに、はじめに表示されるレコード一覧ビューを設定します。 

初期設定では、「(すべて)」が設定されています。  

デフォルトビューとして設定されているレコード一覧ビューは、「レコード一覧ビューの設定」画面のリストで、レコード一覧ビュー名左側

に「⇒」が表示されます。 

1. 「レコード一覧ビューの設定」画面で、目的のレコード一覧ビューを選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 選択したレコード一覧ビュー名の左側に「⇒」が表示されます。  

レコード一覧ビューの変更方法については、「レコード一覧ビューを追加する」を参照してください。 

「(すべて)」は、 上部に表示されます。順番の変更はできません。 

「レコード一覧ビューの設定」画面の表示方法については、「レコード一覧ビューを追加する」を参照してください。 

「(すべて)」の削除はできません。 

「レコード一覧ビューの設定」画面の表示方法については、「レコード一覧ビューを追加する」を参照してください。 

「レコード一覧ビューの設定」画面の表示方法については、「レコード一覧ビューを追加する」を参照してください。 

デフォルトビューに設定されていたレコード一覧ビューを削除した場合は、自動的に「(すべて)」がデフォルトビューとして設定さ

れます。  

レコード一覧ビューのデフォルトビューは、ライブラリ管理メニューの「デフォルトビューの設定」画面でも設定できます。 

詳細については、「デフォルトビューの設定」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリビューの設定 > フィールドレイアウトの設定 

データを入力しやすくなるようにするため、「フィールドレイアウト」を設定します。  

「フィールドレイアウト」とは、レコード登録・編集閲覧時に、画面に表示されるフィールドの設定やその表示順などを指定する機能のこ

とです。 

フィールドレイアウトを設定することによって、レコードの登録・編集時に、データを入力しやすくできます。 また、閲覧時のレイアウトの

選択や書式・条件書式の設定が可能になり、閲覧画面をよりわかりやすくできます。  

フィールドレイアウトごとにアクセス権を設定して、フィールドレイアウトを利用できるユーザー／グループを制限することもでき

ます。 

フィールドレイアウトを追加する   

フィールドレイアウトを編集する   

フィールドレイアウトのコピーを作成する   

フィールドレイアウトの順番変更を行う   

フィールドレイアウトを削除する   

フィールドレイアウトのデフォルトビューを設定する   

フィールドレイアウトを追加する 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリビューの設定］を選択する 

 

→ 「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

2.  ［フィールドレイアウト］をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの追加」画面が表示されます。 

※あらかじめ、レコード情報を含むすべてのフィールドを表示する「(すべて)」が登録されています。「(すべて)」を編集／コピー／削除するこ

とはできません。  

4. フィールドレイアウト名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内では、重複したフィールドレイアウト名を設定できません。  

5.  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面が表示されます。  

6. フィールドレイアウトの内容を設定する  

フィールドレイアウトの表示について、以下の設定を行います。 

表示フィールド・表示方式の設定 

レコード閲覧画面に表示させる項目の設定、レコード登録・編集画面に表示させるフィールドの設定／順番変更／レコー

ドを続けて表示させる設定、レコード閲覧画面のレイアウトの設定を行います。 

フィールドレイアウトの設定 

アクセス権について

アクセス権の設定方法については、「フィールドレイアウトのアクセス権を設定する」を参照してください。

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

設定方法については、 「フィールドレイアウトの表示フィールドと表示方式を設定する」を参照してください。 
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書式・条件書式の設定 

レコード閲覧画面のフィールドの書式・条件書式、およびレコード追加・編集画面のフィールドコメントの書式設定を行いま

す。 

フィールドレイアウトの表示フィールドと表示方式を設定する 

表示フィールド・表示方式の設定は、  タブで行います。  

以下の内容を設定します。  

●レコード閲覧・追加・編集画面に表示するフィールド 

レコード閲覧画面に表示する項目、およびレコード閲覧・追加・編集画面に表示するフィールドを設定します。  

レコード閲覧画面に表示する項目は上部の「表示させる項目」「表示させない項目」リスト、レコードレコード閲覧・追加・編集画面に表

示するフィールドは下部の「表示させるフィールド」「表示させないフィールド」リストで設定します。 

  

レコード閲覧画面に表示する項目の設定 

レコード閲覧画面に表示するレコード情報を設定します。 

初期設定では、すべてのレコード情報が「表示される項目」リストに設定されています。 

1. レコード閲覧画面に表示させない項目がある場合は、目的の項目を選択して反転表示させ、  をクリック

する  

→ 選択した項目が「表示させない項目」リストに移動します。  

レコード閲覧・追加・編集画面に表示するフィールドの設定 

レコード閲覧画面のレコード情報、およびレコード追加・編集画面の設定項目として表示するフィールドを設定します。 

初期設定では、必須項目として設定されているフィールドのみが「表示するフィールド」リストに設定されています。 

1. 「表示させないフィールド」リストから、目的のフィールドを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 選択したフィールドが、「表示させるフィールド」リストに追加されます。  

2. 複数のフィールドを横方向に続けて表示する場合は、横に表示するフィールドを選択して反転表示させ、  

をクリックする  

→ 選択したフィールド名の左側に「&」が表示されます。 

設定方法については、 「フィールドレイアウトの書式と条件書式を設定する」を参照してください。 

98



レコード閲覧・追加・編集画面では、リストで 1 つ上に表示されているフィールドの右側に配置されるようになります。 

※レコード情報は続けて表示する設定はできません。  

3. 「表示させるフィールド」リスト内のフィールドの順番変更を行う場合は、目的のフィールドを選択して反転表示させ、  
 をクリックする  

→ 選択したフィールドが上下に 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。  

※レコード情報の順番変更はできません。  

●レコード閲覧画面のレイアウト  

レコード閲覧画面のレイアウトを他の行のレイアウトとあわせるかどうかを、ラジオボタンで選択します。 

初期設定では、「他の行のレイアウトとあわせる」ラジオボタンが選択されています。 

他の行のレイアウトとあわせる 

フィールド名の位置やレコード値の表示位置が他の列と揃った状態に配置されます。  

他の行のレイアウトにあわせない 

表示するフィールドのフィールド名が「折り返さない」設定となり、他の行のレイアウトとは独立してフィールド名やレコード値が配

置されます。  

 

設定内容がレコード閲覧・追加・編集画面にどのように反映されるかをプレビューで確認できます。  

フィールドレイアウトの書式と条件書式を設定する 

書式・条件書式の設定は、  タブで行います。  

 タブには、  タブの「表示させる項目」リストおよび「表示させるフィールド」リストに設定されて

いるレコード情報／フィールドが一覧表示されます。  

※背景が青色の項目は、レコード情報です。  

 

以下の項目を設定します。 

●フィールドレイアウトの書式設定  

レコード閲覧画面の各フィールド名およびレコード値の背景色やレコードの表示位置、文字を折り返す設定、文字のスタイル、色など

の書式を設定できます。  

また、「レコードの編集」画面のコメントの表示位置、文字サイズ・色の変更も可能です。  

1. 目的のフィールドの［変更］をクリックする  

→ 「フィールドの書式の設定」画面が表示されます。  

2. 必要項目を設定し、  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面の  タブに戻ります。  

複数のフィールドに対して同じ内容の書式を設定する場合は、一括で設定することができます。 

レコード閲覧画面の「フィールド名の書式設定」 

フィールドタイプに関わらず、すべての項目の設定を変更できます。  

レコード閲覧画面の「レコード値の書式設定」 

フィールドタイプによっては、設定を変更できない項目があります。 

詳細については、 「プレビュー表示について」 を参照してください。 

フィールドの書式の詳細については、「フィールドレイアウトの書式設定の詳細について」を参照してください。 

フィールド書式の一括設定について
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レコード編集画面の「コメントの書式設定」 

レコード情報以外の場合のみ、すべての項目の設定を変更できます。なお、レコード情報の場合は、設定の変更はでき

ません。  

1. 一括設定するフィールドのチェックボックスにチェックを入れる  

※一覧左上の  をクリックすると、一覧のすべてのフィールドに対してチェックを入れることができます。  

2. 画面下部の  をクリックする  

→ 「フィールドの書式の一括設定」画面が表示されます。 

 「設定中のフィールド一覧」には、一括設定の対象としてチェックを入れたフィールドが一覧表示されます。  

3. 書式を設定し、  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面の  タブに戻ります。 

※設定項目名の背景が赤色で表示されている項目は、一部のフィールドタイプのみに反映されます。  

●フィールドレイアウト条件書式の追加  

フィールドごとに、フィールドレイアウト条件書式を追加します。 

1. 目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の追加」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「セル条件書式の追加」画面が表示されます。  

3. 条件を設定する 

4.  をクリックする  

→ 「セル条件書式の追加」画面に戻ります。  

5. 画面下部の［フィールドレイアウトの編集へ］をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面の  タブに戻ります。  

設定内容がレコード閲覧・追加・編集画面にどのように反映されるかをプレビューで確認できます。  

フィールドレイアウトについての設定内容が、実際のレコード閲覧画面、レコードの追加・編集画面にどのように表示されるか

をプレビューで確認できます。 

書式の設定を行った場合は、レコード閲覧画面の書式の設定もプレビュー画面に反映されます。  

 タブ、  タブの上部の  

［レコード閲覧のプレビュー］または［レコード追加・編集のプレビュー］をクリックすると、プレビューが別画面で表示されます。  

［レコード閲覧のプレビュー］をクリックすると、レコード閲覧画面のプレビューが表示されます。  

［レコード追加・編集のプレビュー］をクリックすると、レコードの追加・編集のための入力画面のプレビューが表示されま

す。  

フィールドタイプによる設定の組み合わせについては、「フィールドレイアウトの書式設定の組み合わせ」を参照してくだ

さい。

フィールドの条件書式についての詳細は、「セル条件書式設定の詳細について」を参照してください。 

詳細については、 「プレビュー表示について」 を参照してください。 

プレビュー表示について
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フィールドレイアウトを編集する 

1. 「フィールドレイアウトの設定」画面で、目的のフィールドレイアウト名を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面が表示されます。  

2. 必要項目を編集する 

フィールドレイアウト名の変更 

フィールドレイアウト名を変更できます。 

1. フィールドレイアウト名右側の［変更する］をクリックする 

 

→ 「フィールドレイアウト名の変更」画面が表示されます。  

2. フィールドレイアウト名を変更する  

必須項目です。必ず入力してください。 

同一ライブラリ内では、重複したフィールドレイアウト名は設定できません。  

3.  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面に戻ります。  

表示フィールド・表示方式の変更 

書式・条件書式の変更 

フィールドレイアウトのコピーを作成する 

既存のフィールドレイアウトの設定内容をコピーして、新たなフィールドレイアウトを作成します。  

1. 「フィールドレイアウトの設定」画面で、目的のフィールドレイアウトを選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 「(コピー元のフィールドレイアウト名) -(連番)」というフィールドレイアウト名で、フィールドレイアウトが作成されます。  

2. 必要に応じて、設定内容を変更する  

フィールドレイアウトの順番変更を行う 

レコードの追加・編集画面の「フィールドレイアウト」プルダウンメニューに表示させるフィールドレイアウトの順番を変更します。  

1. 「フィールドレイアウトの設定」画面で、目的のフィールドレイアウトを選択して反転表示させ、   をクリックする  

→ 選択したフィールドレイアウト名が上下に 1 つずつ移動します。 

「(すべて)」の設定内容は編集できません。 

「フィールドレイアウトの設定」画面の表示方法については、「フィールドレイアウトを追加する」を参照してください。 

表示フィールド・表示方式の変更方法については、 「フィールドレイアウトの表示フィールドと表示方式を設定する」 を参

照してください。 

書式・条件書式の設定については、 「フィールドレイアウトの書式と条件書式を設定する」 を参照してください。 

「(すべて)」の設定内容は、コピーできません。 

「フィールドレイアウトの設定」画面の表示方法については、「フィールドレイアウトを追加する」を参照してください。 

表示フィールド・表示方式の変更については、 「フィールドレイアウトの表示フィールドと表示方式を設定する」を参照してくださ

い。 

書式・条件書式の変更については、 「フィールドレイアウトの書式と条件書式を設定する」を参照してください。 

フィールドレイアウト名の変更については、 「フィールドレイアウトを編集する」を参照してください。 

「(すべて)」は、 上部に表示されます。順番の変更はできません。 

「フィールドレイアウトの設定」画面の表示方法については、「フィールドレイアウトを追加する」を参照してください。 
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※   をクリックすると、一番上／一番下に移動できます。  

フィールドレイアウトを削除する 

1. 「フィールドレイアウトの設定」画面で、目的のフィールドレイアウトを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの設定」画面に戻ります。  

フィールドレイアウトのデフォルトビューを設定する 

レコードの閲覧・追加・編集画面を表示したときに、はじめに表示されるフィールドレイアウトを設定します。  

初期設定では、「(すべて)」が設定されています。  

デフォルトビューとして設定されているフィールドレイアウトは、「フィールドレイアウト」画面のリストで、フィールドレイアウト名左側に

「⇒」が表示されます。 

1. 「フィールドレイアウトの設定」画面で、目的のフィールドレイアウトを選択して反転表示させ  をクリックする 

→ 選択したフィールドレイアウト名の左側に「⇒」が表示されます。 

「(すべて)」の削除はできません。 

「フィールドレイアウトの設定」画面の表示方法については、「フィールドレイアウトを追加する」を参照してください。 

「フィールドレイアウトの設定」画面の表示方法については、「フィールドレイアウトを追加する」を参照してください。 

デフォルトビューに設定されていたフィールドレイアウトを削除した場合は、自動的に「(すべて)」がデフォルトビュ

ーとして設定されます。  

フィールドレイアウトのデフォルトビューは、ライブラリ管理メニューの「デフォルトビューの設定」画面でも設定でき

ます。 

詳細については、「デフォルトビューの設定」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリビューの設定 > フィールドの書式・条件書式の設定について 

レコード一覧ビュー、フィールドレイアウトの設定で、各フィールド名・フィールド値の背景色、文字色の文字のスタイルなどの書式を設

定できます。また、セル条件書式では、在庫の残りが「100 個以下」だったら、「担当」が「部長」だったら、など、レコード値の条件にあ

わせて色やフォントを変えることが可能です。  

レコード一覧画面の書式・条件書式はレコード一覧ビューの設定から、レコード閲覧画面の設定はフィールドレイアウトの設定から行

います。  

レコード一覧ビューのフィールドの書式を設定する  

フィールドレイアウトのフィールドの書式を設定する  

レコード一覧ビューのセル条件書式を設定する   

フィールドレイアウトのセル条件書式を設定する  

レコード一覧ビューのフィールドの書式を設定する 

レコード一覧ビューのフィールドの書式を設定します。以下の設定が可能です。  

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリビューの設定］を選択する  

→ 「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

フィールドの書式・条件書式の設定について 

レコード一覧ビューの書式設定の詳細について

フィールドレイアウトの書式設定の詳細について

セル条件書式設定の詳細について

フィールド名の書式設定

背景色 表示するフィールドの背景色を設定します。

折り返し 表示内容が多い場合、文字の折り返しを設定します。

文字 文字のサイズと色を設定します。

レコード値の書式設定

セルの横幅 表示するフィールドの 小の横幅を設定します。

背景色 表示するフィールドの背景色を設定します。

横位置／縦位置 フィールド値の横縦の配置を設定します。

表示文字数 レコード一覧ビューで表示させる文字数を設定します。

折り返し 表示内容が多い場合、文字の折り返しを設定します。

文字 文字のサイズや色、スタイルを設定します。

日付時刻書式
フィールドが登録日時または更新日時のときのみ日付時刻書式を

設定できます。

レコード一覧ビューの表示方式に「カレンダー形式」を選択した場合、ここで設定した書式設定は、カレンダー一覧表示画面に

のみ反映されます。カレンダー表示画面の書式は設定できませんので、注意してください。  

レコード一覧ビューの表示方式に「レコード閲覧形式」を選択した場合、書式・条件書式の設定は指定されたフィールドレイアウ

トの設定が引き継がれます。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。 
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2.  ［レコード一覧ビュー］をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの追加」画面が表示されます。 

※既存のレコード一覧ビューのセル条件書式を設定する場合は、目的のレコード一覧ビュー名を選択して反転表示させ、  を

クリックします。  

4. レコード一覧ビュー名を入力し、  をクリックする  

既存のレコード一覧ビュー名は設定できません。  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面が表示されます。 

