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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 事前知識 > ログイン／ログアウト

ログイン／ログアウト

「サイボウズ デヂエ」にユーザー登録されている場合は、ログインしてから利用されることを推奨します。 

ログインすると、以下の利点があります。

個人設定を行えます。

My リンクの設定や表示レコード数の変更などが可能となります。

アクセス権を設定して、ユーザーの利用に合わせたライブラリの管理が行えます。

自分が登録したレコードコメントを削除できます。

レコードコメントの未読／既読を確認できます。

ログインする

ログアウトする

ログインする

ホーム画面の右上の  (ログイン) をクリックする 

→ ログイン画面が表示されます。

1.

ログイン画面で、「名前」プルダウンメニューからユーザー名を選択する

または、ログイン名を直接入力する 

※ログイン方法によって、ログイン認証の方法が異なります。

2.

パスワードが設定されている場合は、入力する3.

 をクリックする 

→ ホーム画面が表示されます。 

　  (個人設定) と、権限のある設定のアイコンやリンクが表示されます。

4.

ログアウトする

「サイボウズ デヂエ」を使い終わったら、必ずログアウトします。

画面右上の  (ログアウト) をクリックする 1.

サイボウズ共通認証を利用している場合のログアウト方法

「サイボウズ Office　7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」と共通認証の設定を行っている場合、共通認証を

行っている製品からログアウトしていないと、「サイボウズ デヂエ」からログアウトできません。

サイボウズ共通認証を利用中に「サイボウズ デヂエ」からログアウトする場合は、以下のどちらかの手順でログアウトしてく

ださい。

起動している Webブラウザーをすべて閉じる

すべての Webブラウザーを閉じることで、「サイボウズ Office　7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」と、

「サイボウズ デヂエ」の両方からのログアウトが可能となります。

以下の順序でログアウトする

「サイボウズ Office　7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」からログアウトします。

「サイボウズ デヂエ」からログアウトします。

ログイン方法の種類
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ログイン方法は、以下のどれかになります。

ユーザー名で選ぶ (小規模向け) 

プルダウンメニューから、ユーザー名を選択しま

す。

グループ名とユーザー名で選ぶ (大規模向け) 

グループを指定して、プルダウンメニューからユー

ザー名を選択します。

ログイン名を入力する (インターネット向け) 

ログイン名を直接入力します。

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

できます。

サイボウズ共通認証の設定を行っており、「サイボウズ Office　7」／「サイボウズ Office 6」／「サイボウズ ガルーン」にログインした

ユーザーは、「サイボウズ デヂエ」でのログインを省略できます。

共通認証の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

ログイン方法の設定については、「ログイン方法の設定」を参照してください。
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 事前知識> 「サイボウズ デヂエ」の画面構成 

ここでは、「サイボウズ デヂエ」の主な画面について、画面構成を紹介します。 

ホーム画面   

レコード一覧画面   

カレンダー表示画面   

カテゴリー形式画面   

ホーム画面 

ここでは、ログイン後のホーム画面を例に説明します。 

  

「サイボウズ デヂエ」の画面構成

(1)ヘッダ

  

※システム管理者によって共有リンク集が設定されている場合は、ヘ

ッダ下部に共有リンク集が表示されます。リンク名右側に「↑」が表示

されているリンクは、別ウィンドウで表示されます。  

※サポート管理者として設定されているユーザーの画面には、 

 (サポート) が表示されます。クリックすると、「お客様サポート

オンライン」へ問い合わせることができます。  

クリックすると、ホーム画面に戻ります。 

レコード一覧画面の場合は、ライブラリ管理

者によって、任意のロゴ／リンク先が設定さ

れている場合があります。 

 (ホーム) クリックすると、ホーム画面に戻ります。

 (ログイン)

／  

 (ログアウ

ト)

「サイボウズ デヂエ」にログイン／ログアウ

トします。ログイン後は  (ログアウト) 

が表示されます。

 (ヘルプ)
バージョン情報、製品を紹介するサイトへの

リンクが表示されます。
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※レコード一覧画面の場合、ライブラリ管理者の設定によっては、ア

イコンがテキストで表示されたり、表示されないアイコンがあるライブ

ラリもあります。  

(2)フォルダ一覧

  設定されているフォルダが一覧表示されます。 

クリックすると、フォルダ内に格納されている

フォルダが表示されます。

「サイボウズ デヂエ」に設定されているすべ

てのフォルダが Tree 構造で表示されます。 

 をクリックすると、ルートフォルダ直

下のフォルダのみの表示になります。

 (テンプレート)

テンプレートフォルダが表示されます。クリッ

クすると、フォルダ内に格納されているテン

プレートファイルを参照できます。ライブラリ

作成権のないユーザーには表示されませ

ん。

 ［フォルダ］

フォルダが表示されます。クリックすると、フ

ォルダ内に格納されているフォルダとライブ

ラリを参照できます。

(3)表示切り替えタブ

  ／  

 

初期設定では、  

タブが選択されています。 

「サイボウズ デヂエ」にログインする

と、  タブが表示さ

れ、リンクリストの表示に切り替える

ことができます。ホーム画面のリンク

リストでは My リンクのみが表示され

ます。 

My リンク表示例を参照し

てください。

(4)ライブラリ一覧

  

 (テンプレート)

テンプレートフォルダが表示されます。

クリックすると、フォルダ内に格納され

ているテンプレートファイルを参照でき

ます。ライブラリ作成権のないユーザ

ーには表示されません。

 ［フォルダ］

フォルダが表示されます。クリックする

と、フォルダ内に格納されているフォル

ダとライブラリを参照できます。

 ［ライブラリ］
ライブラリが表示されます。クリックする

と、 レコード一覧画面 に遷移します。

 ［フォルダの追加］ フォルダを追加します。

 ［ライブラリの追加］ ライブラリを追加します。

 ［メモ］

設定したフォルダのメモが表示されま

す。クリックすると、フォルダのメモの設

定ができます。

 ［詳細情報］ フォルダ情報の変更ができます。
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My リンク表示例 

 

 

※ルートフォルダ以外では、  ［1 つ上へ］が表示され、フォルダが

格納されている上位階層へ移動できます。  

※選択したフォルダ内にサブフォルダおよびライブラリが格納されて

いない場合は  ［削除］が表示され、フォルダを削除できます。  

 ［順番変更］
ライブラリ一覧に表示されるフォルダ、

ライブラリの順番の変更を行います。

(5)ライブラリ検索   

「サイボウズ デヂエ」内のライブラリ

に対して、「ライブラリ名」「ライブラリ

メモ」をキーにしてライブラリ検索を

行えます。検索対象のフォルダを指

定する場合や、「レコード値」を対象

にして検索する場合は、 [詳細検索] 

を利用します。 

システム管理者の設定によって

は、 や［詳細検

索］が表示されない場合があります。 

(6)フッタ

  

※システム管理者として設定されているユーザーの画面には、 

 (システム設定) が表示されます。  

※レコード一覧画面 の場合、ライブラリ管理者として設定されている

ユーザーの画面には、  (ライブラリ管理) が表示されます。  

※レコード一覧画面の場合、ライブラリ管理者の設定によっては、ア

イコンがテキストで表示されたり、表示されないアイコンがあるライブ

ラリもあります。  

 (個人設

定) 

「個人設定メニュー」画面が表示されます。

ユーザー固有の設定を行います。「サイボ

ウズ デヂエ」にログインした場合にのみ表

示されます。
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レコード一覧画面 

以下は、ライブラリ追加直後のレコード一覧画面の例です。 

  

(1)メニュー

  

 ［ライブラリ名］

設定画面などでクリックすると、レコード一覧画

面に戻ります。また、(ルートフォルダ) をクリッ

クすると、 ホーム画面 に遷移します。

ライブラリにレコードを登録します。

メ モ
設定されているメモが表示されます。クリックす

ると、メモの設定ができます。

絞 込

よく使う検索条件が登録された絞り込みを選択

できます。 

※「絞り込み」の設定はライブラリ管理者が行い

ます。  

レコード一覧ビュー

表示させるフィールドの種類、文字の色などの

書式設定などが登録された、レコード一覧ビュ

ーを選択できます。 

※「レコード一覧ビュー」の設定はライブラリ管理

者が行います。  

集計

設定されている集計を利用すると、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」の設定はライブラリ管理者が行いま

す。  

(2)ツールメニュー

※ライブラリ管理者の設定によって、ツールメニューに表示されるツールが異

なります。  

［印刷］ ライブラリ印刷します。

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、RSS 書き出しの実行画面へのリンクで

す。クリックすると、各機能の操作を実行できま

す。

 ［ダイレクト表示］

ダイレクト表示として登録されているものが表

示されます。 

ダイレクト表示とは、絞り込み／レコード一覧ビ

ュー／ソートの組み合わせを、ライブラリ管理

者があらかじめ登録したものです。クリックする

と、各機能の操作を実行できます。
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カレンダー表示画面 

  

(3)リンクリスト    ［リンクリストを開く］ 

リンクリストを表示します。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」とユーザーごとに設定する「My リン

