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ライブラリログを確認する

システム設定マニュアル ⽬次

「デヂエ」を運⽤するために必要な、システム管理者が⾏う設定や操作について説明します。
閲覧するページを選択してください。

「システム管理者とは」

設定の前に
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製品情報（バージョン情報、お客様番号、プロダクトID）を確認する
システムの実⾏環境を確認する

ライブラリの管理

各ライブラリの設定（ライブラリの情報、ライブラリ管理者、運⽤切替）を変更する
登録許可キーワードを設定する
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各種機能の管理
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システム設定マニュアル アイコン⽬次

「デヂエ」を運⽤するために必要な、システム管理者が⾏う設定や操作について説明します。
閲覧するページを選択してください。

「システム管理者とは」

設定の前に

『Webブラウザーを設定する』

「システム設定」画⾯にアクセスする
インストール後、はじめに⾏う設定について

ライブラリ運⽤管理/ライセンス

ライブラリ運⽤管
理

登録許可キーワー
ド

ライセンスキーの
登録

ライセンスキーの
登録状況

製品情報

ユーザー管理

ユーザー情報の連
携

ユーザー グループ ログイン⽅法 連携認証

システム運⽤管理

ユーザーの権限 フォルダのアクセ
ス権

システム管理者の
登録

システム管理⽤パ
スワード

サポート登録者の
登録

ライブラリ検索 共有リンク集 パスワード制限
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その他の運⽤管理

システムログの表
⽰

ライブラリログの
表⽰

メールサーバー/
メール通知

メンテナンス時間
の設定

ライブラリファイ
ルの最適化

実⾏環境の診断

その他

データをバックアップする
データをバックアップする
データをリストアする

コマンドラインによりCSVファイルを⼊出⼒する
ファイル構成
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「システム設定」画⾯にアクセスする

「デヂエ」の「システム設定」画⾯へのアクセス⽅法について説明します。

初期設定ではすべてのユーザーがシステム管理者に設定されています。ライブラリを作成する前にシステ
ム管理者やシステム管理⽤のパスワードを設定することをお勧めします。

「システム管理者を設定する」 「システム管理⽤のパスワードを変更する」

システム管理者に設定されているユーザーのみ、画⾯右下に システム設定のリンクが表⽰されます。
システム管理者に設定されていないユーザーでログインした場合、システム設定のリンクは表⽰されませ
ん。

システム管理者としてログインする

画⾯右下の システム設定をクリックする
「システム管理⽤パスワードの⼊⼒」画⾯が表⽰されます。
システム管理⽤のパスワードを設定していない場合、⼿順4に進みます。

システム管理⽤のパスワードを⼊⼒し、 ログイン をクリックする
「システム管理」画⾯が表⽰されます。

画⾯左のメニューを選択し、⽬的の設定を選択する
「アイコン⽬次」
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インストール後、はじめに⾏う設定について

「デヂエ」の利⽤を開始する前に、次の設定を⾏ってください。
これらの設定を⾏うと、「デヂエ」の運⽤やライブラリ管理を効率よく⾏うことができます。

ユーザーを設定する

ユーザーやグループを設定することで、アクセス権の設定など、ユーザー／グループ単位での効率のよい設定が可能です。

「ユーザーを設定する」 「グループを設定する」
「サイボウズ Office」パッケージ版や「Garoon」パッケージ版とユーザー情報を連携して使⽤することもできます。

「他のサイボウズ製品とユーザー情報を連携する」

「デヂエ」では、ログイン前ユーザーと呼ばれるユーザーも製品の利⽤が可能です。

「（ログイン前ユーザー）について」

担当者を設定する

特定のユーザーをシステム管理者やサポート登録者に設定します。

「システム管理者を設定する」 「サポート登録者を設定する」

システム管理者は、システム設定画⾯にアクセスすることが可能で、ユーザーの管理やライブラリの総合管理など、「デ
ヂエ」全般にわたる管理を⾏います。

サポート登録者は、画⾯右下に表⽰される サポートから、サイボウズのサポートセンターに問い合わせができま
す。

ログイン⽅法を設定する

ご利⽤形態にあわせて製品へのログイン⽅法を設定します。

「ログイン⽅法を設定する」

サイボウズ製品とユーザー情報を連携している場合、ログイン⽅法は変更できません。連携先の製品と同
じログイン⽅法になります。

連携認証を設定する

連携認証を設定すると、「サイボウズ Office」パッケージ版や「Garoon」パッケージ版にログインしたユーザーが「デヂ
エ」にログイン操作を⾏うことなくアクセスできるようになります。

連携認証が設定可能な製品を並⾏して使⽤する場合は、連携認証の設定をお勧めします。

「連携認証を設定する」

ライブラリおよびフォルダの運⽤権限を設定する

特定のユーザーに次の権限を設定します。

「ライブラリとフォルダの運⽤権限を設定する」
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フォルダの作成権限

ライブラリの作成権限

ライブラリの本運⽤切替権限

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

ライセンスを登録する

試⽤期間（60⽇間）が終了すると、「デヂエ」を使⽤できなくなります。
引き続き、製品を使⽤する場合は、新規ライセンスを購⼊し、ライセンスキーを登録する必要があります。

「ライセンスを登録する」

サンプルデータを削除する

インストール時にサンプルとしてデータが登録されています。不要の場合は、次のデータを削除してください。

サンプルライブラリの削除

「ライブラリを削除する」

ルートフォルダのメモの削除

「フォルダ情報を確認／変更する」

テンプレートの削除

「テンプレートを削除する」

ユーザー／グループの削除

「ユーザーを削除する」 「グループを削除する」
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ライセンスキーを登録する

ご購⼊いただいたライセンスキーを登録する⽅法について説明します。

次の場合にライセンスキーの登録が必要です。

試⽤期間が終了し、引き続き製品を使⽤する場合

使⽤期間が終了し、継続して製品を使⽤する場合

ライセンスのプランを変更する場合

各種ライセンスについては、『価格・⾒積・発注』をご覧ください。

ライセンスキーの登録状況は、「ライセンスキーの登録状況」で確認できます。

「ライセンスの登録状況を確認する」

「ライセンスキー」や「お客様番号」は、次の⽂章またはメールに記載されています。

サイボウズから送付される「ライセンスキー証明書」

発注処理後に送信される「ライセンスキーのお知らせメール」

ライセンスキーの登録後も、これらの⽂書やメールは⼤切に保管してください。

新規ライセンスを登録する
継続ライセンスを登録する
プラン数を変更する
ライセンスの終了⽇が近づくと

新規ライセンスを登録する

新規ライセンスを登録します。

新規プランライセンスキーは、登録すると修正／解除できません。⼊⼒内容に間違いがないかを確認して
から登録してください。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ ライセンスキーの登録の
順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライセンスキーの登録」画⾯が表⽰されます。

お客様番号と新規プランライセンスキーを⼊⼒し、 登録する をクリックする

ライセンスキーの登録項⽬

項⽬ 説明

お客様番号 お客様番号を⼊