5. 表示させるフィールドを設定し、  タブをクリックする  

→ 書式・条件書式の設定画面に切り替わります。  

6. 目的のフィールドの［変更］をクリックする  

→ 「フィールドの書式の設定」画面が表示されます。  

7. 必要項目を設定し、  をクリックする  

→ 書式の設定が反映され、書式・条件書式の設定画面に戻ります。  

レコード一覧ビューの設定内容は、プレビューで確認できます。 

設定中に画面上部の［プレビュー］をクリックすると、レコード一覧ビューのプレビューが別ページに表示されます。  

フィールドレイアウトのフィールドの書式を設定する 

フィールドレイアウトのフィールドの書式を設定します。以下の設定が可能です。 

レコード閲覧画面 

レコード追加・編集画面 

フィールドの書式の詳細については、「レコード一覧ビューの書式設定の詳細について」を参照してください。 

フィールド名の書式設定

背景色 表示するフィールドの背景色を設定します。

横位置／縦位置 フィールド値の横縦の配置を設定します。

折り返し 表示内容が多い場合、文字の折り返しを設定します。

文字 文字のサイズと色を設定します。

レコード値の書式設定

背景色 表示するフィールドの背景色を設定します。

横位置／縦位置 フィールド値の横縦の配置を設定します。

折り返し 表示内容が多い場合、文字の折り返しを設定します。

文字 文字のサイズや色、スタイルを設定します。

日付時刻書式
フィールドが登録日時または更新日時のときのみ、日付時刻書式

を設定できます。

コメントの書式設定

表示位置 フィールドに対するコメントの配置を設定します。

文字 文字のサイズと色を設定します。
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1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリビューの設定］を選択する  

→ 「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

2.  ［フィールドレイアウト］をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの追加」画面が表示されます。 

※既存のフィールドレイアウトのセル条件書式を設定する場合は、目的のフィールドレイアウト名を選択して反転表示させ、  

をクリックします。  

4. フィールドレイアウト名を入力し、  をクリックする  

既存のフィールドレイアウト名は設定できません。  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面が表示されます。 

5. 表示させる項目を設定し、  タブをクリックする  

→ 書式・条件書式の設定画面に切り替わります。  

6. 目的のフィールドの［変更］をクリックする  

→ 「フィールドの書式の設定」画面が表示されます。  

7. 必要項目を設定し、  をクリックする  

→ 書式の設定が反映され、書式・条件書式の設定画面に戻ります。  

フィールドレイアウトの設定内容は、プレビューで確認できます。 

設定中に画面上部の［プレビュー］をクリックすると、フィールドレイアウトのプレビューが別ページに表示されます。  

レコード一覧ビューのセル条件書式を設定する 

レコード一覧画面のセル条件書式を設定します。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリビューの設定］を選択する  

→ 「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

2.  ［レコード一覧ビュー］をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの追加」画面が表示されます。 

※既存のレコード一覧ビューのセル条件書式を設定する場合は、目的のレコード一覧ビュー名を選択して反転表示させ、  を

クリックします。  

4. レコード一覧ビュー名を入力し、  をクリックする  

既存のレコード一覧ビュー名は設定できません。  

→ 「レコード一覧ビューの編集」画面が表示されます。 

5. 表示させるフィールドを設定し、  タブをクリックする  

→ 書式・条件書式の設定画面に切り替わります。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。 

フィールドの書式の詳細については、「フィールドレイアウトの書式設定の詳細について」を参照してください。 

セル条件書式の設定例については、「セル条件書式の設定例 (レコード一覧ビュー)」を参照してください。 

複数のセル条件書式を設定した場合は、「セル条件書式の設定」画面でセル条件書式名が上部に表示されているものが優先さ

れます。 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。 
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書式・条件書式の設定画面では、セル条件書式について、以下の操作が可能です。  

セル条件書式を追加する   

セル条件書式を変更集する   

セル条件書式をコピーする   

セル条件書式の順番変更を行う   

セル条件書式を削除する   

セル条件書式を追加する 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「セル条件書式の追加」画面が表示されます。  

3. 条件名を入力する 

条件名は必須項目です。必ず設定してください。ただし、既存の条件名は設定できません。  

4. 条件値を設定する 

有効な条件種類は、指定したフィールドのフィールドタイプによって異なります。 

5. 背景色、文字を設定する  

背景色および文字は、各フィールドタイプによって設定内容が異なります。 

6.  をクリックする 

→ セル条件書式が追加され、「セル条件書式の設定」画面に戻ります。  

例) 在庫管理を行っているライブラリで、以下の条件でレコード一覧画面の書式を変更する場合  

在庫数が 100 以下の場合  

在庫数が 101 ～ 199 の場合  

在庫数が 200 以上の場合  

1. 在庫数が 200 以上の場合  

2. 在庫数が 101 ～ 199 の場合  

条件値の設定方法については、「検索条件の設定方法」を参照してください。 

有効な条件種類の詳細については、「セル条件書式 有効な条件演算子」を参照してください。

詳細については、「セル条件書式設定の詳細について」を参照してください。 

セル条件書式の設定例 (レコード一覧ビュー)

条件名 200 以上

条件値 200 以上

背景色 水色

文字色 青色

条件名 101 ～ 199

条件値 200 より小さい

背景色 緑色

文字色 緑色
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3. 在庫数が 100 以下の場合  

「セル条件書式の設定」画面  

  

セル条件書式設定後のレコード一覧画面  

以下の画面は、レコード一覧ビューの設定でカレンダー形式が設定されています。 

  

条件名 100 以下

条件値 100 以下

背景色 黄色

文字色

サイズ +1

色 赤色

スタイル 太字

セル条件書式では、「セル条件書式の設定」画面で上部に表示されている条件が優先されます。 

そのため、上記の条件を正しく反映させるには、セル条件書式の設定画面の順番を以下のように並び変える必要があ

ります。 

セル条件書式の順番変更の手順については、「セル条件書式の順番変更を行う」を参照してください。
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メニュー (文字列)、ラジオボタン 

プルダウンメニューから選択します。プルダウンメニューには、設定されている項目が表示されます。  

メニュー (ユーザー)、登録者、更新者 

プルダウンメニューから選択します。プルダウンメニューには、「サイボウズ デヂエ」に設定されているユーザーが表示さ

れます。  

日付、日付時刻、時刻、登録日時、更新日時 

プルダウンメニューから選択します。プルダウンメニューには、日付と時刻が表示されます。 

今日、昨日、明日 : 実行している日から換算します。  

今週、先週、来週 : 実行している週から換算して、日曜から土曜で区切ります。  

今月、先月、来月 : 実行している月から換算して、1 日から月末日で区切ります。  

今年、昨年、来年 : 実行している年から換算して、1 月から 12 月で区切ります。  

 

直接入力も行えます。全角／半角は区別されるため、数値は半角で入力してください。なお、大文字／小文字は区別さ

れません。 

プルダウンメニューで選択できない範囲を検索する場合は、(直接入力) を指定して日付を指定してください。 

文字列や数値などを含まないレコードを検索する場合は、入力フィールドには何も記入せず、検索演算子を「と同じ」に設定し

ます。 

プルダウンメニューで選択できない範囲を検索する場合は、検索対象フィールドに (直接入力) を指定します。半角文字を利

用して、日付を直接指定できるようになります。 

セル条件書式を変更する 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「セル条件書式の変更」画面が表示されます。  

3. 必要に応じて、条件名を変更する 

条件名は必須項目です。必ず設定してください。ただし、既存の条件名は設定できません。  

4. 条件値を変更する  

有効な条件種類は、指定したフィールドのフィールドタイプによって異なります。 

5. 背景色、文字を変更する  

背景色および文字は、各フィールドタイプによって設定内容が異なります。 

6.  をクリックする 

→ セル条件書式の変更が反映され、「セル条件書式の設定」画面に戻ります。  

検索条件の設定方法

条件値の設定方法については、「検索条件の設定方法」を参照してください。

有効な条件種類の詳細については、「セル条件書式 有効な条件演算子」を参照してください。

有効な条件種類の詳細については、「セル条件書式設定の詳細について」を参照してください。 
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セル条件書式をコピーする 

既存のセル条件書式の設定条件をコピーして、新しいセル条件書式を作成します。 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「(コピー元のセル条件書式名) - (連番)」というセル条件書式名で、セル条件書式が作成されます。 

セル条件書式の順番変更を行う 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、   をクリックする 

→ 選択したセル条件書式が上下に 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。  

セル条件書式を削除する 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「セル条件書式の削除」画面が表示されます。  

3.  をクリックする 

→ セル条件書式が削除され、「セル条件書式の設定」画面に戻ります。  

フィールドレイアウトのセル条件書式を設定する 

レコード閲覧画面のセル条件書式を設定します。  

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリビューの設定］を選択する  

→ 「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

2.  ［フィールドレイアウト］をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの追加」画面が表示されます。 

※既存のフィールドレイアウトのセル条件書式を設定する場合は、目的のフィールドレイアウト名を選択して反転表示させ、  

をクリックします。  

セル条件書式の変更については、「セル条件書式を変更する」を参照してください。 

セル条件書式の条件は、「セル条件書式の設定」画面で上部に表示されている条件が優先されます。 

セル条件書式の設定例については、「セル条件書式の設定例 (フィールドレイアウト)」を参照してください。 

複数のセル条件書式を設定した場合は、「セル条件書式の設定」画面でセル条件書式名が上部に表示されているものが優先さ

れます。 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。 
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4. フィールドレイアウト名を入力し、  をクリックする  

既存のフィールドレイアウト名は設定できません。  

→ 「フィールドレイアウトの編集」画面が表示されます。 

5. 表示させる項目を設定し、  タブをクリックする  

→ 書式・条件書式の設定画面に切り替わります。  

書式・条件書式の設定画面では、セル条件書式について、以下の操作が可能です。  

セル条件書式を追加する   

セル条件書式を変更する   

セル条件書式をコピーする   

セル条件書式の順番変更を行う   

セル条件書式を削除する   

セル条件書式を追加する 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2.  をクリックする  

→ 「セル条件書式の追加画面が表示されます。  

3. 条件名を入力する 

条件名は必須項目です。必ず設定してください。ただし、既存の条件名は設定できません。  

4. 条件値を設定する 

有効な条件種類は、指定したフィールドのフィールドタイプによって異なります。 

5. 背景色、文字を設定する  

背景色および文字は、各フィールドタイプによって設定内容が異なります。 

6.  をクリックする 

→ セル条件書式が追加され、「セル条件書式の設定」画面に戻ります。  

例) 在庫管理を行っているライブラリで、以下の条件でレコード閲覧画面の書式を変更する場合  

在庫数が 100 以下の場合  

在庫数が 101 ～ 199 の場合  

在庫数が 200 以上の場合  

1. 在庫数が 200 以上の場合  

条件値の設定方法については、「検索条件の設定方法」を参照してください。 

有効な条件種類の詳細については、「セル条件書式 有効な条件演算子」を参照してください。

詳細については、「セル条件書式設定の詳細について」を参照してください。 

セル条件書式の設定例 (フィールドレイアウト)

条件名 200 以上

条件値 200 以上

背景色 水色

文字色 青色
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2. 在庫数が 101 ～ 199 の場合  

3. 在庫数が 100 以下の場合  

「セル条件書式の設定」画面  

  

セル条件書式設定後のレコード閲覧画面  

以下の画面では、レコード一覧ビューの設定でレコード閲覧形式を設定しています。 

  

条件名 101 ～ 199

条件値 200 より小さい

背景色 緑色

文字色 緑色

条件名 100 以下

条件値 100 以下

背景色 黄色

文字色

サイズ +1

色 赤色

スタイル 太字

セル条件書式の条件は、「セル条件書式の設定」画面で上部に表示されている条件が優先されます。  

そのため、上記の条件を正しく反映させるためには、セル条件書式の設定画面の順番を以下のように並び変える必要

があります。 

セル条件書式の順番変更の手順については、「 セル条件書式の順番変更を行う 」を参照してください。 
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セル条件書式を変更する 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「セル条件書式の変更」画面が表示されます。  

3. 必要に応じて、条件名を変更する 

条件名は必須項目です。必ず設定してください。ただし、既存の条件名は設定できません。  

4. 条件値を変更する 

有効な条件種類は、指定したフィールドのフィールドタイプによって異なります。 

5. 背景色、文字を変更する  

背景色および文字は、各フィールドタイプによって設定内容が異なります。 

6.  をクリックする 

→ セル条件書式の変更が反映され、「セル条件書式の設定」画面に戻ります。  

セル条件書式をコピーする 

既存のセル条件書式の設定条件をコピーして、新しいセル条件書式を作成します。 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「(コピー元のセル条件書式名) - (連番)」というセル条件書式名で、セル条件書式が作成されます。 

セル条件書式の順番変更を行う 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、   をクリックする 

→ 選択したセル条件書式が上下に 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。  

セル条件書式を削除する 

1. 書式・条件書式の設定画面で、目的のフィールドの［編集］をクリックする  

→ 「セル条件書式の設定」画面が表示されます。  

2. 目的のセル条件書式を選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「セル条件書式の削除」画面が表示されます。  

3.  をクリックする 

→ セル条件書式が削除され、「セル条件書式の設定」画面に戻ります。  

条件値の設定方法については、「検索条件の設定力方法」を参照してください。 

有効な条件種類の詳細については、「セル条件書式 有効な条件演算子」を参照してください。 

詳細については、「セル条件書式設定の詳細について」を参照してください。 

セル条件書式の変更については、「セル条件書式を変更する」を参照してください。

セル条件書式の条件は、「セル条件書式の設定」画面で上部に表示されている条件が優先されます。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > フィールドの書式・条件書式の詳細 

レコード一覧ビュー・フィールドレイアウトの設定で、各フィールドの横幅や背景色、文字のスタイル、文字色などの書式を設定できま

す。また、セル条件書式では、「在庫の残りが「100 個以下」だったら」、「「担当」が「部長」だったら」、などの条件にあわせて色やフォン

トを変えることが可能です。 

レコード一覧画面の書式・条件書式の設定はレコード一覧ビューの設定から、レコード閲覧画面の設定はフィールドレイアウトの設定

から行います。 

レコード一覧ビューの書式設定の詳細について   

フィールドレイアウトの書式設定の詳細について   

セル条件書式設定の詳細について   

レコード一覧ビューの書式設定の詳細について 

フィールド名の書式は、以下のように設定します。 

フィールド名の書式設定は、すべてのフィールドタイプで変更できます。 

フィールドの書式・条件書式の詳細 

フィールド名の書式設定

背景色

表示するフィールドの背景色を設定します。  

以下から選択できます。初期設定では「灰」です。 

 白、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 

なお、ソート実行時には無効になります。 

折り返し

表示内容が多い場合、文字を折り返して表示します。  

セルの横幅にしたがって文字を折り返して表示する場合､「表示内容が多い

場合は折り返す」にチェックを入れます。 

初期設定では、折り返すように設定されています。 

文字

文字のサイズや色、スタイルを設定します。  

サイズ標準を「±0」とし、「-2」～「+3」の範囲で設定できます。初期設定では

「±0」です。  

以下から選択できます。初期設定では「黒」です。 

 黒、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 
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レコード値の書式は、以下のように設定します。 

各フィールドタイプにより、設定内容は異なります。 

レコード値の書式設定

セルの横幅

表示するフィールドの 小の横幅を設定します。  

半角 5 ～ 500 文字の範囲で設定できます。初期値は設定されていませ

ん。 

背景色

表示するフィールドの背景色を設定します。  

以下から選択できます。初期設定では「白」です。 

白、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 

横位置／縦位置

フィールド値の横・縦の配置を設定します。  

以下から選択できます。初期設定では、縦横とも「中央」です。 

横 : 左、中央、右 

縦 : 上、中央、下 

表示文字数

レコード一覧ビューに表示する文字数を設定します。  

(すべて)、または 10 ～ 1000 文字の範囲で設定できます。  

設定値より文字数が多い場合、設定文字数以降は「...」が表示されます。 

折り返し

表示内容が多い場合、文字を折り返して表示します。  

セルの横幅にしたがって文字を折り返して表示する場合､「表示内容が多い

場合は折り返す」にチェックを入れます。 

文字

文字のサイズや色、スタイルを設定します。  

 

サイズ標準を「±0」とし、「-2」～「+3」までのサイズを選択します。  

 