ク」があります。 

 ［リンクリストを閉じる］をクリックする

と、リンクリストが非表示になります。 

(4)データ検索   

ライブラリ内のレコードを検索できます。

検索対象のフィールドを指定し、複数の条

件を指定して検索する場合は、 [詳細検

索] を利用します。 

①レコード登録    ［レコードを登録する］

カレンダー日付上の  をクリックすることで、レコ

ードを登録できます。  

なお、  をクリックした日付が、登録画面に初期

設定として表示されます。 

※ライブラリ管理者の設定によっては、「初期値を現

在日時にする」設定になっている場合があります。こ

の場合は、どの日付の  をクリックしても、操作し

た時点の日時が初期設定として表示されます。  

ただし、キーフィールドが登録日時または更新日時

の場合、初期値は設定されません。  

②レコード閲覧  見出し
[見出し] のリンクをクリックすると、そのレコードを

閲覧できます。 
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カテゴリー形式画面 

特定のカテゴリー別に、レコードが一覧表示されます。 

カテゴリー形式画面の「メニュー」「ツールメニュー」の表示は、レコード一覧画面と同じです。ただし、「リンクリスト」の表示はできませ

ん。 

 

設定画面などには、項目名の右側に［説明］が表示されている場合があります。［説明］をクリックすると、項目についての詳

細説明が別ウィンドウで表示されます。 

メニュー／ツールメニューについては、「レコード一覧画面」を参照してください。

［説明］ボタンについて 
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ホーム > マニュアル > 導入ガイド > Webブラウザーの設定 

  

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

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

cookie の設定を行う   

プロキシの設定を行う   

キャッシュの設定を行う   

JavaScript の設定を行う   

cookie の設定を行う 

  

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

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

 

Netscape 7.X の場合 

1. [編集] → [設定] を選択する  

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

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

Internet Explorer 5.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「セキュリティ」タブをクリックする  

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

する  

Internet Explorer 6.X/7.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「プライバシー」タブをクリックする  

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

Mozilla Firefox 1.0の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「プライバシー」をクリックする  

3. ［Cookieデータの保存］をクリックする  

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

Mozilla Firefox 1.5の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「プライバシー」をクリックする  

3. ［Cookie］タブをクリックする  

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

Webブラウザーの設定 
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Mozilla Firefox 2.0の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「プライバシー」をクリックする  

3. Cookie欄の「サイトから送られてきたCookieを保存する」にチェックを入れて、[OK]ボタンをクリックする  

Safari 1.xの場合 

1. ［Safari］→［環境設定］を選択する  

2. 「セキュリティ」をクリックする  

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

プロキシの設定を行う 

  

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

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

ください。 

Netscape 7.X の場合 

1. [編集] → [設定] を選択する  

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

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

4. [OK] をクリックする  

Internet Explorer 5.X/6.X/7.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「接続」タブをクリックする  

3. 「LAN の設定」をクリックする  

4. 「自動構成」にチェックが入っている場合は、チェックを外す  

5. 「ローカルのアドレスにはプロキシを使用しない」にチェックを入れる  

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

7. [OK] をクリックする  

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

 

キャッシュの設定を行う 

  

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

あらかじめ、Webブラウザーの設定を確認してください。 

Netscape 7.X の場合 

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

2. キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較を「セッション毎」に設定する  
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Internet Explorer 5.X/6.X/7.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「全般」タブをクリックする  

3. 「インターネット一時ファイル（閲覧の履歴）」で、[設定] をクリックする  

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

5. [OK] をクリックする  

JavaScript の設定を行う 

「サイボウズ デヂエ」は、JavaScript を利用しています。  

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

あらかじめ Webブラウザーの設定を確認してください。  

Netscape7.X の場合 

1. [編集] → [設定] → [詳細] を選択する  

2. 「Java を有効にする」に設定する  

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

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

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

6. [OK] をクリックする  

Internet Explorer 5.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「セキュリティ」タブをクリックする  

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

4. 「リセット」プルダウンメニューから「中」以下を選択する  

5. [OK] をクリックする 

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

Internet Explorer 6.X/7.X の場合 

1. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

2. 「セキュリティ」タブをクリックする  

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

4. [レベルのカスタマイズ] をクリックする  

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

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

6. [ツール] → [インターネットオプション] を選択する  

7. 「セキュリティ」タブをクリックする  

8. セキュリティレベルを設定する範囲から「インターネット」を選択する  

9. [レベルのカスタマイズ] をクリックする 

※Web コンテンツのゾーンの [信頼済みのサイト] に「*.cybozu.co.jp」を追加して使用することも可能です。 
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10. 「リセット」プルダウンメニューから「中」以下を選択する  

11. [OK] をクリックする  

Mozilla Firefox 1.0の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「Web機能」をクリックする  

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

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

5. [OK]ボタンをクリックする  

Mozilla Firefox 1.5/2.0の場合 

1. [ツール] → [オプション]を選択する  

2. 「コンテンツ」をクリックする  

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

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

5. [OK]ボタンをクリックする  

Safari 1.xの場合 

1. ［Safari］→［環境設定］を選択する  

2. 「セキュリティ」をクリックする  

3. 「JavaScriptを有効にする」にチェックを入れる  
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レコードの登録／編集 
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > レコードの登録／編集 > レコードの登録

レコードの登録

ライブラリにレコードを登録するには、以下の方法で行います。

新規に登録する

再利用して登録する

CSV ファイルから読み込んで登録する

既存のライブラリに、CSV ファイルから一度に大量のレコードデータを追加・上書きします。操作はライブラリ管理者の

み行えます。

CSV ファイルの読み込み方法については、「CSV ファイルを読み込む」を参照してください。

レコードコピーで登録する

他のライブラリからレコードをコピーして、既存のライブラリにレコードを登録できます。レコードコピーの設定は、ライブラ

リ管理者のみ行えます。

レコードコピーの実行方法については、「レコードのコピー」を参照してください。

ライブラリの設定によっては、受信メールが自動的にレコードとして登録される場合があります。詳細については、ライブラリ管理者にお

問い合わせください。

レコードの登録は、ライブラリの追加権限を持つユーザーのみ行えます。

再利用しないフィールドとして設定されている場合は、そのフィールド値は再利用して登録できません。

以下のフィールド値は、自動的に登録されます。

　　・レコード番号

　　・登録日時

　　・登録者

　　・自動採番

　　・自動計算

　　・時間計算

　　・自動ルックアップフィールド

新規に登録する

レコードを新規に登録する方法には、  から登録する方法と、カレンダー表示画面の  から登録する方

法があります。

レコード一覧画面からレコードを登録する

 をクリックして、レコードを登録できます。

各フィールド値の入力は、そのフィールドに対する編集アクセス権限のあるユーザーのみ行えます。

ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する 1.

 ［ライブラリ名］をクリックする

→ レコード一覧画面が表示されます。

2.

 をクリックする 

→ 「レコードの新規登録」画面が表示されます。

3.

各フィールドを入力する 

「*」は必須項目です。必ず入力してください。

「#」は数値フィールドです。半角数値を入力してください。

※フィールドによっては、入力制限がある場合があります。フィールド名の左側にある  ［メモ］にマウスをポイントし、コメント内容を確認し

4.
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てください。

※ルックアップが設定されている場合、ルックアップ機能を利用してレコード値を設定できます。

ルックアップ機能を利用した設定方法については、「 ルックアップ機能を利用した値の設定について 」を参照してください。

 をクリックする 

→ レコードが登録され、レコード閲覧画面が表示されます。

5.

ルックアップ機能を利用した値の設定について

●ルックアップが設定されている場合

キーフィールドとなるフィールドの右側に [(リレーション名)] のボタンと［参照］が表示されます。

キーフィールドに値を入力し、[(リレーション名)] のボタンをクリックすると、ルックアップ設定されているフィールドに値が自動

的に設定されます。

「手動ルックアップ」のキーワードは、完全一致である必要があります。キーフィールドに入力した値がリレーション先ライブラ

リに登録されていない場合は、[(リレーション名)] のボタンをクリックしてもルックアップは実行されません。

※ルックアップ設定されているフィールドは、フィールド名の左側に  ［メモ］が表示されます。マウスをポイントすると、設定

内容を確認できます。

※キーとなるレコード値が不明な場合は、［参照］をクリックします。リレーション先ライブラリのレコード一覧画面が別ウィンド

ウで表示され、登録されているレコード値を調べることができます。

 

●自動ルックアップが設定されている場合

キーフィールドとなるフィールドの右側に［参照］、ルックアップ設定されているフィールドに  ［ルックアップ］が表示されま

す。

キーフィールドに値を入力し、  をクリックすると、ルックアップ設定されているフィールドに値が自動的に設定さ

れ、レコードが登録されます。

「自動ルックアップ」のキーワードは、完全一致である必要があります。キーフィールドに入力した値がリレーション先ライブラ

リに登録されていない場合は、ルックアップは実行されず、ルックアップ設定されているフィールドが空の状態でレコードが登

録されます。

※キーとなるレコード値が不明な場合は、［参照］をクリックします。リレーション先ライブラリのレコード一覧画面が別ウィンド

ウで表示され、登録されているレコード値を調べることができます。

 

●検索ルックアップが設定されている場合

キーフィールドとなるフィールドの右側に [(リレーション名)(検索)] のボタンと［参照］が表示されます。

キーフィールドに値の一部を入力し、 [(リレーション名)(検索)] のボタンをクリックすると、リレーション先ライブラリのレコード

が検索され、検索結果が別ウィンドウで表示されます。
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「検索ルックアップ」のキーワードは、部分一致でも検索が実行されます。ただし、検索先のフィールドが自動採番の場合は、

完全一致である必要があります。

※キーとなるレコード値が不明な場合は、［参照］をクリックします。リレーション先ライブラリのレコード一覧画面が別ウィンド

ウで表示され、登録されているレコード値を調べることができます。

検索結果の一覧から、目的のレコードの  をクリックします。

※レコードの詳細を閲覧する場合は、  をクリックします。レコード閲覧画面が別ウィンドウで表示されます。

　検索を中止する場合は、［閉じる］をクリックします。検索結果画面が終了します。

ルックアップ設定されているフィールドに値が自動的に設定されます。

カレンダー表示画面から登録する

カレンダー表示画面では、カレンダー日付上の  をクリックして、レコードを登録できます。

この操作は、カレンダー表示画面からのみ行えます。

カレンダー表示画面の表示方法については、「カレンダー形式のビューの表示切り替え」を参照してください。

各フィールド値の入力は、そのフィールドに対する編集アクセス権限のあるユーザーのみ行えます。

ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する 1.