文字色次の 8 色から選択できます。  

黒、灰、青、緑、赤、水、紫、黄  

 

スタイル文字のスタイルを設定する場合、チェックボックスにチェックを入れ

ます。  

 

太字 (ボールド)、斜体 (イタリック)、下線を設定できます。 

日付時刻書式

フィールドが、登録日時、更新日時の時のみ日付時刻書式を変更できま

す。  

 

表示書式を以下から選択できます。 

 2004/10/12 15:30 

 2004/10/12 3:30PM 

 平成 16 年 10 月 12 日 15 時 30 分 

 平成 16 年 10 月 12 日午後 3 時 30 分 

 2004 年 10 月 12 日 15 時 30 分 

 2004 年 10 月 12 日午後 3 時 30 分 

 10 月 12 日 15 時 30 分 

 10 月 12 日午後 3 時 30 分 
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フィールドタイプ別の設定項目 

フィールドタイプ
セルの 

横幅
背景色

横

位

置

／

縦

位

置

表

示

文

字

数

折り返し

文   字

日付時刻

書式
サ

イ

ズ

色
太

字

斜

体

下

線

文字列 (1 行) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

文字列 (複数行) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

URL ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ×

メニュー (文字列) ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

メニュー (ユーザー) ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

ラジオボタン ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

チェックボックス ○ ○ ○ × × × × × × × ×

数値 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ×

自動計算 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ×

日付 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ×

時刻 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ×

日付時刻 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ×

時間量 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

時間計算 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

ファイル ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ×

イメージ URL ○ ○ ○ × × × × × × × ×

自動採番 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

レコード番号 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ×

登録日時 ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○

登録者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

更新日時 ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

更新者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

自動ルックアップフィールドは、参照先フィールドのフィールドタイプに準拠します。  

時間計算フィールドでは、結果が時間量の場合のみ「表示内容が多い場合の折り返し」設定が有効になります。  
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フィールドレイアウトの書式設定の詳細について 

レコード閲覧画面のフィールド名の書式設定、レコード値の書式設定、および「レコードの編集」画面のコメントの書式設定を行えます。

フィールド名の書式は、以下のように設定します。 

フィールド名の書式設定は、すべてのフィールドタイプで変更できます。 

レコード閲覧画面 

フィールド名の書式設定

背景色

表示するフィールドの背景色を設定します。  

以下から選択できます。初期設定では「灰」です。 

 白、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 

横位置／縦位置

フィールド値の横・縦の配置を設定します。  

「横」は、左、中央、右から選択できます。初期設定では「左」です。「縦」は、

上、中央、下から選択できます。初期設定では「中央」です。 

折り返し

表示内容が多い場合、文字を折り返して表示します。  

セルの横幅にしたがって文字を折り返して表示する場合､「表示内容が多い

場合は折り返す」にチェックを入れます。  

 

レコード閲覧の設定で「他の行のレイアウトにあわせない」を選択した場合、

フィールド名の書式設定の初期設定では、必ず「表示内容を折り返さない」

設定になります。 

文字

文字のサイズや色、スタイルを設定します。  

 

サイズ標準を「±0」とし、「-2」～「+3」の範囲で設定できます。初期設定では

「±0」です。  

文字色は、以下から選択できます。初期設定では「黒」です。 

 黒、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 
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レコード値の書式は、以下のように設定します。 

各フィールドタイプにより、設定内容は異なります。 

「レコードの編集」画面 

レコード値の書式設定

背景色

表示するフィールドの背景色を設定します。  

以下から選択できます。初期設定では「白」です。 

 白、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 

横位置／縦位置

フィールド値の横・縦の配置を設定します。  

「横」は、左、中央、右から選択できます。初期設定では「左」です。「縦」は、

上、中央、下から選択できます。初期設定では「中央」です。ただし、複数行

の文字列は「上」となります。 

折り返し

表示内容が多い場合、文字を折り返して表示します。  

セルの横幅にしたがって文字を折り返して表示する場合､「表示内容が多い

場合は折り返す」にチェックを入れます。

文字

文字のサイズや色、スタイルを設定します。  

 

サイズ標準を「±0」とし、「-2」～「+3」までのサイズを選択します。  

 

以下から文字色を選択します。  

 黒、灰、青、緑、赤、水、紫、黄  

 

スタイル文字のスタイルを設定する場合、チェックボックスにチェックを入れ

ます。  

 

太字 (ボールド)、斜体 (イタリック)、下線を設定できます。 

日付時刻書式

フィールドが登録日時または更新日時の場合のみ、日付時刻書式を変更で

きます。  

 

表示書式を以下から選択できます。  

 2004/10/12 15:30 

 2004/10/12 3:30PM 

 平成 16 年 10 月 12 日 15 時 30 分 

 平成 16 年 10 月 12 日午後 3 時 30 分 

 2004 年 10 月 12 日 15 時 30 分 

 2004 年 10 月 12 日午後 3 時 30 分 

 10 月 12 日 15 時 30 分 

 10 月 12 日午後 3 時 30 分 

コメントの書式設定

表示位置
フィールドに対するコメントの配置を設定します。  

上／下から選択できます。初期設定では「下」です。 

文字

文字のサイズや色を設定します。  

 

サイズ標準を「±0」とし、「-2」～「+3」の範囲で設定できます。初期設定では

「-1」です。  

 

以下から選択できます。初期設定では「緑」です。 

 黒、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 
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フィールドタイプ別の設定項目 

セル条件書式設定の詳細について 

フィールドタイプ 背景色

横位置

／縦位

置

折り

返し

文   字

日付時刻 

書式

コメントの

書式設定
サ

イ

ズ

色
太

字

斜

体

下

線

文字列 (1 行) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

文字列 (複数行) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

URL ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○

メニュー (文字列) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

メニュー (ユーザー) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

ラジオボタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

チェックボックス ○ ○ × × × × × × × ○

数値 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

自動計算 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

日付 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

時刻 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

日付時刻 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

時間量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

時間計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

ファイル ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○

イメージ URL ○ ○ × × × × × × × ○

自動採番 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

レコード番号 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ×

登録日時 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

登録者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

更新日時 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

更新者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

自動ルックアップフィールドは、参照先フィールドのフィールドタイプに準拠します。  

時間計算フィールドでは、結果が時間量の場合のみ「表示内容が多い場合の折り返し」設定が有効になります。  

レコード閲覧の設定で「他の行のレイアウトにあわせない」を選択した場合、フィールド名の書式設定の初期設定では、必ず

「表示内容を折り返さない」設定になります。  

背景色、文字の設定

背景色

表示するフィールドの背景色を設定します。  

以下から選択できます。初期設定では「白」です。 

白、灰、青、緑、赤、水、紫、黄 

文字のサイズや色、スタイルを設定します。  

 

サイズ標準を「±0」とし、「-2」～「+3」の範囲で設定できます。初期設定では
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フィールドタイプ別の設定項目 

文字

「±0」です。  

文字色は、以下から選択できます。初期設定では「黒」です。 

黒、灰、青、緑、赤、水、紫、黄  

 

スタイル文字のスタイルを設定する場合、チェックボックスにチェックを入れ

ます。初期設定では、チェックなしになっています。 

太字 (ボールド)、斜体 (イタリック)、下線を設定できます。 

フィールドタイプ 背景色
文   字

サイズ 色 太字 斜体 下線

文字列 (1 行) ○ ○ ○ ○ ○ ○

文字列 (複数行) ○ ○ ○ ○ ○ ○

URL ○ ○ × ○ ○ ×

メニュー (文字列) ○ ○ ○ ○ ○ ○

メニュー 

(ユーザー)
○ ○ ○ ○ ○ ○

ラジオボタン ○ ○ ○ ○ ○ ○

チェックボックス ○ × × × × ×

数値 ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日付 ○ ○ ○ ○ ○ ○

時刻 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日付時刻 ○ ○ ○ ○ ○ ○

時間量 ○ ○ ○ ○ ○ ○

時間計算 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ファイル ○ ○ × ○ ○ ×

イメージ URL ○ × × × × ×

自動採番 ○ ○ ○ ○ ○ ○

レコード番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○

登録日時 ○ ○ ○ ○ ○ ○

登録者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

更新日時 ○ ○ ○ ○ ○ ○

更新者 ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動ルックアップフィールドは、参照先フィールドのフィールドタイプに準拠します。  
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリビューの設定 > デフォルトビューの設定 

ライブラリの「デフォルトビュー」を設定します。 

「デフォルトビュー」とは、ライブラリにアクセスした際に 初に表示される「ソート順」「レコード一覧ビュー」「フィールドレイアウト」「絞り

込み」の設定のことで、ユーザー／グループごとに設定できます。 

初期設定は「デフォルトビューの設定」です。「デフォルトビューの設定」には、「レコード一覧ビュー」「フィールドレイアウト」「絞り込み」

の設定画面で設定したデフォルトビューが設定されています。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリビューの設定］を選択する 

→ 「ライブラリビューの設定」画面が表示されます。  

2.  ［デフォルトビュー］をクリックする  

→ 「デフォルトビューの設定」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／グループ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／グループが左側の一覧に追加されます。 

 

初期設定では、以下のように設定されています。 

ソート順：レコード番号／降順  

レコード一覧ビュー：(すべて)  

フィールドレイアウト：(すべて)  

絞り込み：(すべて)  

5. 必要に応じて、デフォルトビューの設定を変更する  

目的のユーザー／グループの［編集する］をクリックします。 

→ 選択したユーザー／グループの各項目がプルダウンメニュー表示に切り替わります。  

6. 各項目のプルダウンメニューから、目的のビューを選択する  

「レコード一覧ビュー」「フィールドレイアウト」「絞り込み」プルダウンメニューには、「(すべて)」、および設定されているレコード一

覧ビュー／フィールドレイアウト／絞り込みが表示されます。  

7.  をクリックする  

→ 設定が反映されます。  

8. 続けてユーザー／グループを設定する場合は、手順 3. ～ 7. を繰り返す  

※追加したデフォルトビューの設定を削除する場合は、目的のユーザー／グループの［削除する］をクリックします。なお、「デフォルトビュー

の設定」は削除できません。  

デフォルトビューの設定 

デフォルトビューが設定されていないユーザーは、「デフォルトビューの設定」が適用されます。  

複数のデフォルトビューの設定に含まれるユーザーの場合は、[ユーザー名] ＞ [グループ名] ＞ [全登録ユーザー／ログイン

前ユーザー] ＞ [デフォルトビューの設定] の優先順位で適用されます。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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画面のカスタマイズ 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > 画面のカスタマイズ > 画面のカスタマイズ 

ライブラリの使用目的や使用ユーザーに適した画面を簡単に作成できます。 

「サイボウズ デヂエ」では、デザイン／ヘッダ・フッタ／メニューのカスタマイズに対応しています。 

デザインを設定する  

このライブラリの色や背景を設定します。 

ヘッダ・フッタを設定する  

このライブラリのヘッダ・フッタに表示する内容について設定します。ロゴの変更も行えます。 

メニューの設定を行う  

機能のショートカットなどのメニューに表示する内容を設定します。 

デザインを設定する 

このライブラリの色や背景を設定します。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［画面のカスタマイズ］を選択する 

→ 「画面のカスタマイズ」画面が表示されます。  

2.  ［デザイン］をクリックする  

→ 「デザインの設定」画面が表示されます。  

3. 各項目を設定する  

ヘッダ・フッタの色 

画面のヘッダ・フッタの色を設定します。 

「標準デザイン」または「サイボウズ(R) office 6 デザイン」の中から目的のラジオボタンを選択します。  

背景 

画面の背景を設定します。 

「標準の背景」または「背景 URL 指定」のどちらかのラジオボタンを選択します。 

4.  をクリックする  

→ 「画面のカスタマイズ」画面に戻ります。  

ヘッダ・フッタを設定する 

このライブラリのヘッダ・フッタに表示する内容について設定します。ロゴの変更も行えます。 

1. 「画面のカスタマイズ」画面で、  ［ヘッダ・フッタ］をクリックする  

→ 「ヘッダ・フッタの設定」画面が表示されます。 

画面のカスタマイズ 

「サイボウズ デヂエ」の画面構成については「「サイボウズデヂエ」の画面構成」を参照してください。

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

標準の背景
ヘッダ・フッタの色で設定されている色が採用されま

す。

背景 URL 指定
独自の背景を設定できます。背景画像が格納されて

いる URL を入力します。

「画面のカスタマイズ」画面の表示方法については、「デザインを設定する」を参照してください。
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2. 各項目を設定する  

ヘッダの表示方法 

ヘッダに配置されるロゴ／  (ホーム)／  (ログイン／ログアウト)／  (サポート)／  (ヘルプ) の

表示形式を設定します。 

「アイコン表示」「テキスト表示」をラジオボタンで選択します。初期設定では「アイコン表示」です。  

フッタの表示方法 

フッタに配置されている  (ライブラリ管理)／  (システム設定)／  (個人設定) の表示形式を設定しま

す。 

「アイコン表示」「テキスト表示」をラジオボタンで選択します。初期設定では「アイコン表示」です。  

ロゴ 

画面左上に表示されるロゴについて設定します。目的の表示方法をラジオボタンで選択します。  

ロゴのリンク先 

ロゴをクリックした時に表示されるリンク先を設定します。 

「リンク先 URL」入力欄に、リンク先の URL を入力します。 

初期設定では、「ホーム画面」の URL が設定されています。 

※「ロゴ」で「標準のロゴを使用する」に設定した場合は、この設定は無効です。ロゴのリンク先を設定していても、ホーム画面にリン

クされます。  

表示項目 

ヘッダに  (ホーム)／  (ログイン／ログアウト)／  (ヘルプ) を表示するかどうかを設定します。 

「ホーム」「ログイン／ログアウト」「ヘルプ」の中から、表示する項目にチェックを入れます。 

初期設定では、すべての項目にチェックが入っています。  

3.  をクリックする  

→ 「画面のカスタマイズ」画面に戻ります。  

メニューの設定を行う 

機能のショートカットなどのメニューに表示する内容を設定します。 

1. 「画面のカスタマイズ」画面で、  ［メニュー］をクリックする  

→ 「メニューの設定」画面が表示されます。 

・標準のロゴを使用する : 「サイボウズ デヂエ」のロゴが表示されます。

・オリジナルの画像をロ

ゴとして使用する

: 独自のロゴを表示できます。 

 ロゴが格納されている URL を「画像の URL」入力欄

に入力します。

・入力した文字列をロゴと

して使用する

: 任意の文字列をロゴとして表示できます。 

 表示させる文字列を「文字列」入力欄に入力します。

・表示しない : ロゴを表示しない設定にします。

「画面のカスタマイズ」画面の表示方法については、「デザインを設定する」を参照してください。
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2. 各項目を設定する  

表示項目 

メニューに配置される以下の機能を表示するかどうかを設定します。 

表示する項目にチェックを入れます。 

初期設定では、すべての項目にチェックが入っています。 

検索・絞り込みのヒット件数 

検索・絞り込みを行った場合に、実行結果画面でヒットしたレコード件数を表示するかどうかを設定します。 

「表示する」「表示しない」のどちらかのラジオボタンを選択します。初期設定は「表示しない」です。 

「表示する」にチェックを入れると、検索・絞り込み実行時に、画面左上にヒットした件数が表示されます。 

※「表示する」設定にすると、レコード数が多い場合は、検索・絞り込み処理が遅くなる可能性があります。処理に問題が発生した

場合は、設定を解除することを推奨します。  

ツールメニューの設定 

ツールメニューに表示する高度な機能や「ダイレクト表示」を設定します。 

高度な機能を表示する場合 

「高度な機能の選択」で、リストから目的の機能を選択して反転表示させ、  をクリックします。 

→ 選択した機能が左側のリストに追加されます。 

初期設定では、「XML 書き出し」以外の機能が左側のリストに設定されています。 

※ライブラリに手動ルックアップまたはレコードコピーが設定されていない場合は、「再ルックアップ」または「レコードコピー」

は表示されません。  

ダイレクト表示を表示する場合 

初期設定では、ダイレクト表示は設定されていません。ダイレクト表示をツールメニューに表示する場合は、ダイレ

クト表示を追加する必要があります。 

「ダイレクト表示の設定」で、リストから目的のダイレクト表示を選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 選択したダイレクト表示が左側のリストに追加されます。  

ツールメニューに表示する機能／ダイレクト表示の順番変更を行う場合 

左側のリストから目的の機能／ダイレクト表示を選択して反転表示させ、   をクリックする 

→ 選択した機能／ダイレクト表示が上下に移動し、順番が変更されます。 

※   をクリックすると、一番上／一番下へ移動できます。  

ツールメニューに表示するリストから機能／ダイレクト表示を削除する場合 

左側のリストから目的の機能／ダイレクト表示を選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 選択した機能／ダイレクト表示がリストから削除されます。  

3.  をクリックする  

→ 「画面のカスタマイズ」画面に戻ります。  

「ダイレクト表示」とは、絞り込み／レコード一覧ビュー／ソートを組み合わせた表示状態の設定のことです。 

ダイレクト表示をクリックするだけで、絞り込み／レコード一覧ビュー／ソートが設定された状態に切り替えることができるた

め、運用の効率 UP につながります。 

・ライブラリの場所 ・ライブラリメモ

・印刷 ・絞り込み

・レコード一覧ビュー ・集計

・フィールドレイアウト ・リンクリスト

・検索 ・詳細検索

「ダイレクト表示」については、「ダイレクト表示について」を参照してください。

ダイレクト表示の追加方法については、「ダイレクト表示について」を参照してください。

ダイレクト表示について
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ダイレクト表示を追加する  

1.  をクリックする  

→ 「ダイレクト表示の追加」画面が表示されます。  

2. 各項目を設定する 

3.  をクリックする  

→ 「メニューの設定」画面に戻ります。 

「ダイレクト表示の設定」リストに、追加したダイレクト表示名が表示されます。  

ダイレクト表示の変更  

1. 目的のダイレクト表示名を選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 「ダイレクト表示の変更」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 

→ 「メニューの設定」画面に戻ります。 

※変更したダイレクト表示がツールメニューに追加されている場合は、ツールメニューにも変更内容が反映されます。  

ダイレクト表示の削除  

1. 目的のダイレクト表示名を選択して反転表示させ、  をクリックする 

→ 「ダイレクト表示の削除」画面が表示されます。  

2.  をクリックする 

→ 「メニューの設定」画面に戻ります。 

※選択したダイレクト表示がツールメニューに追加されている場合は、ツールメニューからも削除されます。  

ダイレクト表示名
ダイレクト表示の名前を入力します。 

必須項目です。必ず入力してください。 

絞り込み

プルダウンメニューから、ダイレクト表示に設定する絞り込

みを選択します。 

プルダウンメニューには、「(すべて)」とライブラリに設定さ

れている絞り込みが表示されます。 

レコード一覧ビュー

プルダウンメニューから、ダイレクト表示に設定するレコー

ド一覧ビューを選択します。 

プルダウンメニューには、「(すべて)」とライブラリに設定さ

れているレコード一覧ビューが表示されます。 

ソート

ダイレクト表示に設定するソート順を設定します。 

「レコード番号」または「更新日時」で降順／昇順にするか

をプルダウンメニューから選択します。 

初期設定では、「レコード番号」の「降順」が設定されてい

ます。 

※「レコード一覧ビュー」でカレンダー形式のレコード一覧ビ

ューを選択した場合、この設定は無効です。 

また、カテゴリー形式のレコード一覧ビューを選択した場合、

降順／昇順の設定のみとなります。  
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アクセス権の設定 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > アクセス権の設定 > アクセス権の設定 

ライブラリ／高度な機能／フィールド／レコード一覧ビュー／フィールドレイアウト／絞り込み／レコードコメントに対して、アクセス権を

設定します。 

各アクセス権の初期設定では、全員が権限を持つ状態に設定されています。 

ライブラリへのアクセス権を設定する   

高度な機能のアクセス権を設定する   

フィールドのアクセス権を設定する   

レコード一覧ビューのアクセス権を設定する   

フィールドレイアウトのアクセス権を設定する   

絞り込みのアクセス権を設定する   

レコードコメントのアクセス権を設定する   

ライブラリへのアクセス権を設定する 

ライブラリごとに、レコード登録者に許可するアクセス権、およびライブラリへのアクセス権を設定します。 

レコード登録者に許可するアクセス権 

ライブラリへのアクセス権を設定する前に登録されているレコードについて、そのレコードの登録者が自分の登録したレコードを

閲覧・編集・削除できるかどうかを設定します。 

初期設定では、このアクセス権は「使用しない」設定 (閲覧・編集・削除は不可) になっています。この場合、レコード登録者のアク

セス権はライブラリへのアクセス権に準じます。 

また、ライブラリへのアクセス権がないユーザーの場合、自分が登録したレコードに対しては、レコード登録者に許可するアクセ

ス権の設定が優先されます。 

ライブラリへのアクセス権 

ユーザー／グループに対して、ライブラリの閲覧・編集・追加・削除権限を設定します。 

初期設定では、「全員」にすべてのアクセス権が設定されています。 

また、ライブラリ管理者に設定されているユーザーは、ライブラリへのアクセス権が設定されていない、またはライブラリへの閲覧

権限が設定されていなくても、ライブラリの閲覧が可能です。  

アクセス権の設定 

ライブラリの各アクセス権を設定できるのは、そのライブラリのライブラリ管理者のみです。 

なお、フォルダのアクセス権は、システム管理者が設定します。 

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。 

アクセス権の設定例については「アクセス権の設定例」を参照してください。

レコード登録者の詳細については、 「レコード登録者について」 を参照してください。 

ライブラリ管理者が「全員」に設定されている場合は、レコード登録者に許可するアクセス権およびライブラリへのアクセス権を

設定しても、全員がライブラリの閲覧は可能な状態になっています。 

レコード登録者に許可するアクセス権およびライブラリへのアクセス権を設定する場合は、あらかじめライブラリ管理者を「全

員」以外に設定してください。 

ライブラリへのアクセス権が「全員」に設定されている場合は、レコード登録者に許可するアクセス権を設定しても、全員が閲

覧・編集・削除が可能です。レコード登録者に許可するアクセス権を設定する場合は、ライブラリへのアクセス権を「全員」以外

に設定してください。  

ライブラリ管理者の設定方法については、「ライブラリ管理者の設定」を参照してください。

アクセス権の設定例については「アクセス権の設定例」を参照してください。
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1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［アクセス権の設定］を選択する 

→ 「アクセス権の設定」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリ］をクリックする  

→ 「ライブラリへのアクセス権の設定」画面が表示されます。  

3. 目的のアクセス権を設定する  

レコード登録者に許可するアクセス権、またはライブラリへのアクセス権を設定します。 

ライブラリへのアクセス権の設定  

ライブラリへのアクセス権をユーザー／グループごとに設定します。設定できるアクセス権は、閲覧・編集・追加・削除で

す。 

初期設定では、「全員」にすべての権限が設定されています。 

1. 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。  

2. 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アクセス権の一覧に追加されます。 

初期設定では、すべての権限が設定されています。  

3. 必要に応じて、権限の内容を編集する 

目的のユーザー／グループの［編集する］をクリックします。 

→ 編集可能状態に切り替わります。  

4. 設定するアクセス権にチェックを入れる 

※編集、追加、または削除を設定する場合は、必ず閲覧にもチェックを入れてください。閲覧権限が設定されていないと、ラ

イブラリにアクセスできません。  

5.  をクリックする 

→ 設定が反映されます。  

6. 続けてユーザー／グループを設定する場合は、手順 2. ～ 5. を繰り返します。 

※一覧からユーザー／グループの設定を削除する場合は、目的のユーザー／グループの［削除する］をクリックするか、 

すべてのアクセス権のチェックを外した状態で  をクリックします。  

レコード登録者に許可するアクセス権の設定 

レコード登録者に許可できるアクセス権は、閲覧・編集・削除です。 

初期設定では、「使用しない」設定になっています。 

※ライブラリへのアクセス権が「全員」にすべて許可する設定になっている場合、ここでの設定は無効となります。レコード登録者に

許可するアクセス権を設定するする場合は、ライブラリへのアクセス権を「全員」以外に設定してください。  

1. ［編集する］をクリックする 

→ 編集可能状態に切り替わります。  

2. レコード登録者に許可するアクセス権にチェックを入れる 

※編集または削除を設定する場合は、必ず閲覧にもチェックを入れてください。閲覧権限が設定されていないと、ライブラリ

にアクセスできません。  

3.  をクリックする 

→ 設定が反映されます。  

※アクセス権が設定されている状態から「使用しない」設定に戻す場合は、［初期化する］をクリックします。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

「全員」にすべての権限が設定されていると、ユーザー／グループごとに設定したアクセス権は無効になります。ユーザー／グル

ープにアクセス権を設定する場合は、「全員」の設定内容を変更するか、または削除してください。 
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「サイボウズ デヂエ」では、レコードが登録されると「レコード登録者」情報が記録されます。ただし、ログイン前ユーザーがレ

コードを登録した場合は、「レコード登録者」情報は空欄となります。 

ライブラリ管理者は、レコード登録者に対して、本人が登録したレコードが閲覧・編集・削除する権限を設定できます。 

ライブラリ管理者は「レコード登録者」を変更できます。 

レコード登録者を変更することで、登録するユーザーと管理するユーザーが異なる場合などに、アクセス権の設定をやりやす

くします。 

変更方法は以下のとおりです。 

1. レコード一覧画面で、  ［閲覧］をクリックする  

2. 「登録者」フィールドの［変更する］をクリックする  

3. 「グループ選択」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  

4. 「レコード登録者」プルダウンメニューから、目的のユーザーを選択する  

5. をクリックする  

ライブラリ管理者は、CSV ファイルを使ってレコード登録者情報を更新・追加することも可能です。 

高度な機能のアクセス権を設定する 

CSV 書き出しやレコードコピーなど、高度な機能を利用できるユーザー／グループを設定します。 

以下の機能に対するアクセス権を設定できます。 

CSV ファイルへの書き出し  

文字列置換  

レコードの一括削除  

再ルックアップ 

ルックアップ対象がない (ライブラリに「手動ルックアップ」フィールドが設定されていない) 場合は、 

 ［再ルックアップ］は表示されません。  

XML 書き出し 

初期設定では、「XML 書き出し」はメニューに表示されない設定になっています。  

レコードコピー 

有効なレコードコピーの設定がない場合は、  ［レコードコピー］は表示されません。  

レコード登録者について

初期設定では、ライブラリへのアクセス権が「全員」に閲覧・編集・追加・削除できる設定になっています。この状態でレ

コード登録者に対するアクセス権を設定しても有効になりません。 

レコード登録者に対するアクセス権を設定する場合は、ライブラリへのアクセス権を「全登録ユーザー」または任意のユ

ーザー／グループに設定してください。 

また、レコード登録者に対するアクセス権を設定すると、レコードを登録していてもログイン前ユーザーの場合はライブ

ラリにアクセスできなくなりますので、注意してください。  

CSV ファイルへの書き出し・読み込みについては、「ライブラリ情報の外部ファイルへの入出力」を参照してください。 

初期設定では、「全員」にアクセス権が設定されています。  

高度な機能の利用権限があっても、カスタマイズのメニューの設定でツールメニューに表示されるように設定されていない場合

は、ツールメニューに表示されません。  
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1. 「アクセス権の設定」画面で、  ［高度な機能］を選択する  

→ 「高度な機能のアクセス権の設定」画面が表示されます。 

2. はじめてアクセス権を設定する場合は、アクセス権の一覧から「全員」を削除する  

初期設定では、「全員」の利用権限が設定されています。［削除する］をクリックします。 

→ 一覧から「全員」の設定が削除されます。  

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アクセス権の一覧に追加されます。 

 初期設定では、すべての機能に利用権限が設定されています。  

5. 必要に応じて、権限の内容を編集する  

目的のユーザー／グループの［編集する］をクリックする 

→ 編集可能状態に切り替わります。  

6. 利用を許可する機能にチェックを入れる  

7.  をクリックする  

→ 設定が反映されます。  

8. 続けてユーザー／グループを設定する場合は、手順 3. ～ 7. を繰り返します。 

※一覧からユーザー／グループの設定を削除する場合は、目的のユーザー／グループの［削除する］をクリックするか、 すべてのアクセス

権のチェックを外した状態で  をクリックします。  

フィールドのアクセス権を設定する 

フィールドに対するアクセス権を設定します。 

初期設定では、「全員」にすべての権限が設定されています。 

1. 「アクセス権の設定」画面で、  ［フィールド］をクリックする  

→ 「フィールドの設定」画面が表示されます。  

2. 目的のフィールドの［アクセス権］をクリックする  

→ 「フィールドのアクセス権の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、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アクセス権の一覧に追加されます。 

 初期設定では、すべての権限が設定されています。  

5. 必要に応じて、権限の内容を編集する  

目的のユーザー／グループの［編集する］をクリックします。 

→ 編集状態に切り替わります。  

「アクセス権の設定」画面の表示方法については、「ライブラリへのアクセス権を設定する」を参照してください。 

「全員」にすべての権限が設定されていると、ユーザー／グループごとに設定したアクセス権は無効になります。ユーザー／グル

ープにアクセス権を設定する場合は、「全員」の設定内容を変更するか、または削除してください。 

「アクセス権の設定」画面の表示方法については、「ライブラリへのアクセス権を設定する」を参照してください。 
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6. 設定するアクセス権にチェックを入れる  

7.  をクリックする  

→ 設定が反映されます。 

※「編集」にチェックを入れた場合は、自動的に「閲覧」権限も設定されます。  

8. 続けてユーザー／グループを設定する場合は、手順 2. ～ 7. を繰り返す 

※一覧からユーザー／グループの設定を削除する場合は、目的のユーザー／グループの［削除する］をクリックするか、 すべてのアクセス

権のチェックを外した状態で  をクリックします。  

レコード一覧ビューのアクセス権を設定する 

レコード一覧ビューを利用できるユーザー／グループを設定します。 

初期設定では、「全員」が利用可能な状態に設定されています。 

レコード一覧ビューのアクセス権は、「(すべて)」にも設定できます。ライブラリ管理者の場合は、「(すべて)」に対するアクセス権が設定

されていなくても閲覧は可能です。  

1. 「アクセス権の設定」画面で、  ［レコード一覧ビュー］をクリックする 

→ 「レコード一覧ビューの設定」画面が表示されます。  

2. 目的のレコード一覧ビューを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューのアクセス権の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、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. 続けて利用可能なユーザー／グループを追加する場合は、手順 3. ～ 4. を繰り返す  

6.  をクリックする  

→ 「レコード一覧ビューの設定」画面に戻ります。  

レコード閲覧形式のレコード一覧ビューを利用する場合は、レコード一覧ビューのアクセス権だけでなく、使用しているフィー

ルドレイアウトのアクセス権が許可されているものだけが使用可能となります。  

「全員」にすべての権限が設定されていると、ユーザー／グループごとに設定したアクセス権は無効になります。ユーザー／グル

ープにアクセス権を設定する場合は、「全員」の設定内容を変更するか、または削除してください。 

「アクセス権の設定」画面の表示方法については、「ライブラリへのアクセス権を設定する」を参照してください。 

「利用可能なユーザー／グループ」リストに「全員」が設定されていると、リストにユーザー／グループが設定されていても全員

が利用可能な状態になります。 

利用可能なユーザー／グループを制限する場合は、必ず「利用可能なユーザー／グループ」リストから「全員」を削除してくだ

さい。  

アクセス権の設定によっては、デフォルトビューが正しく表示されないことがあります。注意してください。 

詳細については、 「 初に開いた画面での表示について」 を参照してください。 

レコード閲覧形式のレコード一覧ビューについて

フィールドレイアウトのアクセス権の設定については、 「フィールドレイアウトのアクセス権を設定する」 を参照してください。
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フィールドレイアウトのアクセス権を設定する 

フィールドレイアウトを利用できるユーザー／グループを設定します。 

初期設定では、「全員」が利用可能な状態に設定されています。 

フィールドレイアウトのアクセス権は、「(すべて)」にも設定できます。ライブラリ管理者の場合は、「(すべて)」に対するアクセス権が設定

されていなくても閲覧は可能です。  

1. 「アクセス権の設定」画面で、  ［フィールドレイアウト］をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。  

2. 目的のフィールドレイアウトを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトのアクセス権の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、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. 続けて利用可能なユーザー／グループを追加する場合は、手順 3. ～ 4. を繰り返す  