 ［ライブラリ名］をクリックする 

→ レコード一覧画面が表示されます。

2.

カレンダー表示画面を表示して、カレンダーの任意の日付欄の  ［レコードを登録する］をクリックする 

→ 「レコードの新規登録」画面が表示されます。

3.
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※このレコードは、カレンダー表示画面で選択した任意の日付のレコードとして登録されますが、レコードの登録日時は、  をクリックした

時点の日時となります。

各フィールドを入力する 

→ デフォルトビューに設定されたフィールドレイアウトが表示されます。

フィールドの入力については、「レコード一覧画面からレコードをから登録する」の手順 4. を参照してください。

4.

 をクリックする 

→ レコード閲覧画面が表示されます。

5.

再利用して登録する

既存のレコードの値をコピーして、新規にレコードを登録します。フィールド値がほとんど同じレコードを登録する場合などに便

利です。

フィールドの設定で「再利用しない」にチェックを入れている場合は、再利用して登録してもそのフィールドの値は登録されません。初期

設定では、すべてのフィールドが再利用できます。

各フィールド値の入力は、そのフィールドに対する編集アクセス権限のあるユーザーのみ行えます。

ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する 1.

 ［ライブラリ名］をクリックする 

→ レコード一覧画面が表示されます。

2.

目的のレコードの  ［閲覧］をクリックする 

→ レコード閲覧画面が表示されます。

3.

 ［再利用して登録する］をクリックする 

→ 「レコードの登録 (再利用)」画面が表示されます。

4.

目的のフィールドを入力しなおす

フィールドの入力については、「レコード一覧画面からレコードをから登録する」の手順 4. を参照してください。

5.

 をクリックする 

→ レコード閲覧画面が表示されます。

6.
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > レコードの登録／編集 > レコードの編集 

レコードの編集には、以下の方法があります 

レコードを編集する   

カレンダー表示からレコードを編集する   

レコードを編集する 

ライブラリのレコード一覧からレコードを選択し、編集します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 目的のレコードの  ［編集］をクリックする  
ライブラリの編集権限がない場合は、  ［編集］は表示されません。 

→ 「レコードの編集」画面が表示されます。  

4. 必要項目を変更する  

「*」は必須項目です。必ず入力してください。 

「#」は数値フィールドです。半角数値を入力してください。 

※フィールドによっては、入力制限がある場合があります。フィールド名の左側にある  ［メモ］にマウスをポイントし、コメント内容を確認

してください。 

※ルックアップが設定されている場合、ルックアップ機能を利用してレコード値を設定できます。 

5.  をクリックする  

→ レコード閲覧画面が表示されます。 

※更新日時と更新者は、自動的に記録されます。  

カレンダー表示からレコードを編集する 

カレンダー表示画面からレコードを選択し、編集します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する 

2.  ［ライブラリ名］をクリックする 

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. カレンダー表示画面を表示する  

レコードの編集

これらの操作は、ライブラリの編集権限のあるユーザーのみ行えます。 

他ユーザーが編集中のため、レコードがロックされている場合があります。この場合は、「編集中」である旨のメッセージが表示さ

れ、レコードの編集はできません。しばらくしてから再度アクセスしてください。 

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。

各フィールド値の入力は、そのフィールドに対する編集権限のあるユーザーのみ行えます。  

ルックアップ機能を利用した設定方法については、「ルックアップ機能を利用した値の設定について」を参照してください。

各フィールド値の入力は、そのフィールドに対する編集権限のあるユーザーのみ行えます。  

カレンダー表示画面の表示方法については、「カレンダー形式ビューの表示切り替え」を参照してください。 
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4. カレンダー日付上の見出しをクリックする 

→ レコード閲覧画面が表示されます。  

5. レコード閲覧画面で、  ［編集する］をクリックする 

→ 「レコードの編集」画面が表示されます。  

6. 必要項目を変更する 

7.  をクリックする 

→ レコード閲覧画面が表示されます。 

※更新日時と更新者は、自動的に記録されます。  

レコードデータの編集を開始すると、そのレコードは他のユーザーによって同時編集できないロック状態になります。 

編集画面から他の画面へ移動する場合は、  または  をクリックして、ロックしてください。 

ライブラリごとにロック時間が設定されており、初期設定では「5 分間」です。設定されているロック時間を過ぎると、他のユー

ザーが編集できるようになります。 

一度に複数のレコードを編集する必要がある場合は、CSV ファイルに書き出して表計算ソフト上で編集し、再度読み込む方

法もあります。レコード番号も併せて書き出されるため、既存のレコードに上書きして読み込めます。 

フィールドの変更については、「レコードを編集する」の手順 4. を参照してください。 

他画面へ移動する場合

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

複数レコードの一括編集

詳細については、「よくある質問」を参照してください。 

CSV ファイルの書き出し／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。 
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > レコードの登録／編集> レコード／フォルダの削除 

以下の削除機能を利用できます。 

レコードを削除する   

レコードを一括削除する   

フォルダを削除する   

レコードを削除する 

ライブラリ内にあるレコードを削除します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 目的のレコードの  ［閲覧］をクリックする  

→ レコード閲覧画面が表示されます。  

4.  ［削除する］をクリックする  

→ 「レコードの削除」画面が表示されます。  

5.  をクリックする  

→ レコードが削除され、レコード一覧画面に戻ります。  

レコードを一括削除する 

レコードの一括削除には、全レコードを一括削除する方法と、検索や絞り込み結果のレコードを一括削除する方法があります。 

どちらも、レコード一覧画面で行えます。 

全レコードを一括削除する 

レコードを一括削除します。 

全レコードを一括削除する方法と、検索や絞り込み結果のレコードを一括削除する方法があります。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. ツールメニューから  ［レコード一括削除］を選択する  

→ 「レコードの一括削除」画面が表示されます。 

レコード／フォルダの削除

ライブラリの削除は、ライブラリ管理者のみ行えます。 

レコードの削除は、ライブラリの削除権限があるユーザーのみ行えます。  

削除したレコードのレコード番号、自動採番フィールドで採番された番号は欠番となり、繰り上がることはありません。  

全レコード、検索・絞り込みを行ったレコードを一括削除することも可能です。 

一括削除については、「 レコードを一括削除する 」を参照してください。

ライブラリ管理者の設定によって、ツールメニューに「レコード一括削除」を表示しない設定になっている場合、または「一括削

除」の権限を持たないユーザーの場合は、レコードの一括削除は実行できません。  

レコード一括削除を行うと、自動採番フィールドで採番されたレコード登録数は 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。  
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4.  をクリックする  

→ レコードが一括削除され、レコード一覧画面に戻ります。  

検索や絞り込み結果のレコードを一括削除する 

レコードの検索と絞り込みを行い、その結果のレコードを一括削除します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 削除するレコードの検索・絞り込みを行う 

4. 検索・絞り込みが行われたレコード一覧画面のツールメニューから  ［レコード一括削除］を選択する  

→ 「レコードの一括削除」画面が表示されます。  

5.  をクリックする  

→ 検索・絞り込んだレコードが一括削除され、レコード一覧画面に戻ります。  

フォルダを削除する 

フォルダを選択して削除します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［フォルダ名］を表示する  

2. ライブラリ一覧上部の  ［削除］を選択する  

→ 「フォルダの削除」画面が表示されます。  

3.  をクリックする  

→ 選択したフォルダが削除され、ホーム画面に戻ります。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「検索」「絞り込み」を表示しない設定になっている場合は、検索／絞り込みは実行

できません。  

フォルダを削除する場合は、フォルダ内を空の状態にする必要があります。フォルダ内にライブラリがある場合は、  [削除] 

は表示されず、フォルダの削除は行えません。  

ライブラリの削除権限を持たないユーザーは、フォルダの削除は実行できません。  
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > レコードの登録／編集 > 関連付いたライブラリのデータの取得 

ライブラリには、ライブラリ管理者によって、他のライブラリとのリレーション (関連付け) が設定されている場合があります。 

リレーション設定されているライブラリには、リレーション先のライブラリからデータを取得または参照できる「ルックアップ」フィールドが

設定されており、リレーション先のライブラリと関連付けられたフィールドのデータが自動的に設定されます。 

「ルックアップ」フィールドには、「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」フィールドまたは「検索ルックアップ」フィールドの場合は、レコード登録後 (またはルックアップ実行後) にリレーショ

ン先ライブラリのデータが更新されても、ルックアップフィールドのデータは更新されません。「再ルックアップ」を実行し、 新のデータ

を取得する必要があります。 

※ 「自動ルックアップ」フィールドの場合は、リレーション先ライブラリのデータが更新されると自動的にルックアップフィールドのデータも更新されるた
め、再ルックアップの必要はありません。  

 

再ルックアップには、以下の方法があります。 

レコードごとに再ルックアップを実行する   

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   

レコードごとに再ルックアップを実行する 

手動ルックアップが設定されている場合は、「レコードの登録」画面および「レコードの編集」画面で、キーとなる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。 

このボタンをクリックすると、リレーション先ライブラリの 新データが取得され、「自動ルックアップ」フィールドに反映されます。 

  

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする 

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 目的のレコードの［編集］をクリックする  

→ 「レコードの編集」画面が表示されます。  

4. [(リレーション名)] のボタンをクリックする  

→ リレーション先ライブラリからデータが取得され、ルックアップフィールドに反映されます。  

5.  をクリックする  

→ レコード閲覧画面に戻ります。  

関連付いたライブラリのデータの取得

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。

ライブラリ管理者の設定によって、キーフィールドやルックアップフィールドに対するアクセス権が制限されている場合は、ルックア

ップは実行できません。詳細については、ライブラリ管理者にお問合せください。 

ルックアップフィールドが設定されたレコードの登録については、「ルックアップ機能を利用した値の設定について」 を参照してください。 
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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 

「手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」が設定されている場合は、全レコードに対する再ルックアップ、または検索・絞り込み結

果に対する再ルックアップを実行できます。 

再ルックアップは、ツールメニューに表示される  ［再ルックアップ］で実行します。 

  

全レコードに対して再ルックアップを実行する 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. ツールメニューから  ［再ルックアップ］を選択する  

→ 「再ルックアップ」画面が表示されます。  

4. 「リレーション」プルダウンメニューから、目的のリレーション名を選択する  

5. 「参照ライブラリ」「参照フィールド」「代入フィールド」の内容を確認する  

※「参照ライブラリ」に表示されているライブラリ名をクリックすると、リレーション先ライブラリのレコード一覧画面が別ウィンドウで表示され、

データを確認できます。  

6.  をクリックする  

→ 確認画面が表示されます。 

※再ルックアップするレコード数が多い場合は、時間がかかることがあります。  

検索や絞り込み結果のレコードに対して再ルックアップを実行する 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. レコードの検索または絞り込みを行う  

→ 検索結果または絞り込み結果が表示されます。  

4. ツールメニューから  ［再ルックアップ］を選択する  

→ 「再ルックアップ」画面が表示されます。  

5. 「リレーション」プルダウンメニューから、目的のリレーション名を選択する  

6. 「参照ライブラリ」「参照フィールド」「代入フィールド」の内容を確認する  

※「参照ライブラリ」に表示されているライブラリ名をクリックすると、リレーション先ライブラリのレコード一覧画面が別ウィンドウで表示され、

データを確認できます。  

ライブラリ管理者の設定によっては、再ルックアップ機能に対するアクセス権が設定されていなかったり、ツールメニューに「再

ルックアップ」「検索」「絞り込み」を表示しない設定になっている場合があります。詳細については、ライブラリ管理者にお問合

せください。  

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。  
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7.  をクリックする  

→ 確認画面が表示されます。  

※再ルックアップするレコード数が多い場合は、時間がかかることがあります。  

再ルックアップするレコード数が多い場合、処理が完了されるまでに数十秒以上かかることがあります。処理が終わるまで、

Webブラウザーの [中止] をクリックせずにお待ちください。 

1 万件以上のレコード数を再ルックアップする場合は、CGI タイムアウトにより、処理が中断される場合があります。 

レコード数が多い場合は、レコード番号による絞り込みやキーワード検索などを活用し、数回に分けて再ルックアップを行って

ください。  

再ルックアップするレコード数が多い場合
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ライブラリ／レコードの閲覧 
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > ライブラリ／レコードの閲覧 > ライブラリの閲覧 

「サイボウズ デヂエ」に登録されているライブラリを閲覧します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. レコードの詳細データを閲覧する場合は、各レコードの  ［閲覧する］をクリックする 

カレンダー表示画面の場合は、日付欄に表示されている [(見出し)] をクリックする  

※ライブラリの閲覧権限がない場合は、  ［閲覧する］および [(見出し)] は表示されません。  

レコードコメントが書き込まれている場合は、レコード一覧画面で、該当レコードにコメントが書き込まれていることが表示され

ます。 

表示内容は、レコード一覧ビューの形式によって、以下のように異なります。 

レコード一覧形式／カレンダー一覧形式／カテゴリー形式のビューの場合 

 ［･･･］と表示されます。 
なお、未読のコメントは、  ［！］と表示されます。  

レコード閲覧形式のビューの場合 

 ［コメントあり］と表示されます。 
なお、未読のコメントは、  ［コメントあり］と表示されます。  

※カレンダー表示形式のビューには、コメント書き込みの表示はされません。  

ライブラリの閲覧

ライブラリの閲覧は、ライブラリに対する閲覧権限のあるユーザーのみ行えます。 

カレンダー表示画面の表示方法については、「カレンダー形式ビューの表示切り替え」を参照してください。 

レコードコメントの表示について
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > ライブラリ／レコードの閲覧 > レコード詳細の閲覧 

1 件分のレコードの詳細情報を閲覧します。必要に応じて、コメントを入力できます。 

レコード詳細の閲覧には、以下の方法があります。 

レコード一覧からレコード詳細を閲覧する   

カレンダー表示からレコード詳細を閲覧する   

レコード一覧からレコード詳細を閲覧する 

レコード一覧表示画面またはカテゴリー表示画面のレコード一覧からレコードを選択し、閲覧します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 目的のレコードの  ［閲覧］をクリックする  
ライブラリの閲覧権限がない場合は、  ［閲覧］は表示されません。 

→ レコード閲覧画面が表示されます。  

4. レコード詳細を確認する 

レコードにコメントが書き込まれている場合は、「コメント」欄にコメント履歴が表示されます。必要に応じて、コメントを書き

込むことができます。 

ライブラリ管理者は、登録者を変更できます。 

5. レコード詳細を確認し、[レコード一覧へ] をクリックする  

→ レコード一覧画面に戻ります。  

カレンダー表示からレコード詳細を閲覧する 

カレンダー表示画面からレコードを選択し、閲覧します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する 

2.  ［ライブラリ名］をクリックする 

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. カレンダー表示画面を表示する  

4. カレンダー日付上の見出しをクリックする 

→ レコード閲覧画面が表示されます。  

5. コメントを入力する 

レコードにコメントが書き込まれている場合は、「コメント」欄にコメント履歴が表示されます。必要に応じて、コメントを書き

込むことができます。 

ライブラリ管理者は、登録者を変更できます。 

レコード詳細の閲覧

これらの操作は、ライブラリの閲覧権限のあるユーザーのみ行えます。  

レコードコメントの詳細については、「レコードコメントについて」を参照してください。

登録者の変更方法については、「レコードの登録者を変更するには」を参照してください。 

カレンダー表示画面の表示方法については、「カレンダー形式ビューの表示切り替え」を参照してください。 

レコードコメントの詳細については、「レコードコメントについて」を参照してください。

登録者の変更方法については、「レコードの登録者を変更するには」を参照してください。 
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6. レコード詳細を確認し、[レコード一覧へ] をクリックする  

→ レコード一覧画面に戻ります。  

レコードコメントの閲覧／編集権限のあるユーザーの場合、レコード閲覧画面下部に「コメント」欄が表示されます。レコードに

書き込まれているコメントが一覧表示されます。 

コメント一覧には、コメントNo.／登録者名／コメント内容（登録日時）が表示されます。 

  

11 件以上のコメントが書き込まれている場合、コメント一覧には 新の 10 件のみ表示され、コメント一覧下部に［全コメントを

表示する］が表示されます。［全コメントを表示する］をクリックすると、書き込まれているすべてのコメントが一覧表示されま

す。  

 

●コメントの書き込み／削除 

レコードコメントの編集権限があるユーザーは、コメントの書き込み、および自分が書き込んだコメントの削除ができます。 

コメントの書き込み／削除は、他ユーザーが該当レコードを編集中でロックされている場合でも実行できます。  

コメントの書き込み 

コメント一覧上部の入力欄にコメントを入力し、  をクリックすると、コメント一覧の 上部にコメントが追加さ

れます。 

※一度書き込まれたコメントの内容を編集することはできません。  

コメントの削除 

「サイボウズ デヂエ」にログインしている場合は、自分が書き込んだコメントを削除できます。自分が書き込んだコメント

の右側には、  ［削除］が表示されます。  

 ［削除］をクリックし、確認画面で  をクリックすると、コメント一覧からコメントが削除されます。 

※ログイン前ユーザーが書き込んだコメントは、ライブラリ管理者のみ削除できます。なお、ライブラリ管理者は、すべてのコメントを

削除できます。  

レコードコメントについて
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ライブラリ管理者は、レコード登録者を変更できます。 

1. 「登録者」欄の［変更する］をクリックします。 

→ 「レコード登録者の変更」画面が表示されます。  

2. 「グループ選択」プルダウンメニューから、登録者の所属グループを選択します。  

3. 「レコード登録者」プルダウンメニューから、登録者を選択します。  

4.  をクリックします。 

→ レコード閲覧画面に戻ります。  

レコードの登録者を変更するには
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > ライブラリ／レコードの閲覧 >レコードの並べ替え 