6.  をクリックする  

→ 「フィールドレイアウトの設定」画面に戻ります。  

絞り込みのアクセス権を設定する 

絞り込みを利用できるユーザー／グループを設定します。 

初期設定では、「全員」が利用可能な状態に設定されています。 

絞り込みのアクセス権は、「(すべて)」にも設定できます。ライブラリ管理者の場合は、「(すべて)」に対するアクセス権が設定されていな

くても閲覧は可能です。  

1. 「アクセス権の設定」画面で、  ［絞り込み］をクリックする 

→ 「絞り込みの設定」画面が表示されます。  

2. 目的の絞り込みを選択して反転表示させ、  をクリックする  

→ 「絞り込みのアクセス権の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、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。 

「アクセス権の設定」画面の表示方法については、「ライブラリへのアクセス権を設定する」を参照してください。 

「利用可能なユーザー／グループ」リストに「全員」が設定されていると、リストにユーザー／グループが設定されていても全員

が利用可能な状態になります。 

利用可能なユーザー／グループを制限する場合は、必ず「利用可能なユーザー／グループ」リストから「全員」を削除してくだ

さい。  

アクセス権の設定によっては、デフォルトビューが正しく表示されないことがあります。注意してください。 

詳細については、 「 初に開いた画面での表示について」 を参照してください。 

「アクセス権の設定」画面の表示方法については、「ライブラリへのアクセス権を設定する」を参照してください。 
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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. 続けて利用可能なユーザー／グループを追加する場合は、手順 3. ～ 4. を繰り返す  

6.  をクリックする  

→ 「絞り込みの設定」画面に戻ります。  

レコードコメントのアクセス権を設定する 

レコードコメントに対する閲覧・登録権限を、ユーザー／グループごとに設定します。 

初期設定では、「全員」にすべての権限が設定されています。 

1. 「アクセス権の設定」画面で、  ［レコードコメント］を選択する  

→ 「レコードコメントの設定」画面が表示されます。 

 「●レコードコメントのアクセス権の設定」に、現在設定されているアクセス権の一覧が表示されます。 

 初期設定では、「全員」にすべての権限が設定されています。  

2. 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。  

3. 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アクセス権の一覧に追加されます。 

 

 初期設定では、すべての権限が設定されています。  

4. 必要に応じて、権限の内容を編集する  

目的のユーザー／グループの［編集する］をクリックします。 

→ 編集可能状態に切り替わります。  

5. 設定するアクセス権にチェックを入れる  

6.  をクリックする  

→ 設定が反映されます。 

※「登録」にチェックを入れた場合は、自動的に「閲覧」権限も設定されます。  

7. 続けてユーザー／グループを設定する場合は、手順 2. ～ 6. を繰り返す 

※一覧からユーザー／グループの設定を削除する場合は、目的のユーザー／グループの［削除する］をクリックするか、 すべてのアクセス

権のチェックを外した状態で  をクリックします。  

「利用可能なユーザー／グループ」リストに「全員」が設定されていると、リストにユーザー／グループが設定されていても全員

が利用可能な状態になります。 

利用可能なユーザー／グループを制限する場合は、必ず「利用可能なユーザー／グループ」リストから「全員」を削除してくだ

さい。  

アクセス権の設定によっては、デフォルトビューが正しく表示されないことがあります。注意してください。 

詳細については、 「 初に開いた画面での表示について」 を参照してください。 

「アクセス権の設定」画面の表示方法については、「ライブラリへのアクセス権を設定する」を参照してください。 

「全員」にすべての権限が設定されていると、ユーザー／グループごとに設定したアクセス権は無効になります。ユーザー／グル

ープにアクセス権を設定する場合は、「全員」の設定内容を変更するか、または削除してください。 
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レコード一覧画面と「フィールドレイアウト」が設定された画面を 初に開いたときは、デフォルトビューで設定されている「レコ

ード一覧ビュー」「絞り込み」「フィールドレイアウト」が選択されます。 

ただし、デフォルトビューで設定されている「レコード一覧ビュー」「絞り込み」「フィールドレイアウト」のアクセス権がない場合、

以下の順番で採用されます。 

例) 「レコード一覧ビュー」のアクセス権がない場合 

1. デフォルトビューで設定されているレコード一覧ビュー 

   ↓  

2. (すべて) 

   ↓  

3. 「レコード一覧ビューの設定」画面での並び順で上から採用される  

初に開いた画面での表示について

絞り込みおよびフィールドレイアウトについても、同様の順番で採用されます。 

選択可能なレコード一覧ビューがない場合、エラーメッセージが表示されます。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > アクセス権の詳細 

アクセス権の詳細を以下に紹介します。 

フォルダ   

ライブラリ   

高度な機能   

フィールド   

絞り込み   

レコード一覧ビュー   

フィールドレイアウト   

レコードコメント   

フォルダ  

フォルダへアクセスする権限を設定できます。 

フォルダに対するアクセス権がなければ、そのフォルダに格納されているすべてのライブラリを閲覧できません。 

ライブラリ  

ライブラリへの「閲覧」「編集」「追加」「削除」権限を設定できます。 

特殊グループとして、以下のグループを設定することも可能です。 

全員 (ログイン前ユーザーも含む)  

全登録ユーザー  

ログイン前ユーザー  

また、レコード登録者に対して「閲覧」「編集」「削除」権限を設定することも可能です。 

アクセス権の詳細

アクセス権の設定例

それぞれのアクセス権を相互に設定している場合は、状況によって設定が無効になる場合があります。 

詳細については、「 各アクセス権の関係 」を参照してください。

初期設定では、全員が利用可能 (アクセス権あり) に設定されています。  

ライブラリ管理者は、常に閲覧できます。 

初期設定では、全員がライブラリ管理者に設定されており、全員が閲覧可能になっています。アクセス権を設定する場合は、

まず、ライブラリ管理者を変更してください。  

「レコード登録者」へのアクセス権は別途設定できます。例えば、「レコードを登録したユーザーだけが閲覧できるようにする」と

いった設定も可能です。 

ライブラリ管理者の設定

「レコード登録者」へのアクセス権の設定については、「ライブラリへのアクセス権を設定する」を参照してくださ

い。

アクセス権の設定例 

高度な機能のアクセス権を設定する
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高度な機能  

高度な機能 (「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」「XML 書き出し」「レコードコピー」) の利用権限をそ

れぞれ設定できます。 

特殊グループとして以下のグループを設定することも可能です。 

全員 (ログイン前ユーザーも含む)  

全登録ユーザー  

ログイン前ユーザー  

フィールド  

フィールドの「閲覧」「閲覧・編集」権限を設定できます。 

特殊グループとして、以下のグループを設定することも可能です。 

全員 (ログイン前ユーザーも含む)  

全登録ユーザー  

ログイン前ユーザー  

レコード一覧ビュー・フィールドレイアウト・絞り込み  

レコード一覧ビューや絞り込みの利用権限を設定できます。 

特殊グループとして以下のグループを設定することも可能です。 

全員 (ログイン前ユーザーも含む)  

全登録ユーザー  

ログイン前ユーザー  

レコードコメント  

レコードコメントの「閲覧」「編集」権限を設定できます。 

特殊グループとして以下のグループを設定することも可能です。 

全員 (ログイン前ユーザーも含む)  

全登録ユーザー  

ログイン前ユーザー  

初期設定では、「XML 書き出し」以外は全員が利用可能 (アクセス権あり) になっています。  

集計機能にアクセス権は適用されません。全員が利用できます。  

初期設定では、全員に「閲覧・編集」権限が与えられています。  

アクセス権を全員以外に設定した場合は、ライブラリ管理者であっても、指定しない限りは閲覧できません。  

初期設定では、全員が利用可能 (アクセス権あり) に設定されています。  

レコード一覧ビューのアクセス権を設定する 

フィールドレイアウトのアクセス権を設定する 

絞り込みのアクセス権を設定する
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アクセス権の設定状況によっては、設定されている各種アクセス権が無効になる場合があります。注意してください。 

※1 
・追加、編集、削除画面の URL へ直接アクセスした場合のみ有効です。 
・ライブラリの閲覧・編集・削除権限が与えられていない場合も、「レコード登録者に許可するアクセス権の設定」で、閲覧、編集、削除が許
可されていれば、自分の登録したレコードについてのみ、各操作が可能です。 
 
※2 ライブラリへの閲覧権限のみで、ライブラリへの編集権限がない場合は、フィールドの編集権限は無効となります。  

 

※1 閲覧権限のないフィールドは、絞り込み結果／レコード一覧ビュー／フィールドレイアウトには表示されません。  

初期設定では、全員が利用可能 (アクセス権あり) に設定されています。  

各アクセス権の関係

フォルダのアクセス権限 あ り な し

ライブラリへの閲覧権限 有 効 無 効

ライブラリへの追加権限 有 効 無 効

ライブラリへの編集権限 有 効 無 効

ライブラリへの削除権限 有 効 無 効

フィールドの閲覧権限 有 効 無 効

フィールドの閲覧・編集権限 有 効 無 効

絞り込みの利用権限 有 効 無 効

レコード一覧ビューの利用権限 有 効 無 効

フィールドレイアウトの利用権限 有 効 無 効

レコードコメントの閲覧・編集権限 有 効 無 効

フォルダのアクセス権がない場合、フォルダ自体が非表示になるため、ライブラリの存在自体を確認できません。このた

め、ライブラリ・フィールドへの各操作も行えません。  

ライブラリへの閲覧権限 あ り な し

ライブラリへの追加権限 有 効 有 効 (※1) 

ライブラリへの編集権限 有 効 有 効 (※1) 

ライブラリへの削除権限 有 効 有 効 (※1) 

フィールドの閲覧権限 有 効 無 効

フィールドの閲覧・編集権限 有 効 (※2) 無 効

絞り込みの利用権限 有 効 無 効

レコード一覧ビューの利用権限 有 効 無 効

フィールドレイアウトの利用権限 有 効 無 効

レコードコメントの閲覧・編集権限 有 効 無 効

フィールドの閲覧権限 あ り な し

絞り込みの利用権限 有 効 一部無効 (※1)

レコード一覧ビューの利用権限 有 効 一部無効 (※1) 

フィールドレイアウトの利用権限 有 効 一部無効 (※1) 
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アクセス権をうまく設定することで、「サイボウズ デヂエ」の利用の幅を広げることができます。  

以下に、設定例をいくつか紹介します。  

アンケートを行う場合の設定例   

匿名アンケートを行う場合の設定例   

論文・レポート提出を行う場合の設定例   

ライセンスキー管理を行う場合の設定例   

アンケートを行う場合の設定例 

「サイボウズ デヂエ」ユーザーの意見を回収できます。 

アンケート回答者があらかじめ「サイボウズ デヂエ」にユーザー登録されているという前提で、必要なアクセス権の設定は以下のとお

りです。 

アンケート実施者は全員の回答を閲覧できるように、ライブラリに対するすべての権限を与えます。  

アンケート回答者が、後から自分の回答を閲覧・編集・削除できるように、レコード登録者にすべての権限を与えます。  

鈴木 拓也さんが、「サイボウズ デヂエ」に登録されているお客様にアンケートを実施する目的でライブラリを作成しました。このライブ

ラリを、登録ユーザーによるアンケートが実施できるように設定してみましょう。  

 

1. アクセス権を設定する  

以下のようにライブラリにアクセス権を設定します。  

  

アンケート回答者である「全登録ユーザー」は、ライブラリへのレコード追加権限のみが与えられます。このため、レコード追加後に、他

のユーザーのアンケート結果を閲覧することはできません。 

さらに、自分が回答したアンケートを閲覧・編集・削除できるようにするため、レコード登録者に与えるアクセス権を、以下のように設定

します。 

  

これにより、アンケート回答者は、自分が登録したレコードのみすべての権限が与えれられたことになります。 

2. アンケートを実施する 

アンケート回答者に、以下を連絡します。 

ライブラリの「レコードの新規登録」画面の URL を連絡します。  

ログインしてレコードを登録するように連絡します。  

アクセス権の設定例

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。

ライブラリ管理者は、常にライブラリを閲覧できます。必ずライブラリ管理者の設定も行ってください。 

「サイボウズ デヂエ」の画面に配置されている機能で、アンケート回答者に不要なものは、カスタマイズにより非表示に設定でき

ます。  

ライブラリに対しての誤操作を防ぐためにも、カスタマイズの設定を推奨します。  
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匿名アンケートを行う場合の設定例 

「サイボウズ デヂエ」を利用して、任意のユーザーに対して匿名でアンケートをとることができます。 

匿名アンケートの実施時に必要なアクセス権は、以下のとおりです。 

アンケート回答者には、他の回答者の回答内容を閲覧できないように、レコードの追加権限のみ与えます。  

アンケート実施者は全員の回答を閲覧できるように、ライブラリに対するすべての権限を与える。  

佐藤 昇さんが、匿名アンケートを実施する目的でライブラリを作成しました。このライブラリを、匿名アンケートが実施できるように設定

してみましょう。  

1. ユーザーを追加する  

アンケート回答者が「サイボウズ デヂエ」にログインして登録できるように、回答者用のユーザーをあらかじめ登録しておきます。 

ユーザー登録することで、回答者に対して個別にアクセス権を設定できます。 

ここでは、アンケート回答者のユーザー名を「ゲスト」として登録します。 

2. アクセス権を設定する  

以下のようにライブラリにアクセス権を設定します。 

 
アンケート回答者である「ゲスト」ユーザーは、ライブラリへのレコード追加権限のみ与えらます。このため、レコード追加後に、アンケ

ート結果を閲覧することはできません。 

3. アンケートを実施する 

アンケート回答者に、以下を連絡します。 

ライブラリの「レコードの新規登録」画面の URL を連絡します。  

「ゲスト」でログインしてレコードを登録するように連絡します。  

論文・レポート提出を行う場合の設定例 

大学などで、「サイボウズ デヂエ」を利用して論文・レポートの提出フォームを作ることができます。 

提出者があらかじめ「サイボウズ デヂエ」にユーザー登録されているという前提で、論文・レポートの提出フォームを作成するときに必

要なアクセス権は以下のとおりです。 

提出者には、レコードの追加権限のみ与えます。  

提出されたデータの管理者は、全員のデータを閲覧できるように、ライブラリに対するすべての権限を与えます。  

提出期限前までは、提出者は自分の登録したレコードの閲覧・編集ができるように設定します。また、提出期限後は、自分の登

録したレコードの閲覧のみできるように、レコード登録者に権限を与えます。  

田中 美子さんが、論文の提出管理のためにライブラリを作成しました。このライブラリを、論文提出管理ができるように設定してみまし

ょう。  

ライブラリ管理者は、常にライブラリを閲覧できます。必ずライブラリ管理者の設定も行ってください。 

「サイボウズ デヂエ」の画面に配置されている機能で、アンケート回答者に不要なものは、カスタマイズにより非表示に設定でき

ます。 

ライブラリに対しての誤操作を防ぐためにも、カスタマイズの設定を推奨します。  
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1. アクセス権を設定する  

以下のようにライブラリにアクセス権を設定します。 

 
提出者である「全登録ユーザー」は、ライブラリへのレコードの追加権限のみが与えられます。このため、レコード追加後に、他の提出

者の論文を閲覧することはできません。  

さらに、提出期限前は、自分が提出した論文を閲覧・編集できるようにするため、レコード登録者に与えるアクセス権を、以下のとおり

に設定します。  

  

これにより、提出者は、自分が登録したレコードのみ閲覧・編集できます。  

2. 論文を受け付ける 

論文提出予定者に、以下を連絡します。 

ライブラリの「レコードの新規登録」画面の URL を連絡します。  

ログインして、レコードを登録するように連絡します。  

3. 提出期限後に論文を編集不可にする 

提出期限となった時点で、提出者によって論文が編集されないように、レコード登録者に与えるアクセス権を、以下のように変更しま

す。  

  

これで、提出期限の管理も行えるようになりました。期限後、提出者は自分の論文のみ閲覧できます。  

ライセンスキー管理を行う場合の設定例 

社内のライセンスキー管理として、キーの請求と発行を「サイボウズ デヂエ」で行えます。 

ライセンスキー管理に必要なアクセス権と設定は、以下のとおりです。 

キー発行者には、発行したすべてのキーに対する操作が行えるように、ライブラリに対するすべての権限を与えます。  

キー請求者には、自分に発行されたキーが登録されたレコードのみの閲覧権限を与えます。  

キー発行者は、キーを発行後、レコード登録者の設定をキー請求者に変更します。  

山田さんが、ライセンスキー管理のためにライブラリを作成しました。このライブラリを、ライセンスキー管理が行えるように設定してみ

ましょう。 

1. アクセス権を設定する  

以下のようにライブラリにアクセス権を設定します。 

  

ライブラリ管理者は、常にライブラリを閲覧できます。必ずライブラリ管理者の設定も行ってください。 

「サイボウズ デヂエ」の画面に配置されている機能で、提出者に不要なものは、カスタマイズにより非表示に設定できます。 

ライブラリに対しての誤操作を防ぐためにも、カスタマイズの設定を推奨します。  
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キー発行者である山田さんは、登録されたライセンスキーに対してすべての権限を持っています。 

レコード登録者に与えるアクセス権の設定を行います。 

  

レコード登録者のみが、ライセンスキーを閲覧できるように設定します。  

2. キー発行を行う 

1. 社内ユーザーからライセンスキーの発行を請求された場合、キー発行者の山田さんは、レコードにライセンスキーを登録します。

2. 登録したライセンスキーを、請求した社内ユーザーが閲覧できるように、「レコード登録者」を該当ユーザーに変更します。 

→ 請求した社内ユーザーが、ライセンスキーを登録したライブラリにアクセスすると、「レコード登録者」が自分に設定されている

ライセンスキーのみ閲覧できます。  

ライブラリ管理者は、常にライブラリを閲覧できます。必ずライブラリ管理者の設定も行ってください。 

「サイボウズ デヂエ」の画面に配置されている機能で、キー請求者に不要なものは、カスタマイズの設定を行うことで非表示にで

きます。 

ライブラリに対しての操作を防ぐためにも、カスタマイズされることを推奨します。  
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ライブラリの入出力、削除 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの入出力、削除 > ライブラリ情報の外部ファイルへの入出力 

「サイボウズ デヂエ」では、ライブラリ情報を DBM ファイル／CSV ファイル／XML ファイルへ書き出したり、CSV ファイルからライブラ

リ情報を読み込んで、既存のライブラリに追加することができます。 

DBM ファイルとは 「サイボウズ デヂエ」独自のファイル形式です。ライブラリ作成時に、1 ライブラリにつき 1DBM ファイルが作

成されます。  

CSV ファイルとは 

レコードデータをコンマ (,) で区切るファイル形式です。対応しているアプリケーション上で、データ編集が可能です。  

XML ファイルとは 

シンプルなフォーマットで文書構造を記述でき、独自にタグを定義できる言語で書かれたファイルです。「サイボウズ デヂエ」のラ

イブラリの情報、フィールドのタイプ、フィールド値を書き出すことができます。  

ライブラリ管理者による読み込み条件は、以下のとおりです。  

DBM ファイル／CSV ファイルが 10 レコード以下のライブラリの場合  

読み込むライブラリが仮運用のとき、ファイルを読み込んだ後のレコード数の合計が 10 レコード以下の場合  

DBM ファイルへ書き出す   

CSV ファイルを読み込む   

CSV ファイルへ書き出す   

XML ファイルの書き出し   

DBM ファイルへ書き出す 

ライブラリ情報を DBM 形式で書き出します。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの入出力、削除］を選択する 

→ 「ライブラリの入出力、削除」画面が表示されます。  

2.  ［DBM ファイル (*.dbm) への書き出し］をクリックする  

→ 「DBM ファイル (*.dbm) への書き出し」画面が表示されます。  

3. ［(ライブラリ名) .dbm］または［(ライブラリ ID) .dbm］のどちらかをクリックし、ファイルをディスクに保存する  

ライブラリ情報の外部ファイルへの入出力 

DBM ファイル／CSV ファイルの読み込みについて

11 レコード以上のファイルを読み込む場合、または仮運用ライブラリに読み込んだ結果が 11 レコード以上になる場合

は、DBM ファイル／CSV ファイルを読み込むことができません。システム管理者またはライブラリ作成権のあるユーザ

ーに依頼してください。 

ライブラリを DBM ファイルからの作成については、「ライブラリを DBM ファイルから作成する」を参照してください。 

書き出した DBM ファイルの内容は編集できません。書き出したライブラリ情報を編集する場合は、 CSV ファイルを利用します。 

CSV ファイルの書き出しについては、「CSV ファイルへ書き出す」を参照してください。 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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CSV ファイルを読み込む 

ライブラリ情報を CSV ファイルから読み込み、既存のライブラリに追加します。レコードを一括で登録／変更できます。 

1. 「ライブラリの入出力、削除」画面で、  ［CSV ファイル (*.csv) の読み込み］をクリックする  

→ 「CSV ファイルからの読み込み - Step 1/3」画面が表示されます。  

2.  をクリックし、読み込む CSV ファイルを選択する  

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。  

3.  をクリックする  

→ 「CSV ファイルからの読み込み - Step 2/3」画面が表示されます。  

4. 読み込むフィールドを設定する 

「読み込むフィールド」リストに、CSV ファイルから読み込むフィールドを設定します。初期設定では、ライブラリ内のレコード情報

以外のフィールドが設定されています。 

「読み込むフィールド」リスト／「読み込まないフィールド」リストから目的のフィールドを選択して反転表示させ、 

  をクリックして移動します。 

※CSV ファイルの先頭行がフィールド名の場合は、「先頭行をフィールド名としてスキップする」にチェックを入れます。  

5.  をクリックする 

→ 「CSV ファイルからの読み込み - Step 3/3」画面が表示されます。  

6. 読み込む CSV ファイルの内容を確認して  をクリックする 

※訂正する場合は、  をクリックし、前の操作に戻って修正します。  

※CSV ファイルを読み込むと、現在のデータに追加/上書きされ、読み込む前の状態に戻すことはできません。読み込みを実行する前に、

現在登録されているライブラリ情報を CSV ファイルに保存する場合は、  をクリックしてください。  

→ 完了画面が表示されます。 

読み込まれたレコード数が表示されます。  

DBM ファイルのファイル名は「(ライブラリ名) .dbm」となり、ライブラリ名がファイル名として使用されます。そのため、ライブラリ

名に日本語を使用している場合は、ファイル名も日本語となり、正常にダウンロードできない場合があります。 

正常にダウンロードできない場合は、「(ライブラリ ID) .dbm」をダウンロードしてください。ファイル名が異なるだけで、ファイルの

内容は同じです。  

ファイルフィールドに添付されているファイルについては、ファイル名のみが書き出されます。添付ファイル自体を書き出すこと

はできません。  

既存のライブラリのフィールドの並び順と、読み込む CSV ファイルの項目の並び順が揃っていない場合は、正常に読み込まれま

せん。読み込み作業の前に、CSV ファイルの項目を必ず確認してください。  

その他、CSV ファイル読み込み時の留意点については、「CSV ファイル読み込み時の注意点」を参照してください。

「ライブラリの入出力、削除」画面の表示方法については、「DBM ファイルへ書き出す」を参照してください。 
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レコード情報のうち、「更新者」「登録日時」「更新日時」の内容は修正できません。そのため、CSV ファイルにこれらの情

報が含まれていても、上書きされません。  

「更新者」には、CSV ファイルを読み込んだユーザーが設定されます。ログイン前ユーザによって CSV ファイルが読み

込まれた場合は、空欄になります。  

「登録者」フィールドに、「サイボウズ デヂエ」にユーザー登録されていない名前があっても、読み込みは可能です。  

「レコード登録者に許可するアクセス権」を利用している場合、レコード登録者が「サイボウズ デヂエ」に登録されている

ユーザー名と完全一致した場合のみ、権限が有効となります。CSV ファイルから「登録者」を読み込む場合は、注意して

ください。  

例)  

   ユーザー登録でのユーザー名 : 山田 太郎 (半角スペース)  

   CSV ファイルでのユーザー名 : 山田 太郎 (全角スペース)  

     ↑ 

   この場合、別のユーザーとみなされるため、権限は無効となります。  

 

 

読み込んだ情報は、既存のデータに上書きまたは追加されます。  

上書きされる場合  

読み込むフィールドに「レコード番号」が指定されており、読み込む CSV ファイルのレコード番号が既存のデータと一致

している場合  

追加される場合 

読み込むフィールドに「レコード番号」が指定されており、読み込む CSV ファイルのレコード番号が既存のデー

タと一致しない場合  

読み込むフィールドにレコード番号を指定せず、読み込む CSV ファイルにレコード番号がない場合  

 

レコード番号が設定されていないレコードには、レコード番号が自動採番されます。  

CSV ファイルは、上位にあるデータから順に採番されます。  

読み込み先のライブラリに既存のレコードデータが存在する場合は、その中で 大のレコード番号値に 1 を足した数か

ら順に自動採番されます。 

読み込むフィールドに「レコード番号」が指定されている場合でも、レコード番号が設定されていないレコードについては

レコード番号が採番され、追加されます。  

CSV ファイル読み込み後、はじめに表示したレコード一覧画面では、採番されたレコード番号の降順に表示されます。  

レコード情報の読み込みについて

データの上書きおよび追加について

レコード番号の自動採番のしくみ
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CSV ファイルへ書き出す 

ライブラリ情報を CSV 形式で書き出します。 

1. 「ライブラリの入出力、削除」画面で、  ［CSV ファイル (*.csv) への書き出し］をクリックする 

→ 「CSV ファイルへの書き出し - Step 1/2」画面が表示されます。  

2. 書き出すフィールドを設定する 

「書き出すフィールド」リストに、CSV ファイルに書き出すフィールドを設定します。初期設定では、ライブラリ内のレコード情報以

外のフィールドが設定されています。 

「書き出すフィールド」リスト／「書き出さないフィールド」リストから目的のフィールドを選択して反転表示させ、 

 をクリックして移動します。 

※フィールド名も書き出す場合は、「先頭行にフィールド名を書き出す」にチェックを入れます。  

3.  をクリックする 

→ 「CSV ファイルへの書き出し - Step 2/2」画面が表示されます。  

4. 書き出される CSV ファイルの内容を確認して  をクリックする 

※訂正する場合は、  をクリックし、前の操作に戻って修正します。  

→ CSV ファイルに書き出されます。  

XML ファイルの書き出し 

ライブラリに登録されているデータを XML 形式で書き出します。 

1. レコード一覧画面または検索結果の画面で、以下のどちらかを実行する  

ツールメニューから  ［XML 書き出し］をクリックし、表示された結果をファイルに保存する  

ツールメニューから  ［XML 書き出し］を右クリックし、リンク先をファイルに保存する 

※XML 書き出し機能にアクセス権がない場合、またはカスタマイズのメニューの設定で表示するように設定されていない場合、 

 ［XML 書き出し］は表示されません。  

→「db (ライブラリID) .xml」ファイルが、指定した場所に格納されます。  

xml 書き出しの前に検索／絞り込みを実行すると、抽出結果のみを出力できます。  

コメントは書き出されません。  

「ライブラリの入出力、削除」画面の表示方法については、「DBM ファイルへ書き出す」を参照してください。 

コメントは書き出されません。  

XML ファイルの詳細については、「XML ファイルの詳細」を参照してください。 

XML ファイルには、DTD ファイルの格納先 URL が記録されています。そのため、XML ファイルを書き出した後に、サーバー移行

などで参照先が変更されると、タグを正しく解釈できなくなります。ご注意ください。  

DTD ファイルは、「(ホームディレクトリ)\cbdb」以下に格納されます。 

DTD は「Document Type Definition」の略で、書き出された XML ファイルのタグを解釈するためのファイルのことです。  

XML ファイルに記録される DTD ファイルの URL は、以下のとおりです。  

 http:// (サーバーの IP アドレスまたはサーバー名) /cbdb/dezie40-20031014.dtd  
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの入出力、削除 > テンプレートの作成 

ライブラリをテンプレートにすることができます。 

ビューや絞り込みなどの設定が引き継がれるため、よく使うライブラリがある場合に便利です。 

DBM ファイルからテンプレート化する   

既存ライブラリからテンプレート化する   

テンプレートを変更する   

テンプレートを削除する   

ライブラリをテンプレート化するときは、以下の点に注意してください。 

テンプレートは、リンクリストに設定することはできません。  

作成するテンプレート数に上限はありません。  

テンプレートは、ライセンスの対象にはなりません。  

DBM ファイルをテンプレート化した場合、ライブラリを DBM ファイルに書き出した時点で設定が破棄されるため、アクセ

ス権／リレーション・ルックアップ／メール通知／レコードコピー／メール読み込みの設定は反映されません。 

すべての設定を引き継ぐには、既存のライブラリからテンプレート化してください。 

ただし、メール読み込みの設定は、ライブラリからテンプレート化しても設定は破棄されます。  

ライブラリを新規に作成した場合、ライブラリ管理者は [全員] になっています。 

ライブラリの作成後は、まずライブラリ管理者を設定することを推奨します。  

DBM ファイルからテンプレート化する 

1. ホーム画面で、  ［テンプレート］をクリックする  

→ テンプレートフォルダが表示されます。 

※ライブラリ作成権のないユーザーの画面には、  ［テンプレート］は表示されません。  

2.  ［テンプレートの追加］をクリックする  

→ 「テンプレートの追加」画面が表示されます。  

3.  をクリックし、テンプレート化する DBM ファイルを指定する  

4.  をクリックする 

→ 確認画面が表示されます。  

5. 問題がない場合は  をクリックする  

→ 「テンプレート詳細」画面が表示されます。読み込まれた DBM ファイルがテンプレートとして作成されます。 

※作成したテンプレートからライブラリを作成する場合は、画面下部の  をクリックします。  

テンプレートの作成 

テンプレート作成時の注意

ライブラリの作成方法については、「ライブラリをテンプレートから作成する」の手順 4. 以降を参照してください。 

147



既存ライブラリからテンプレート化する 

1. ホーム画面で、テンプレート化する  ［ライブラリ名］をクリックする 

2. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの入出力、削除］を選択する 

→ 「ライブラリの入出力、削除」画面が表示されます。  

3.  ［ライブラリのテンプレート化］をクリックする  

→ 「テンプレートの作成」画面が表示されます。  

※ライブラリ作成権のないユーザーの場合は、エラーメッセージが表示され、テンプレートの作成はできません。  

4. 作成するテンプレート名を入力する  

必須項目です。必ず入力してください。  

5. 必要に応じて、メモの内容を入力する  

6.  をクリックする  

→ 「テンプレートの追加」画面が表示されます。 

※作成したテンプレートからライブラリを作成する場合は、  をクリックします。  

テンプレートを変更する 

1. ホーム画面で、  ［テンプレート］をクリックする  

→ テンプレートフォルダが表示されます。 

※ライブラリ作成権のないユーザーの画面には、  ［テンプレート］は表示されません。  

2. 変更するテンプレートの［詳細］をクリックする  

→ 「テンプレート詳細」画面が表示されます。  

3.  ［変更する］をクリックする  

→ 「テンプレートの変更」画面が表示されます。  

4. 必要に応じて、テンプレート名／メモを変更する  

「テンプレート名」は必須項目です。必ず入力してください。  

5.  をクリックする  

→ 変更した内容が反映され、「テンプレート詳細」画面が表示されます。  

テンプレートを削除する 

1. ホーム画面で、  ［テンプレート］をクリックする  

→ テンプレートフォルダが表示されます。 

※ライブラリ作成権のないユーザーの画面には、  ［テンプレート］は表示されません。  

2. 削除するテンプレートの［詳細］をクリックする  

→ 「テンプレート詳細」画面が表示されます。  

3.  ［削除する］をクリックする  

→ 「テンプレートの削除」画面が表示されます。  

4.  をクリックする  

→ テンプレートが削除され、テンプレートフォルダに戻ります。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。

ライブラリの作成方法については、「ライブラリをテンプレートから作成する」の手順 4. 以降を参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリの入出力、削除 > ライブラリの削除 

「サイボウズ デヂエ」に登録されているライブラリを削除します。  

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリの入出力、削除］を選択する 

→ 「ライブラリの入出力、削除」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリの削除］をクリックする  