「ソート」が設定されているフィールドは、各レコードのフィールドデータを元にレコードを昇順／降順に並べ替えることができます。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 目的のフィールド名の横に表示された   をクリックする  
ソートが設定されているレコードのみ、   が表示されます。ソートが設定されていないレコードは、並び替えを行えません。 

→ ソートされたレコード一覧が表示されます。 

 ソートが実行されているフィールド名は、背景色が白になります。 

※ソート前の表示に戻すには、画面左上の  ［ライブラリ名］をクリックします。全レコードが再表示されます。  

レコードの並べ替え

レコードの並び替えを行うには、あらかじめレコードにソートが設定されている必要があります。 

ただし、レコード番号・更新日時をソートする場合は、ソートの設定は必要ありません。  

ソートの設定は、ライブラリに対する閲覧権限のあるユーザーのみ行えます。  

レコードを絞り込んだ状態またはレコード一覧ビューを切り替えた状態でも、ソートできます。  

ソートは、1 つのフィールド値においてのみ実行できます。  

カレンダー形式ビューでは、常に「キーとなる日付フィールド」を昇順でソートしています。そのため、日付以外のフィールドで

は、ソートの設定は実行できません。  
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数値と文字列では、降順／昇順のソート順が異なります。特に「文字列」フィールドに数値を登録している場合は、注意してく

ださい。 

数値フィールドのソート 

降順＝大きい順（10,9.....1）  

文字列フィールドのソート 

降順＝辞書順 

※文字列の先頭に数字が入力されている場合は、「001,002,003･･」のように、数値フィールドとは逆の順番になります。  

降順の場合は、以下の順番にソートされます。 

1. 半角英大文字  

2. 半角英小文字  

3. 半角スペース  

4. 半角記号  

5. 半角数字 (ただし、左端の数字でソートされます) 

 例) 001,002,1,10,2,3........  

6. 半角カナ  

7. 全角スペース  

8. 全角数字  

9. 全角英大文字  

10. 全角英小文字  

11. ひらがな (ぁ など)  

12. ひらがな (あ など)  

13. カタカナ (ァ など)  

14. カタカナ (ア など)  

15. 漢字 (文字コード順)  

ライブラリ管理者は、デフォルトビューの設定で、ライブラリにアクセスしたときのソート順をユーザーごとに設定できます。  

初期設定では「レコード番号」の「降順」に設定されています。 

数値と文字列のソート順の違い

ライブラリにアクセスしたときのソート順
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > ライブラリ／レコードの閲覧 > データの検索 

多くの情報から目的のデータを検索する方法として、以下を用意しています。 

 

簡易検索を行う   

詳細検索を行う   

絞り込みを利用して検索する   

ライブラリ検索を行う   

簡易検索を行う 

キーワードを入力して、全フィールド×全レコードを対象に、指定した文字や数値を含むレコードを簡単に検索できます。 

どのフィールドに対して検索すればよいのか分からないときに便利です。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. レコード一覧画面上部の  に、目的の文字列を入力する  

4.  をクリックする  

→ 検索結果が一覧表示されます。 

検索件数が表示されるように設定している場合は、検索結果としてヒットしたレコード数が画面左上に表示されます。 

※すべてのレコード一覧へ戻る場合は、[レコード一覧へ戻る] をクリックします。  

※より詳細な検索を行う場合は、[詳細検索] をクリックします。  

詳細検索を行う 

対象フィールドを指定して、一度に複数の条件を指定して検索できます。指定したすべての条件を満たすレコードを検索する場合は

「AND 条件」、どれかを満たすレコードを検索する場合は「OR 条件」として指定します。 

さらに、AND 条件と OR 条件の、どちらかを満たす検索と、両方を満たす検索が行えます。 

検索結果からさらに条件を追加して検索することが可能です。 

検索対象フィールドの指定、日付や数値の範囲指定、チェックされているかどうかの指定なども可能です。対象フィールドを指定できる

ため、大量のデータから検索するときに便利です。 

データの検索

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに表示しない設定になっている検索 (検索／詳細検索／絞り込み) は、実行できま

せん。  

データ数の多いライブラリの場合は、詳細検索の利用を推奨します。通常の検索の場合、全フィールド×全レコードが対象とな

るため、時間がかかります。  

自動ルックアップフィールドを対象とした検索は、通常より時間がかかります。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「検索」を表示しない設定になっている場合は、簡易検索を実行できません。  

チェックボックスは検索対象外です。  

詳細検索については、「詳細検索を行う」を参照してください。 
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AND 条件と OR 条件のどちらかを満たす検索を行う 

AND 条件と OR 条件を指定し、どちらかを満たす検索を行います。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. [詳細検索] をクリックする  

→ 検索条件を設定する画面が表示されます。  

4. 検索条件を指定する  

1.  タブが選択されていることを確認します。  

2. 複数の条件を設定する場合は、プルダウンメニューから検索方法を選択します。 

「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検索を行うことも可能です。 

3. プルダウンメニューから、検索対象にするフィールド名を選択します。 

すべてのフィールドを対象とする場合は、「いずれかのフィールド」を指定します。  

4. 検索条件を指定します。 

文字列、数値、日付などを入力します。  

指定した検索条件について、「と同じ」「と異なる」などの検索演算子を指定します。 

有効な検索演算子は、検索対象フィールドのフィールドタイプによって異なります。 

5. 複数の検索条件を指定する場合は、手順 3. ～ 4. を繰り返します。 

※設定条件を増やす場合は、  をクリックします。 

※設定条件を減らす場合は  をクリックします。 

※すべての検索条件をクリアする場合は、  をクリックします。  

5.  をクリックする  

→ 検索結果が表示されます。 

検索件数を「表示する」と設定した場合は、検索結果としてヒットしたレコード数が画面左上に表示されます。 

※検索しなおす場合は、検索結果画面の  タブをクリックします。元の条件に追加／編集できます。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「詳細検索」を表示しない設定になっている場合は、この操作は実行できません。  

アクセス権が制限されていて、検索するユーザーが閲覧できないフィールドは検索対象外です。  

設定方法については、「AND 条件と OR 条件を同時に満たす検索を行う」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。 

検索条件の指定については、「検索条件の入力方法」を参照してください。 
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AND 条件と OR 条件を同時に満たす検索を行う 

 タブを利用して、AND 条件と OR 条件の両方を同時に満たす検索を行います。 

1. 検索条件を指定する  

1.  タブが選択されていることを確認します。  

2. プルダウンメニューから検索方法を選択します。 

「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)  

2. 検索対象にするフィールド名を選択する  

プルダウンメニューから、目的のフィールド名を選択します。 

すべてのフィールドを対象とする場合は、「いずれかのフィールド」を指定します。  

3. 検索条件を指定する  

文字列、数値、日付などを入力します。  

検索演算子を指定します。 

有効な検索演算子は、検索対象フィールドのフィールドタイプによって異なります。 

※設定条件を増やす場合は、  をクリックします。 

※設定条件を減らす場合は  をクリックします。 

※すべての検索条件をクリアする場合は、  をクリックします。  

4.  タブをクリックする  

プルダウンメニューから検索方法を選択します。 

「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)  

※  タブが選択されている状況で  をクリックすと、  の条件は無効となります。 

 タブの設定内容を含めて検索する場合は、  タブが選択されている状態で  を実行してくだ

さい。  

5. 検索対象フィールドを選択する  

プルダウンメニューから、目的のフィールド名を選択します。 

すべてのフィールドを対象とする場合は、「いずれかのフィールド」を指定します。  

6. 検索条件を指定する  

文字列、数値、日付などを入力します。  

検索演算子を指定します。 

有効な検索演算子は、検索対象フィールドのフィールドタイプによって異なります。 

※設定条件を増やす場合は、  をクリックします。 

※設定条件を減らす場合は  をクリックします。 

※すべての検索条件をクリアする場合は、  をクリックします。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「詳細検索」を表示しない設定になっている場合は、この操作は実行できません。  

アクセス権が制限されていて、検索するユーザーが閲覧できないフィールドは検索対象外です。  

詳細については、「有効な検索演算子」を参照してください。 

検索条件の指定については、「検索条件の入力方法」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。 

検索条件の指定については、「検索条件の入力方法」を参照してください。 
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7.  をクリックする  

→ 検索結果が表示されます。 

検索件数を「表示する」と設定した場合は、画面左上に検索結果としてヒットしたレコード数が表示されます。 

※検索しなおす場合は、検索結果画面の   タブをクリックします。元の条件に追加／編集できます。  

検索対象とするフィールドによって、検索条件の指定は以下のように異なります。 

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。 

直接入力も行えます。「(直接入力)」を選択し、検索文字列を入力してください。  

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。「(直接入力)」を選択し、年月日時分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)」で指定してください。 

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。 

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検索する場合は、以下のように指定します。 

1.  タブをクリックして、OR 条件として以下を指定します。 

2.  タブをクリックして、AND 条件として以下を指定します。 

3. 検索を実行します。  

検索条件の入力方法

AND 条件と OR 条件を同時に満たす検索の例

・ 「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
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絞り込みを利用して検索する 

あらかじめ登録した、頻繁に利用される条件で、検索します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 「絞込」プルダウンメニューから、目的の絞り込み名を選択する  

→ 絞り込まれた状態のレコード一覧が表示されます。 

絞り込み件数を「表示する」と設定した場合は、絞り込み結果のレコード数が画面左上に表示されます。 

※絞り込んだ状態で、レコード一覧ビューを切り替えることもできます。  

※絞り込んだレコードに対して、「集計」「CSV 書き出し」「文字列の置換」「再ルックアップ」「印刷」「一括削除」「XML 書き出し」「レコードコピ

ー」も行えます。  

ライブラリ検索を行う 

「サイボウズ デヂエ」で作成したライブラリについて、「ライブラリ名」「ライブラリメモ」を対象に検索できます。検索対象のフォルダを指

定する場合や、「レコード値」を対象にして検索する場合は、ライブラリの詳細検索を利用します。 

ライブラリ検索を行う 

1. ホーム画面で   に、目的の文字列を入力する  

2.  をクリックする  

→ 検索結果が表示されます。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「絞り込み」を表示しない設定になっている場合は、絞り込みを実行できません。  

絞り込みにアクセス権が設定されている場合は、ユーザーによって利用可能な絞り込みが異なります。  

システム設定によっては、ライブラリ検索が行え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。  

 ［ライブラリ名］をクリックすると、レコード一覧画面が表示されます。  

 をクリックすると、ライブラリ検索を行った条件が反映された検索条件設定画面が表示されます。 

さらに新しい条件を指定して検索することも可能です。  
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ライブラリ詳細検索を行う 

1. ホーム画面で   横の [詳細検索] をクリックする  

→ 「ライブラリ検索」画面が表示されます。  

2. 以下の項目を設定する  

3.  をクリックする  

→ 検索結果が表示されます。 

検索対象として「ライブラリ名・メモ」を選択した場合は、検索文字列を含むライブラリ名とメモが一覧表示されます。 

検索対象として「レコード値」を選択した場合は、検索文字列を含むレコード値が一覧表示されます。  

4.  ［ライブラリ名］、  ［メモ］、または  ［レコード簡易検索］をクリックする  

→ クリックした対象によって、以下の画面が表示されます。 

検索対象フォルダ

目的のフォルダをプルダウンメニューから選択します。 

「サブフォルダも検索対象とする」にチェックを入れると、検索対象フォルダ

に指定したフォルダ階層下のフォルダ以下のライブラリを検索対象できま

す。 

検索文字列 検索する文字列を入力します。

検索対象

検索する項目として、以下のどちらかを選択します。 

 ・ライブラリ名・メモ 

 ・レコード値 

「レコード値」を対象に検索すると、ライブラリ数、登録レコード数によって

は非常に時間がかかる場合があります。 

［ライブラリ名］をクリックし

た場合
ライブラリのレコード一覧画面が表示されます。

［メモ］をクリックした場合 ライブラリの「ライブラリの情報」画面が表示されます。

［レコード簡易検索］をクリ

ックした場合

「1」で入力した文字列でライブラリに登録されているレコードを対象に検索

した結果が、レコード一覧画面に表示されます。

 をクリックすると、ライブラリ検索を行った条件が反映された検索条件設定画面が表示されます。 

さらに新しい条件を指定して検索することも可能です。  
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > ライブラリ／レコードの閲覧 >レコードの集計 

あらかじめライブラリ管理者によって「集計」が設定されている場合は、集計を実行できます。 

全レコード対象の集計、検索や絞り込み結果のレコードの集計が行えます。 

 

全レコードに対して集計を行う   

検索や絞り込み結果のレコードに対して集計を行う   

全レコードに対して集計を行う 

全レコードを対象に、集計を行います。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 「集計」プルダウンメニューから、目的の集計を選択し  をクリックする  

→ 集計結果が表示されます。 

※他の集計を行う場合は、「集計」プルダウンメニューから集計を選択します。  

検索や絞り込み結果のレコードに対して集計する 

検索や絞り込みを行った結果を対象に、集計を行います。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. レコードの検索／絞り込みを実行する  

4. 検索／絞り込みが行われたレコード一覧画面で、「集計」プルダウンメニューから、目的の集計を選択し  をクリックする  

→ 集計結果が表示されます。 

※他の集計を行う場合は、「集計」プルダウンメニューから集計を選択します。  

レコードの集計

ライブラリ管理者によって集計が設定されていない場合は、集計を利用できません。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「集計」を表示しない設定になっている場合は、集計を実行できません。  

ライブラリの閲覧権限、および集計対象フィールドと小計対象フィールドの閲覧権限があるユーザーのみ集計を実行できます。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「検索」「絞り込み」を表示しない設定になっている場合は、検索／絞り込みを実行で

きません。 
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集計結果に対して、以下の操作が可能です。 

集計結果のソート 

「小計対象の値」「小計値」欄の   をクリックします。 

この操作を行うには、小計が設定されている必要があります。  

集計結果の印刷 

集計結果の画面で、メニューにある  [印刷] をクリックします。  

集計結果の CSV ファイルへの書き出し 

集計結果の画面で、ツールメニューから  [CSV 書き出し] を選択します。 

グラフの書き出しはできません。  

ここでは、商品ごとの売上高の合計値を月ごとに集計する場合を例に説明します。 

前提条件 

集計の実行結果 

 

集計結果の利用

集計の設定例

フィールド 「売上月」「商品名」「売上額」 (集計するフィールドは「売上額」)

集計の種類 合計値

集計名 月次売上集計 (商品)

小計対象 1 売上月

小計対象 2 商品名
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グラフ表示例 
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高度な機能 
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 高度な機能 > 画面の印刷 

以下の画面を印刷できます。 

レコード一覧画面 

全レコードの印刷  

絞り込み結果の印刷  

検索結果 (詳細検索を含む) の印刷  

集計結果の印刷  

レコード閲覧画面  

カレンダー表示画面  

カテゴリー表示画面  

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 目的のデータを表示する  

レコード一覧画面／カレンダー表示画面／カテゴリー表示画面を印刷する場合 

必要に応じて、絞り込みの実行やレコード一覧ビューの切り替えを行います。 

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「絞り込み」「レコード一覧ビュー」を表示しない設定になっている場合は実行

できません。 

レコード閲覧画面を印刷する場合 

該当するレコードの  ［閲覧］をクリックします。  

4. レコード一覧画面／カレンダー表示画面／カテゴリー表示画面の場合は  ［印刷］、 
レコード閲覧画面の場合は  ［印刷する］をクリックする  

→ 「印刷の設定」画面が別ウィンドウで表示されます。 

画面の印刷

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「印刷」を表示しない設定になっている場合は、印刷を実行できません。  

レコードコメントは印刷されません。  

カレンダー表示画面の表示方法については、「カレンダー形式ビューの表示切り替え」を参照してください。 
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5. 各設定を行う  

画面上部に印刷の設定項目、画面下部にプレビューが表示されます。 

6.  をクリックする  

→ 各 Webブラウザーの印刷画面が表示されます。  

7. 印刷を実行する  

表題

印刷時の表題を入力します。 

初期設定では、ライブラリ名が設定されています。 

表題を変更する場合は、入力欄に表題を入力し、  をクリックしま

す。入力した表題がプレビューに反映されます。 

表題をライブラリ名に戻す場合は、  をクリック

します。 

印刷レコード数

印刷するレコード数を指定します。レコード一覧形式／カテゴリー形式

の場合に表示される項目です。 

初期設定では、「個人設定と同じ」に設定されています。 

「個人設定と同じ」にすると、「個人設定メニュー」画面での「表示の設

定」が採用されます。 

表示開始月

表示を開始する年月を指定します。カレンダー表示形式の場合に表示

される項目です。 

初期設定では、画面表示と同じ月が設定されています。 

表題フォント
ライブラリ名のフォントサイズを指定します。初期設定では「14 ポイン

ト」です。

内容フォント
レコードのフォントサイズを指定します。初期設定では「11 ポイント」で

す。
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 高度な機能 > 文字の置換 

全レコードだけでなく、検索や絞り込み結果のレコードに対して、文字列を置換できます。 

全レコードに対して置換を行う   

検索や絞り込み結果のレコードに対して置換を行う   

1 文字ずつ確認しながら置換することはできません。  

複数のフィールドや文字列を指定して、一度に置換することはできません。  

編集権限のないフィールドの文字列は、置換できません。  

以下のフィールドは置換対象外です。 

レコード情報 (レコード番号、登録日時、登録者、更新日時、更新者)  

チェックボックス  

自動計算  

時間計算  

自動採番  

自動ルックアップフィールド  

空白のレコード  

レコードコメントは置換対象外です。  

全レコードに対して置換を行う 

全レコードを対象に、文字列を検索して置換します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. ツールメニューから  ［文字列置換］を選択する  

→ 「文字列の置換 - Step 1/2」画面が表示されます。  

4. プルダウンメニューから、置換対象にするフィールドを選択する  

現在選択されているレコード一覧ビューで編集可能なフィールドのみ、プルダウンメニューに表示されます。 

※「すべてのフィールド」を選択すると、選択されているレコード一覧ビューで閲覧されていないフィールドも置換されます。  

5. 置換前の文字列と置換後の文字列をそれぞれ入力する  

文字の置換

ライブラリ管理者の設定によって、ツールメニューに「文字列置換」を表示しないになっている場合は、文字列置換を実行でき

ません。  

ライブラリへのアクセス権 (レコードの閲覧権限) と文字列置換のアクセス権を持つユーザーのみ行えます。  

置換時の制限事項

詳細については、「置換時の制限事項」を参照してください。 
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6.  をクリックする  