→ 「ライブラリの削除」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 確認画面が表示されます。  

4. 削除する場合は、  をクリックする  

→ 選択したライブラリが削除されます。  

ライブラリの削除 

削除したライブラリは、元に戻すことはできません。削除を実行する前によく確認してください。  

ライブラリを削除すると、登録されているレコード内容もすべて削除されます。注意してください。  

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > CSV ファイル読み込み時の注意点 

CSV ファイルのデータを「サイボウズ デヂエ」に正しく読み込むために、フィールドタイプごとに以下の点に注意してください。 

日付フィールド 

日付は「yyyy/mm/dd」形式にして読み込んでください。 

例) 2005/2/4 

チェックボックス 

CSV ファイルのデータと「サイボウズ デヂエ」読み込み後の関係は、以下のようになります。 

URL フィールド 

URL とリンク名を CSV ファイルから読み込む場合は、CSV ファイルの 1 つのセルの中に URL とリンク名を「,」 (カンマ) で区

切って登録してください。 

例)  

 [http://xxxx/co.jp, リンク名]  

 1 セルの中に上記のように登録 

数値フィールド 

桁区切りのカンマ「,」が含まれるデータを数値フィールドに読み込んだ場合は、空欄となります。数値フィールドに読み込むと

きは、桁区切りのカンマが含まれないデータを使用してください。 

数値フィールドに 16 桁以上のものを読み込んだ場合は、空白になります。 

「'」の付いたデータを数値フィールドに読み込むと、空白のデータとして読み込まれます。また、文字列フィールドなどに読み

込むと、「'田中」のように読み込まれます。注意してください。 

「サイボウズ デヂエ」に読み込む場合は、文字列の先頭に付いた「'」を事前に削除してください。 

「'」の削除方法 

以下の手順で行います。 

1. Excel で CSV ファイルを開く  

2. 空白セルに「1」という数値を入力する  

3. セルを選択し、[編集] メニューから「コピー」を選択する  

4. 文字列として保存されているデータを変換するセルを選択する  

一度に複数のセルの「'」を削除する場合は、削除するセルの範囲を選択します。  

5. [編集] メニューから「形式を選択して貼り付け」を選択する  

→ 「形式を指定して貼り付け」ダイアログが表示されます。  

6. 「演算」の「乗算」ラジオボタンを選択し、[OK] をクリックする  

7. 手順 2. でセルに入力した内容を削除する  

CSV ファイル読み込み時の注意点 

日付

CSV ファイル チェックボックスフィールド

1 チェック済

0 未チェック

URL

数値
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文字列 (複数行) フィールド 

「セル内改行」を含んだ CSV ファイルを読み込む場合、正確にデータを認識できないことがあります。これは、「サイボウズ 

デヂエ」で採用している以外の「セル内改行文字」が使われている場合に発生します。 

改行コードを【LF】にする方法 

以下の手順で行います。ここでは、テキストエディタ「秀丸」の場合を例に説明します。 

1. 「秀丸」を起動し、CSV ファイルを開く  

2. [ファイル] メニューから「名前をつけて保存」を選択し、ダイアログ右下にあるプルダウンメニューから「改行=LF」を選択

して保存する  

セル内改行を削除する方法 

以下の手順で行います。ここでは、Microsoft Excel の機能を利用して行います。 

1. [編集] メニューから「置換」を選択する  

→ 「置換」ダイアログが表示されます。  

2. 「検索する文字列」ボックスをクリックし、[Ctrl]＋[J] キーを押す  

この操作を行っても表示上の変化はありませんが、置換対象として、セル内改行が設定されます。  

3. 「置換後の文字列」ボックスは空欄のまま「すべて置換」をクリックする  

4. セル内の改行がすべて削除され、データが 1 行で表示されていることを確認する  

フィールドの並び順と、読み込む CSV ファイルの項目の並び順が揃っていない場合は、正常に読み込むことができません。

読み込み作業の前に、CSV ファイルの項目を必ず確認してください。 

「'」の削除は、Microsoft Excel の機能を利用して行います。 

「サイボウズ デヂエ」では、セル内改行文字として【LF】を採用しています。  

文字列 (複数行) 

詳細については、お使いになる製品のマニュアルまたはヘルプを参照してください。 

Microsoft Excel の機能の詳細については、Microsoft Excel のヘルプを参照してください。 

既存のライブラリに CSV ファイルを読み込む場合

「'」の削除について

Microsoft Excel の機能の詳細については、Microsoft Excel のヘルプを参照してください。 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > XML ファイルの詳細 

XML ファイルには、ライブラリの情報、フィールドのタイプ、フィールド値が書き出されます。 

HTML のようなシンプルなフォーマットで文書構造を記述でき、独自にタグを定義できることが特徴のマークアップ言語。1998 

年に W3C (World Wide Web Consortium : WWW で使われる技術を標準化する団体) により標準化勧告され、現在はインター

ネットのさまざまな分野での応用が進められている。 

独自にタグを定義できるという特徴は、単なる文書を「データ」として処理することを可能にするものである。言いかえれば、

XML で記述した文書は、たとえば「<価格>」というように人間が理解しやすい構造で内容を記述できる上に、「スキーマ」を使

うことで <価格> タグに書かれた「数字」を、あるアプリケーションの「価格を表わす数値データ」として利用できる。スキーマと

は XML 文書内のデータを定義する情報のことで、XML Schema などが有名。 

XML の普及がもっとも見込まれているのは、企業間 (B to B) の電子商取引においてである。これまで企業は、オンライン (主

に専用線) で物品の調達や流通を行える仕組みを作ってきたが、電子的な取引情報の交換 (EDI : Electronic Data 

Interchange) には専用のシステムが必要である。この EDI システムを XML で構築すれば、インターネットを利用し、Webブラ

ウザーベースで電子商取引を行うことが可能になる。これは、システムの大幅なコスト削減につながるだけでなく、共通のフォ

ーマットを利用することで取引に参加できる企業を拡大できる。なお、XML による企業間 EDI を実現するには共通のスキーマ

を用いる必要があるが、XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) というコンバーターを使って変換する仕組

みも用意されている。 

現在は、IBM やオラクル、マイクロソフトといった多くのソフトウェアベンダーが自社製品を XML に対応させているだけでなく、

インフォテリアの製品群のように XML 関連のツールも充実してきた。特にマイクロソフトは .NET 戦略の中心に XML を据え、

XML をベースにして同社の各種機能を統合しようとしている。その中核になる製品は「BizTalk Server 2000」で、企業内や企

業間のデータ通信を行う XML のフレームワークと、開発環境を提供する予定だ。  

書き出し機能と書き出される内容について   

書き出される書式について   

XML ファイルに関する知識・用語   

DTD ファイルについて   

書き出し機能と書き出される内容について 

XML ファイルは、以下の条件で書き出されます。 

メニューにあるリンクをクリックすることで、XML 形式のファイルが書き出されます。  

実行したライブラリのレコード、フィールドについて、アクセス権／絞り込みで閲覧できないデータ以外は、すべて書き出されま

す。  

書き出す順番は、レコード番号順です。  

フィールドの書き出し順番は、フィールド設定での順番です。フィールド一覧で上からの順で書き出されます。  

XML ファイルの詳細

eXtensible Markup Language 

(アスキーデジタル用語辞典より)
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レコード閲覧権がない状態で XML 書き出し実行の URL に直接アクセスした場合は、レコードが参照できないエラーを XML 

の形式で書き出します。形式は以下となります。 

書き出しの項目 内容

「サイボウズ デヂエ」 バージョン

ライブラリ
ライブラリ名  

ライブラリ ID

フィールド

フィールド名  

XML 書き出し時のレコード一覧ビューに関わらず、そのユー

ザーが閲覧できるフィールドすべての情報が書き出されま

す。 

 フィールド ID 

 フィールドタイプ 

レコード

 レコード ID 

 登録者 

 登録日時 

 更新者 

 更新日時 

 

各レコードの値 

XML 書き出し時のレコード一覧ビューに関わらず、そのユー

ザーが閲覧できるフィールドすべての情報が書き出されま

す。 

 フィールドタイプ 

 フィールド ID 

 設定されている値 

※ フィールドタイプが「自動ルックアップ」の場合は、以下の内

容が書き出されます。 

   ・参照しているライブラリ ID 

   ・参照しているレコード ID 

   ・参照している値 (設定されている値)  

ライブラリ

xml のバージョン (1.0)  

使用文字コード (シフト JIS)  

DTD ファイルのアクセス URL

書き出しに失敗した場合

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>  

<!DOCTYPE dezie SYSTEM "(DTD ファイルの URL)">  

 

<dezie version="4.0">  

<error>13875</error>  

</dezie> 
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書き出される書式について 

書き出される XML ファイルの書式は、以下のようになります。 

XML ファイルに関する知識・用語 

書き出されるファイルについて   

「サイボウズ デヂエ」について   

ライブラリについて   

フィールドについて   

レコードについて   

書き出されるファイルについて 

書き出された XML ファイルは、 初の 2 行で、そのファイルの内容を説明しています。 

1 行目は、以下のことを示しています。 

このファイルが XML であること  

XML のバージョン 1.0 であること  

使用している文字コードがシフト JIS であること  

2 行目は、以下のこと示しています。 

このファイルが「サイボウズ デヂエ」というシステムのドキュメントであること  

文書定義ファイルの場所は (DTD ファイルの URL) であること  

例) http://bozuman/cbdb/dezie-yyyymmdd.dtd  

このファイルの説明が書かれています。

<dezie> </dezie> まで、「サイボウズ デヂエ」の情報が書かれています。

  <library> </library> まで、ライブラリの情報が書かれています。

    <field-list>
</field-list> まで、このライブラリのフィールド情報が書かれていま

す。

      <field> </field> まで、フィールドの情報が書かれています。

      </field>
【！】<field> ～ </field> は、閲覧アクセス権のあるフィールド数分

繰り返します。

    </field-list>  

    <record-list>
</record-list> まで、このライブラリのレコード情報が書かれていま

す。

      <record> </record> まで、レコードの情報が書かれています。

      </record>
【！】<record> ～ </record> は、XML 書き出し時に閲覧できるレコ

ード数分繰り返します。

    </record-list>  

  </library>   

</dezie>  

1 <?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>

2 <!DOCTYPE dezie SYSTEM"(DTD ファイルの URL)">
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「サイボウズ デヂエ」について 

「サイボウズ デヂエ」の情報を <dezie> タグを使って表現します。 

 

書き出し対象である「サイボウズ デヂエ」のバージョンが (バージョン番号) であることを示します。バージョン番号は、メジャーバージョ

ンのみ表示されます。例えば、(6.0(0.1) の場合、「6.0」という表記になります。 

ライブラリについて 

ライブラリの情報を <library> タグを使って表現します。 

 

書き出し対象になっているライブラリの ID (did) が (ライブラリの ID)、名前が (ライブラリの名前) であることを示します。 

フィールドについて 

フィールドの情報を <field-list> タグ、<field> タグを使って表現します。 

フィールド一覧を <field-list> タグを使って表現します。 

各フィールドの情報を <field> タグを使って表現します。 

各フィールド情報の書式は、<field> で始めて </field> までとします。フィールド id／フィールドタイプ／フィールド名が書き出されます。 

<field> ～ </field> は、書き出されたフィールド数個分繰り返されます。  

DTD ファイルについては、「DTD ファイルについて」を参照してください。 

<dezie version="(バージョン番号)">  

 

   [ここに、ライブラリ、フィールド、レコードの情報が書き出されます]  

 

</dezie> 

<library id="(ライブラリの ID)" name="(ライブラリの名前)">  

 

   [ここに、フィールド、レコードの情報が書き出されます]  

 

</library> 

<field-list>  

 

   [ここに、各フィールドの情報が書き出されます]  

 

</field-list> 

<field id="(フィールドの ID)" type="(フィールドのタイプ)">(フィールドの名前)</field> 
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以下のようになります。この表記は、レコード情報の表記でも使用します。 

レコードについて 

レコードの情報を <record-list> タグ、<record> タグ、<value> タグなどを使って表現します。 

レコード一覧を <record-list> タグを使って表現します。 

 

各レコードの情報を <record> タグを使って表現します。 

フィールドタイプの表記について

表記名 意味 (フィールドのタイプ)

String 文字列 (1 行)

Text 文字列 (複数行)

URL URL

Select メニュー (文字列)

User メニュー (ユーザー)

Radio ラジオボタン

Boolean チェックボックス

Number 数値

Calc 自動計算

Date 日付

Time 時刻

DateTime 日付時刻

TimeSpan 時間量

TimeCalc 時間計算

File ファイル

Image イメージ URL

Numbering 自動採番

Relation 自動ルックアップ

<record-list>  

 

   [ここに、各レコードの情報が書き出されます]  

 

</record-list> 
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各レコード情報の書式は、<record> で始めて </record> までとします。  

<record> ～ </record> は、書き出されたレコード数個分繰り返されます。  

レコード番号 (rid) は、(レコード番号) であることを示します。  

レコードの登録日時は、(レコード登録日時) であることを示します。(<create-time> タグ)  

レコードの登録者のユーザー ID とユーザー名は、(レコード登録者のユーザー ID)、(レコード登録者のユーザー名) であることを

示します (<creator> タグ)。  

レコードの更新日時は、(レコード更新日時) であることを示します (<modify-time> タグ)。  

レコードの更新者のユーザー ID とユーザー名は、(レコード更新者のユーザー ID)、(レコード更新者のユーザー名) であることを

示します (<modifier> タグ)。  

 
 

各レコード値の情報を <value> タグを使って表現します。 

各レコード値の情報の書式は、<value> で始めて </value> までとします。  

基本の書式は以下となります。  

<value> ～ </value> は、書き出されたレコードが持つフィールド数個分繰り返されます。  

レコード値が設定されているフィールドのタイプと ID、設定されているレコードの値は、(フィールドのタイプ) と (フィールドの ID)、(レコ

ード値) であることを示します。  

フィールドのタイプ については、<field> タグと同じ表記になります。  

フィールドタイプ : URL の場合の書式  

レコード値が URL になるため、<url> タグでレコード値を表現します。  

リンク名が設定されている場合は、<url&gr; タグに alias="(リンク名)" 表記を追加します。(リンク名) は、設定されているリンク名を示し

ます。 

<record id="(レコード番号)">  

 <create-time>(レコード登録日時)</create-time>  

 <creator id="(レコード登録者のユーザー ID)">(レコード登録者のユーザー名)

</creator>  

 <modify-time>(レコード更新日時)</modify-time>  

 <modifier id="(レコード更新者のユーザー ID)">(レコード更新者のユーザー名)

</modifier>  

 

   [ここに、書き出したレコードのフィールド数分レコード値の情報が書き出されます]  

 

</record> 

レコード登録者、レコード更新者の情報を持たないレコードの場合は、レコード登録者 (<creator> タグ)、レコード更新者情報 

(<modifier> タグ) は書き出されません。 

<value type="(フィールドのタイプ)" id="(フィールドの ID)">(レコード値)</value> 

書き出されるレコードのフィールド数は、閲覧できるフィールド数 (閲覧アクセス権のあるフィールド数) と同じです。 

ただし、(レコード値) に値が入っていない、エラーになっているフィールドは、書き出されません (該当の <value> ～ </value> が

書き出されません。)。 

<value type="(フィールドのタイプ)" id="(フィールドの ID)"><url>(レコード値)

</url></value> 

<value type="(フィールドのタイプ)"  

   id="(フィールドの ID)"><url alias="(リンク名)">(レコード値)</url></value> 
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フィールドタイプ : イメージ URL の場合の書式 

レコード値が URL になるため、<url> タグでレコード値を表現します。 

フィールドタイプ : ファイルの場合の書式 

レコード値となるファイルの情報について、<file> タグとそのファイルへアクセスできる URL を <url> タグを使って表現します。 

フィールド ID は、(フィールドの ID) であることを示します。  

設定してあるファイルの MIME タイプは、(ファイルのMIMEタイプ) であることを示します。  

設定してあるファイルの名前は、(レコード値 : ファイル名) であることを示します。  

設定してあるファイルへアクセスする URL は、(参照元のフィールドのタイプ) であることを示します。書き出されている URL にア

クセスすると、ファイルがダウンロードされます。  

 

フィールドタイプ : 日付、時刻、日付時刻場合の書式 

日付、時刻、日付時刻場合の場合は、<date> <time> <datetime> タグを使ってレコード値を表現します。 

(レコード値) の書式は、以下になります。 

(YYYY) : 年を 4 桁の数値 (西暦) で表示します。  

(MM) : 月を 2 桁の数値で表示します。  

(DD) : 日を 2 桁の数値で表示します。  

(HH) : 時を 2 桁の数値で表示します。  

(MN) : 分を 2 桁の数値で表示します。  

(SS) : 秒を 2 桁の数値で表示します。  

秒はフィールドの設定に関わらず、必ず書き出されます。  

 

フィールドタイプ : 時間量の場合の書式 

時間量の場合は、<timespan> タグを使ってレコード値を表現します。また、単位によって書き出される書式が変わります。 

書式は以下になります。 

時間量を示すタグ <timespan> ～ </timespan> の間に値を表記します。  

値の先頭には、時間の期間を示す「P」を表記します。  

日→時間→分→秒の順で左から表記します。  

<value type="(フィールドのタイプ)" id="(フィールドの ID)"><url>(レコード値)</url></value> 

<value type="File" id="(フィールドの ID)">  

 <file mime="(ファイルの MIME タイプ)">(レコード値 : ファイル名)<file>  

 <url>(ファイルへのアクセス URL)</url>  

</value> 

フィールドタイプ レコード値の書式

日付 <date>[YYYY]-[MM]-[DD]</date>

時刻 <time>[HH]:[MN]:[SS]</time>

日付時刻 <datetime>[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MN]:[SS]</datetime>
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日、時間、分、秒の単位を示す語を「D」「H」「M」「S」とします。  

「日」と「時間、分、秒」の間には、区切り「T」を表記します。  

 

時間量の単位と表記例  

 

フィールドタイプ : 時間計算の場合の書式 

時間計算の場合は、<date> <time> <datetime> タグを使ってレコード値を表現します。計算結果により書式が変わります。時間量の場

合、単位は「日時間分秒」になります。 

フィールドタイプ : 自動ルックアップの場合の書式 

参照元 (自動ルックアップで参照しているレコード) の情報を表示します。参照元のレコード値情報は、<reference> タグを使って表現し

ます。参照元の値が設定されていない、アクセス権によって参照できない場合は、<value> タグから書き出されません (すべての情報

が書き出されません)。 

時間量 

の単位
レコード値の内容

日時間分秒
<timespan>P (日に設定した値) DT (時間に設定した値) H (分に設定した

値) M (秒に設定した値) S</timespan> 

日時間分
<timespan>P (日に設定した値) DT (時間に設定した値) H (分に設定した

値) M</timespan> 

日時間 <timespan>P (日に設定した値) DT (時間に設定した値) H</timespan> 

日 <timespan>P (日に設定した値) D</timespan> 

時間分秒
<timespan>PT (時間に設定した値) H (分に設定した値) M (秒に設定した

値) S</timespan> 

時間分 <timespan>PT (時間に設定した値) H (分に設定した値) M</timespan> 

時間 <timespan>PT (時間に設定した値) H</timespan> 

分秒 <timespan>PT (分に設定した値) M (秒に設定した値) S</timespan> 

分 <timespan<PT (分に設定した値) M</timespan> 

秒 <timespan>PT (秒に設定した値) S</timespan> 

計算結果 レコード値の内容

日付 <date>[YYYY]-[MM]-[DD]</date> 

時刻 <time>[HH]:[MN]:[SS]</time> 

日付時刻 <datetime>[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MN]:[SS]</datetime> 

時間量
<timespan>P (計算結果 : 日) DT (計算結果 : 時間) H (計算結果 : 分) M (計

算結果 : 秒) S</timespan> 

<value type="Relation" id="(フィールドの ID)">  

 <referencelibrary-id="(参照元のライブラリ ID)"record-id="(参照元のレコード番号)">  

  <value type="(参照元のフィールドのタイプ)" id="(参照元のフィールドの ID)">(参照

元のレコード値)</value>  

 </reference>  

</value> 

参照元のレコード値情報の書式は、通常の <value> ～ <value> の書式と同じです。この例では、基本的な書式としています。 
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このライブラリのフィールド ID は、(フィールドの ID) であることを示します。  

リレーション設定で関連付けした先のライブラリの ID は、(参照元のライブラリ ID) であることを示します。  

自動ルックアップで参照しているレコードの ID は、(参照元のレコード番号) であることを示します。  

自動ルックアップで参照しているレコードのフィールドタイプは、(参照元のフィールドのタイプ) であることを示します。  

自動ルックアップで参照しているレコードのフィールド ID は、(参照元のフィールドの ID) であることを示します。  

自動ルックアップで参照している値は、(参照元のレコード値) であることを示します。  

DTD ファイルについて 

SGML で使われる、文書型定義。SGML は汎用マークアップ言語であり、どのような要素をどのようなタグを用いてマークアッ

プするかは用途に応じて任意に決められる。そして、それを決めるのが DTD の役目でもある。データベースの「スキーマ」に

相当するものと考えてもよいだろう。HTML は SGML に基づいて DTD を定義して作成したものだし、同様に XML に基づいて 

Web 開発言語として同じく DTD で定義されているのが XHTML ということになる。 

「サイボウズ デヂエ」に当てはめると、「XML 書き出し」機能によって書き出される XML ファイルの書式式を決めているファイ

ルということになる。 

Document Type Definition (アスキーデジタル用語辞典より)
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ライブラリログ 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > ライブラリログ > ライブラリログの設定 

ライブラリログには、ライブラリに対する基本的な操作について、「いつ」「誰が」「何をした」といった情報が記述されています。そのた

め、利用頻度の測定や情報漏洩の対策などに利用できます。 

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

ライブラリログの保存設定を行う   

ライブラリログを CSV ファイルへ書き出す   

ライブラリログの保存設定を行う   

どの操作が行われた場合にログに保存するかを設定します。 

1. 「ライブラリ管理メニュー」画面で、左メニューから  ［ライブラリログ］を選択する 

→ 「ライブラリログ」画面が表示されます。  

2.  ［ライブラリログの設定］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。 

システム管理者に、ライブラリログの保存設定を許可されていない場合は、この画面で現在の設定を確認できます。  

3. ログを保存するタイミングを設定する  

以下の操作の中から、ログを保存するタイミングにチェックを入れます。 

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  

メール読み込み  

レコードコピー  

4.  をクリックする  

→ 「ライブラリログ」画面に戻ります。  

ライブラリログの設定 

ライブラリログの設定が行われていない場合は、ログを書き出すことができません。先にライブラリログの設定を行ってくださ

い。  

システム設定によっては、ライブラリ管理者によるライブラリログの保存設定が許可されていない場合もあります。 

詳細については、システム管理者にお問い合わせください。  

システム設定によっては、ライブラリログの保存を設定できない場合もあります。その場合は、ライブラリログの設定の確認のみ

行えます。 

詳細については、システム管理者にお問い合わせください。 

「ライブラリ管理メニュー」画面の表示方法については、「ライブラリ管理メニューについて」を参照してください。
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ライブラリログを CSV ファイルへ書き出す 

書き出す期間を指定して、ライブラリログを CSV ファイルへ書き出します。  

1. 「ライブラリログ」画面で、  ［ライブラリログの書き出し］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。  

2. ライブラリログを書き出す期間をプルダウンメニューから選択する  

操作当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。  

3. 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  

4.  をクリックする  

ログファイルは、以下のフォーマットで CSV ファイルに書き出されます。  

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

例)  

ライブラリログ保存設定を行っていないライブラリのログの書き出しはできません。 

事前にライブラリログ保存設定をを行ってください。 

ライブラリログ保存設定については、「ライブラリログの保存設定を行う」を参照してください。 

「ライブラリログ」画面の表示方法については、「ライブラリログの保存設定を行う」を参照してください。 

書き出されるライブラリログのフォーマット

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) 
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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を以下に示します。  

保存設定名 操作

備考

備考欄には、「○○○＝△

△△」の形で書き出されま

す。

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

書き出される情報  

 ビュー=(ビュー名)  

 

レコード一覧表示に使用して

いるレコード一覧ビュー名を

示します。  

レコード一覧ビューが「(すべ

て)」の場合は、この情報は

書き出されません。

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

いる絞り込み名を示します。 

 

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。 

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

文字列を示します。 

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、昇降順を示します。  

レコード番号でソートが行わ

れている場合は、書き出さ

れません。 

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

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

ード番号を示します。

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示しま

す。  
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込み」操作 フィールドレイアウトが「(す

べて)」の場合は、この情報

は書き出されません。

集計画面表示

・集計画面表示  

・ソートの実行  

・ソート順の切替実行  

・絞り込み切替実行  

=====  

・Webブラウザーでの「再読み

込み」操作

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

を示します。

書き出される情報  

 絞り込み=(絞り込み名)  

 

集計結果表示時に行われて

いた絞り込み名を示します。 

 

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。

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示

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

レコード番号を示します。

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示しま

す。  

フィールドレイアウトが「(す

べて)」の場合は、この情報

は書き出されません。

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

ド番号を示します。

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示しま

す。  

フィールドレイアウトが「(す

べて)」の場合は、この情報
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は書き出されません。

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

ド番号を示します。

・レコード一括削除実行 

※ 1 件も削除されなかった場

合も、ログに記録されます。  

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

いた絞り込み名を示します。 

 

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。

書き出される情報  

 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

を示します。

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

われた時のみログに記録され

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示しま

す。  

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。

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

列を示します。

書き出される情報  

 置換前=(置換前文字列)  

 

置換前の文字列を示しま
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ます。  す。

書き出される情報  

 置換後=(置換後文字列)  

 

置換後の文字列を示しま

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示しま

す。  

すべてのフィールドが対象

の時はこの情報は書き出さ

れません。

再ルックアップ

・再ルックアップ実行 

※ 1 件も変更されなかった場

合も、ログに記録されます。  

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示し

ます。

書き出される情報  

 絞り込み=(絞り込み名)  

 

再ルックアップ実行時に行

われていた絞り込み名を示

します。  

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。

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

文字列を示します。

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

まれた時のみログが記録され

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

数を示します。

・CSV 読み込み実行 

※ 1 件以上レコードが読み込

まれた時のみログに記録され

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示

します。

書き出される情報  
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ライブラリの 

データ入出力

・CSV 書き出し実行  

 －「ライブラリ管理」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

 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

を示します。

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示し

ます。  

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。

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

字列を示します。

・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示

します。  

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。

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

れていた簡易検索の検索文

字列を示します。

・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さ

れません。  

・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

されません。  

書き出される情報  

 レコードコピー=(コピー名)  
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レコードコピー

・レコードコピー実行

 

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

ー名を示します。

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

込み名を示します。  

絞り込みが「(すべて)」の場

合は、この情報は書き出さ

れません。

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示しま

す。

・レコードコピー実行によりレコ

ードが追加

書き出される情報  

 コピー元=(コピー元ライブ

ラリ名)  

 

コピー元のライブラリ名を示

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示

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

件数を示します。

ライブラリログ設定

・ライブラリログ設定 

※ライブラリログ設定のログは

無条件で書き込まれます。  

※備考欄には何も書き出さ

れません。  
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その他 
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ホーム > マニュアル > ライブラリ構築マニュアル > その他 > ライブラリファイルの修復 

突然の停電やシステムダウンなどが発生し、各動作の終了処理が正常に行われなかった場合、ミラーリングファイルを利用してライブ

ラリファイルを修復できます。 

「サイボウズ デヂエ」は、ライブラリファイルを自動でミラーリングしており、不具合にも強い設計になっています。 

ライブラリファイルを修復する 

アクセスしたライブラリファイルが破損していた場合、修復を促す画面が表示されます。  

  

1. [開始する] をクリックする  

→ ミラーリングファイルを用いて、自動的に修復作業が開始されます。  

修復終了後、確認画面が表示され、レコード一覧画面へ移行できます。  

  

「サイボウズ デヂエ」では、万一のデータ損失などに備え、データを書き込む際、2 つのファイルに同時に同じ内容を書き込ん

でいます。そのため、ライブラリファイルが破損した場合も、もう一方のミラーリングファイルから復旧できます。  

  

ライブラリファイルの修復 

詳細については、「ミラーリングについて」を参照してください。 

ライブラリの設定やユーザーによって、表示されるボタンや画面背景は異なります。  

添付ファイルは、ミラーリング対象外です。  

ミラーリングについて
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※日付、時刻、日付時刻を文字列 (1 行) ／ (複数行) に変更した場合、「yyyy/mm/ddhh:mm:ss」の書式になります。  

※時間量を文字列 (1 行) ／ (複数行) に変更した場合、「dd:hh:mm:ss」の書式になります。  

フィールドタイプ変更の制限

文字列 (1 行)  

文字列 (複数行) 

URL

メニュー (文字列)

メニュー (ユーザー)

ラジオボタン

チェックボックス

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算

ファイル

イメージ URL

自動採番

自動ルックアップ
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リレーション設定の制限

文字列 (1 行) 

文字列 (複数行) 

URL

メニュー (文字列)

メニュー (ユーザー)

ラジオボタン

チェックボックス

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算

ファイル

イメージ

自動採番

自動ルックアップ
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※1 直接入力時のみ△が有効となります。  

※2 計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合は「以降」「以前」、「時間量」の場合は「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」が有効となりま
す。  

※3 ルックアップしたデータのフィールドタイプに合わせた検索演算子が有効となります。  

有効な検索演算子

文字列 (1 行)

文字列 (複数行)

URL

メニュー (文字列) (※1)

メニュー (ユーザー) (※1)

ラジオボタン (※1)

チェックボックス (※1)

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算 (※2)

ファイル

イメージ

自動採番

自動ルックアップ (※3)

レコード番号

登録日時

登録者 (※1)

更新日時

更新者 (※1)
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以下の場合は、すべての検索演算子が有効となります。 

リレーションの設定がされていない「自動ルックアップ」フィールド  

計算の設定がされていない「自動計算」「時間計算」フィールド  
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※1 ラジオボタン、文字列メニュー、ユーザーメニューは、条件値が直接入力のときのみ「を含む」「を含まない」が有効となります。  

※2 時間計算フィールドは、計算結果のフィールドタイプに準拠します。  

※3 自動ルックアップフィールドは、参照先フィールドタイプに準拠します。  

セル条件書式 有効な条件演算子

文字列 (1 行) 

文字列 (複数行) 

URL

メニュー (文字列) (※1)

メニュー (ユーザー) (※1)

ラジオボタン (※1)

チェックボックス (※1)

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算 (※2)

ファイル

イメージ

自動採番

自動ルックアップ (※3)
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※1 ラジオボタン、文字列メニュー、ユーザーメニューは、条件値が直接入力のときのみ「を含む」「を含まない」が有効となります。  

※2 時間計算フィールドは、計算結果のフィールドタイプに準拠します。  

メール通知条件 有効な条件演算子

文字列 (1 行)

文字列 (複数行)

URL

メニュー (文字列) (※1)

メニュー (ユーザー) (※1)

ラジオボタン (※1)

チェックボックス (※1)

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算 (※2)

ファイル

イメージ

自動採番

自動ルックアップ (※3)
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※1 文字列(1行)フィールドから数値フィールドにコピーした場合、文字列が数値でない場合は0となります。  

※2 日付、時刻、日付時刻を文字列系フィールドにコピーした場合、「yyyy/mm/ddhh:mm:ss」の書式になります。  

※3 時間量を文字列系フィールドにコピーした場合、「dd:hh:mm:ss」の書式になります。  

※4 時間計算フィールドから時間系フィールドにコピーする場合、時間計算結果のフィールドタイプとコピー先のフィールドタイプが同一である必要
があります。  

※5 自動ルックアップフィールドから他のフィールドにコピーする場合、自動ルックアップフィールドの参照先とコピー先のフィールドタイプがコピー可
能な組み合わせである必要があります。  

レコードコピーの設定 フィールドタイプ関係表

文字列 (1 行) 

文字列 (複数行) 

URL

メニュー (文字列)

メニュー (ユーザー)

ラジオボタン

チェックボックス

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算

ファイル

イメージ

自動採番

自動ルックアップ
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レコード一覧ビューの書式設定の組み合わせ

文字列 (1 行)

文字列 (複数行)

URL

メニュー (文字列)

メニュー (ユーザー)

ラジオボタン

チェックボックス

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算

ファイル

イメージ URL

自動採番

自動ルックアップ

レコード番号

登録日時

登録者

更新日時

更新者
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フィールドレイアウトの書式設定の組み合わせ

文字列 (1 行)

文字列 (複数行)

URL

メニュー (文字列)

メニュー (ユーザー)

ラジオボタン

チェックボックス

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

時間計算

ファイル

イメージ URL

自動採番

自動ルックアップ

レコード番号

登録日時

登録者

更新日時

更新者
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