→ 「文字列の置換 - Step 2/2」画面が表示されます。  

7. 置換内容を確認し、  をクリックする  

→ 文字列が置換され、確認画面が表示されます。  

8. [レコード一覧へ] をクリックする  

→ レコード一覧画面に戻ります。  

検索や絞り込み結果のレコードに対して置換を行う 

検索や絞り込みを行った結果を対象に、文字列を検索して置換します。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. レコードの検索／絞り込みを実行する  

4. 検索／絞り込みが行われたレコード一覧画面で、ツールメニューから  ［文字列置換］を選択する  

→ 「文字列の置換 - Step 1/2」画面が表示されます。  

5. プルダウンメニューから、置換対象にするフィールドを選択する  

プルダウンメニューには、現在選択されているレコード一覧ビューで閲覧可能なフィールドのみ表示されます。 

※「すべてのフィールド」を選択すると、選択されているレコード一覧ビューで閲覧されていないフィールドも置換されます。  

6. 置換前の文字列と置換後の文字列をそれぞれ入力する  

7.  をクリックする  

→ 「文字列の置換 - Step 2/2」画面が表示されます。  

8. 置換内容を確認し、  をクリックする  

→ 文字列が置換され、確認画面が表示されます。  

9. [レコード一覧へ] をクリックする  

→ レコード一覧画面に戻ります。  

置換対象にするフィールドによって、置換文字列の指定は以下のように異なります。 

メニュー (文字列) ラジオボタン 

設定されている項目がプルダウンメニューで表示されます。  

直接入力を行う場合、メニュー項目または選択項目として登録されている情報を入力してください。完全に一致した項目

のみ置換されます。  

メニュー (ユーザー) 

「サイボウズ デヂエ」に設定されているユーザーがプルダウンメニューで表示されます。  

直接入力を行う場合、ユーザーとして登録されている情報を入力してください。完全に一致した項目のみ置換されます。  

日付、日付時刻、時刻 

日付と時刻がプルダウンメニューで表示されます。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「検索」「絞り込み」を表示しない設定になっている場合は、検索／絞り込みを実行で

きません。 

詳細については、「置換時の注意事項」を参照してください。 

置換時の注意事項

46



ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 高度な機能 > RSS 通知の設定 

あらかじめライブラリ管理者によって RSS 通知が設定されている場合は、RSS 通知を利用できます。 

RSS の内容が表示された画面の URL を RSS リーダーに登録することで、「サイボウズ デヂエ」で追加されたレコードを RSS リーダ

ーで購読できるようになります。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. ツールメニューから  ［RSS 書き出し］を選択する  

→ 「RSS 書き出し」画面が表示されます。 

 「サイボウズ デヂエ」に設定されている RSS 通知が一覧表示されます。 

※一覧には、アクセス権のある RSS 通知のみ表示されます。  

4. 目的の RSS 通知の  をクリックする  

→ 通知される RSS の内容が表示されます。  

5. RSS の内容が表示された画面の URL をコピーする  

6. RSS リーダーで、新しく取得する RSS を追加して、コピーした URL を設定する  

登録している RSS を定期的に取得するツールです。 

RSS リーダーの一例には、以下のものがあります。 

goo RSS リーダー  

Sharp Reader version  

Rabbit Ticker version  

HeadlineDeskbar version  

※RSS リーダーの仕様により、「サイボウズ デヂエ」で更新されたレコードが「更新情報」として認識されない場合があります。  

※RSS リーダーの文字エンコードの仕様により、文字化けが起こる場合があります。  

bloglines などの Web サービスの RSS リーダーでは、イントラネット内のみで公開されている「サイボウズ デヂエ」にアクセス

できないため、「サイボウズ デヂエ」の RSS 通知を購読できません。ただし、「サイボウズ デヂエ」がインターネット上に公開

されている場合、Web サービスの RSS リーダーでも利用可能です。 

RSS 通知の設定

RSS リーダーについては、「RSS リーダーとは」を参照してください。

ライブラリ管理者によって RSS 通知が設定されていない場合は、RSS 通知を利用できません。  

閲覧権限のある RSS 通知がない場合は、RSS 通知を利用できません。  

ライブラリ管理者の設定によって、ツールメニューに「RSS 書き出し」を表示しない設定になっている場合は、RSS 通知を利用

できません。  

RSS リーダーの設定方法については、各 RSS リーダーのマニュアルなどを参照してください。

RSS リーダーとは

Web サービスの RSS リーダーについて
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 高度な機能 > レコードのコピー 

あらかじめライブラリ管理者によって「レコードコピー」が設定されている場合は、レコードコピーを実行できます。 

レコードコピーを利用すると、全レコードのコピーだけでなく、検索や絞り込み結果のレコードをコピーし、指定のライブラリへレコードを

追加することができます。 

なお、レコードにコメントが登録されていても、コメントはコピーされません。 

 

全レコードに対してレコードコピーを行う   

検索や絞り込み結果のレコードに対してレコードコピーを行う   

全レコードに対してレコードコピーを行う 

全レコードを対象にレコードコピーを行います。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. ツールメニューから  ［レコードコピー］を選択する  

→ 「レコードコピー」画面が表示されます。  

4. 「コピー設定名」プルダウンメニューから、実行するレコードコピーを選択する  

プルダウンメニューには、現在設定されているレコードコピーのうち、実行可能なレコードコピーのみ表示されます。 

※レコードコピー実行後に、コピー先のライブラリが 11 レコード以上になる場合は、本運用に切り替える必要があります。なお、本運用へ

の変更は、システム管理者または本運用切替権限を持つユーザーのみ行えます。 

※コピー先ライブラリ欄の [参照] をクリックすると、コピー先ライブラリを閲覧できます。  

5.  をクリックする  

→ レコードコピーが実行され、確認画面が表示されます。  

6. レコードコピーの内容を確認し、[レコード一覧へ戻る] をクリックする  

→ コピー元ライブラリのレコード一覧画面に戻ります。  

検索や絞り込み結果のレコードに対してレコードコピーを行う 

検索や絞り込みを行った結果を対象に、レコードコピーを行います。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

レコードのコピー

ライブラリ管理者によってレコードコピーが設定されていない場合は、レコードコピーを利用できません。  

ライブラリ管理者の設定によって、ツールメニューに「レコードコピー」を表示しない設定になっている場合は、レコードコピーを

実行できません。  

以下の権限を持っていないユーザーは、レコードコピーを実行できません。 

 - コピー先ライブラリのライブラリ管理者 

 - コピー先ライブラリのレコード追加アクセス権 

 - コピー先フィールドのアクセス権 (編集権) 

 - コピー元フィールドのアクセス権 (閲覧権)  

ライブラリの本運用切替え権限については「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。

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「検索」「絞り込み」を表示しない設定になっている場合は、検索／絞り込みを実行で

きません。  
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3. レコードの検索／絞り込みを実行する  

4. 検索／絞り込みが行われたレコード一覧画面で、ツールメニューから  ［レコードコピー］を選択する  

→ 「レコードコピー」画面が表示されます。  

5. 「コピー設定名」プルダウンメニューから、実行するレコードコピーを選択する  

プルダウンメニューには、現在設定されているレコードコピーのうち、実行可能なレコードコピーのみ表示されます。 

※レコードコピー実行後にコピー先のライブラリが 11 レコード以上になる場合は、本運用に切り替える必要があります。なお、本運用への

変更は、システム管理者または本運用切替権限を持つユーザーのみ行えます。  

※コピー先ライブラリ欄の [参照] をクリックすると、コピー先ライブラリを閲覧できます。  

6.  をクリックする  

→ レコードコピーが実行され、確認画面が表示されます。  

7. レコードコピーの内容を確認し、[レコード一覧へ戻る] をクリックする  

→ コピー元ライブラリのレコード一覧画面に戻ります。  

ライブラリの本運用切替え権限については、「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。 
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 高度な機能 > 外部ファイルへのライブラリの書き出し 

「サイボウズ デヂエ」では、ライブラリを自由に CSV ファイル形式で書き出すことができます。 

全レコードを対象とした書き出し、検索や絞り込み結果のレコードの書き出しが行えます。 

 

全レコードを CSV ファイルへ書き出す   

検索や絞り込み結果のレコードを CSV ファイルへ書き出す   

全レコードを CSV ファイルへ書き出す 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. ツールメニューから  ［CSV 書き出し］を選択する  

→ 「CSV ファイルへの書き出し -Step1/2」画面が表示されます。  

4. CSV ファイルに書き出すフィールドを選択する  

「書き出す／書き出さないフィールド」欄のフィールド名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。 

※初期設定では、レコード一覧画面で表示されていたフィールドが、書き出すフィールドに表示されています。  

5.  をクリックする  

→ 「CSV ファイルへの書き出し -Step2/2」画面が表示されます。  

6. 書き出される CSV ファイルの中身を確認して  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。  

検索や絞り込み結果のレコードを CSV ファイルへ書き出す 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. レコードの検索および絞り込みを実行する  

4. ツールメニューから  「CSV 書き出し」を選択する  

→ 「CSV ファイルへの書き出し -Step1/2」画面が表示されます。 

外部ファイルへのライブラリの書き出し

ライブラリ管理者の設定によって、ツールメニューに「CSV 書き出し」を表示しない設定になっている場合は、CSV ファイルへの

書き出しを実行できません。  

ライブラリへの閲覧権限と「CSV 書き出し」のアクセス権がない場合は、CSV ファイルへの書き出しを実行できません。  

閲覧権限のないフィールドは、書き出すフィールドの選択欄に表示されないため、CSV 書き出しは行えません。  

レコードコメントは、CSV ファイルには書き出されません。  

ライブラリ管理者は、DBM ファイルおよび XML ファイルへの書き出しも可能です。  

集計結果を CSV ファイルへ書き出すことも可能です。  

ライブラリ管理者の設定によって、メニューに「検索」「絞り込み」を表示しない設定になっている場合は、検索／絞り込みを実行で

きません。 
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5. CSV ファイルに書き出すフィールドを選択する  

「書き出す／書き出さないフィールド」欄のフィールド名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。 

※初期設定では、レコード一覧画面で表示されていたフィールドが、書き出すフィールドに表示されています。  

6.  をクリックする  

→ 「CSV ファイルへの書き出し -Step2/2」画面が表示されます。  

7. 書き出される CSV ファイルの中身を確認して  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。  
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各種設定 
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 各種設定 > 個人設定 

「サイボウズ デヂエ」にログインしたユーザーは、個人設定を行うことができます。 

「サイボウズ デヂエ」にログインすると、画面右下に  (個人設定) が表示されます。  (個人設定) をクリックして表示される

「個人設定メニュー」画面では、自分の情報の確認、および自分用の設定が可能です。 

 

●確認できる項目 

「個人設定メニュー」画面では、以下の情報を確認できます。 

ユーザー ID 

「サイボウズ デヂエ」に登録されているユーザーに自動的に付けられる ID です。変更はできません。  

名前 

ユーザーの名前  

ログイン名 

ログイン方法の設定で「ログイン名を入力する」に指定した場合の「ログイン名」欄に入力する名前です。  

E-mail  

登録されている E-mail  

グループ 

所属しているグループです。  

●自分で設定できる項目 

パスワード   

表示の設定   

My リンクの設定   

パスワードを変更する 

ログイン時のパスワードを変更します。 

初期設定では、システム管理者が設定したパスワードが設定されています。各ユーザーのログインパスワードは、システム管理者が

変更することもできます。 

1. ログインした状態で、画面右下の  (個人設定) をクリックする  

→ 「個人設定メニュー」画面が表示されます。  

2. [パスワードの変更] をクリックする  

→ 「パスワードの変更」画面が表示されます。  

3. 新しいパスワードと、確認欄に設定するパスワードを入力する  

半角英数 64 文字まで設定可能です。  

4.  をクリックする  

→ 「個人設定メニュー」画面に戻ります。  

個人設定

これらの情報は、システム管理者が設定します。変更はできません。 

システム設定によっては、「パスワードの変更」が表示され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。 
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表示の設定を行う 

レコード一覧画面で表示されるレコード数を設定します。 

1. ログインした状態で、画面右下の  (個人設定) をクリックする  

→ 「個人設定メニュー」画面が表示されます。  

2. [表示の設定] をクリックする  

→ 「表示の設定」画面が表示されます。  

3. プルダウンメニューから、一画面に表示する件数を選択する  

5 ～ 100 件まで選択できます。初期設定では「20 件」です。  

4.  をクリックする  

→ 「個人設定メニュー」画面に戻ります。  

My リンクの設定を行う 

よく利用するライブラリやサイトを、リンクリストに登録できます。ログイン時に、ホーム画面／レコード一覧画面で参照できます。 

1. ログインした状態で、画面右下の  (個人設定) をクリックする  

→ 「個人設定メニュー」画面が表示されます。  

2. [My リンクの設定] をクリックする  

→ 「My リンクの設定」画面が表示されます。 

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

3. My リンクの設定を行う  

「サイボウズ デヂエ」上のライブラリを登録する場合 

「ライブラリ一覧」から選択し、  をクリックします。  

サイトの URL を登録する場合 

「URL」にサイトの URL を登録し、「リンク名」にリンクリスト上でのリンク名を入力し、  をクリックします。 

どちらも必須項目です。必ず設定してください。  

My リンクを削除する場合 

「My リンクリスト」でリンク名を選択して反転表示させ、  をクリックします。  

My リンクの表示順を変更する場合 

「My リンクリスト」でリンク名を選択して反転表示させ、   をクリックします。 

※   をクリックすると、一番上／一番下に移動できます。  

4. [個人設定へ戻る] をクリックする  

→ 「個人設定メニュー」画面に戻ります。  

リンクリストでは、「★」がライブラリへのリンク、「☆」がサイトの URL へのリンクを示します。  
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ホーム > マニュアル > ユーザーマニュアル > 各種設定 > 画面の表示レイアウトに関する設定 

「サイボウズ デヂエ」では、ライブラリを効率よく閲覧するために、以下の機能を搭載しています。 

レコード一覧ビューを利用する   

リンクリストの表示を利用する   

フィールドレイアウトを利用する   

レコード一覧ビューを利用する 

あらかじめライブラリ管理者によって「レコード一覧ビュー」が設定されている場合は、レコード一覧ビューを利用してレコード一覧画面

の表示を切り替えることができます。 

レコード一覧ビューには、レコードをカードのように表示させて横方向に並べたビュー、フィールドレイアウトを採用したビュー、またはカ

レンダーのように時系列にレコードを表示するビューなどがあります。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 「レコード一覧ビュー」プルダウンメニューから、目的のレコード一覧ビューを選択する  

→ 選択したレコード一覧ビューの表示に切り替わります。 

※レコード一覧ビューを切り替えた状態で「絞り込み」を実行できます。 

※検索や絞り込みなどで表示を絞り込んでいる状態で、レコード一覧ビューを切り替えられます。  

レコード一覧ビューでカレンダー形式を設定したレコード一覧ビューを選択すると、カレンダー一覧表示画面またはカレンダー

表示画面が表示されます。このときの表示形式は、カレンダー形式ビューの設定時に指定した形式となります。 

カレンダー一覧表示画面とカレンダー表示画面は、互いに画面を切り替えることが可能です。 

カレンダー一覧表示画面→カレンダー表示画面 

カレンダー一覧表示画面で、目的の  ［月］をクリックします。  

カレンダー表示画面→カレンダー一覧表示画面 

カレンダー表示画面で、画面左下の [カレンダー一覧表示へ] をクリックします。  

リンクリストの表示を利用する 

リンクリストを利用して、関連するライブラリやサイトを表示できます。 

リンクリストには、よく使うライブラリやサイトを自分で登録した「My リンク」、ライブラリ管理者によって設定される「関連リンク」がありま

す。 

画面の表示レイアウトに関する設定

あらかじめライブラリ管理者によってレコード一覧ビューが設定されていない場合は、レコード一覧ビューを利用できません。  

カスタマイズのメニュー設定で「レコード一覧ビュー」が非表示になっている場合は、レコード一覧ビューを利用できません。  

ライブラリへのアクセス権 (レコードの閲覧権限) とレコード一覧ビューのアクセス権を持つユーザーのみ利用できます。  

カレンダー形式ビューの表示切り替え

My リンクの設定については、「My リンクの設定を行う」を参照してください。

画面のカスタマイズのメニュー設定で「リンクリスト」が非表示になっている場合は、リンクリストを表示できません。  

「関連リンク」の設定は、ライブラリ管理者のみ行えます。  
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1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. 画面左上の  ［リンクリストを開く］をクリックする  

→ 画面左側に、リンクリストの領域が表示されます。 

 リンクリストの上部に「My リンク」、下部に「関連リンク」が表示されます。 

※リンクリストを非表示にするには、リンクリスト右上にある  ［リンクリストを閉じる］をクリックします。  

4. リンクリストから、目的のリンクをクリックする  

→ 選択したライブラリ／サイトが表示されます。  

システム管理者の設定によっては、「サイボウズ デヂエ」で共通して利用可能な「共有リンク」が設定されている場合がありま

す。共有リンクは、「サイボウズ デヂエ」のヘッダ下部に表示されます。 

  

リンク名右側に「↑」が表示されているリンクは、別ウィンドウで表示されます。 

フィールドレイアウトを利用する 

あらかじめライブラリ管理者によって「フィールドレイアウト」が設定されている場合は、フィールドレイアウトを利用して「レコードの新規

登録」画面／「レコードの編集」画面の表示を切り替えることができます。 

フィールドレイアウトを利用すると、より入力しやすくなります。 

1. ホーム画面に、目的の  ［ライブラリ名］を表示する  

2.  ［ライブラリ名］をクリックする  

→ レコード一覧画面が表示されます。  

3. レコードを登録する場合は、  、またはカレンダー表示画面の  ［レコードを登録する］をクリックする  
レコードを編集する場合は、そのレコードの [編集]  をクリックする  

→ 「レコードの新規登録」画面または「レコードの編集」画面が表示されます。  

4. 「フィールドレイアウト」プルダウンメニューから、目的のフィールドレイアウトを選択する  

→ 選択したフィールドレイアウトの表示に切り替わります。  

共有リンクについて

あらかじめライブラリ管理者によってフィールドレイアウトが設定されていない場合は、フィールドレイアウトを利用できません。  

カスタマイズのメニュー設定で「フィールドレイアウト」が非表示になっている場合は、フィールドレイアウトを利用できません。  
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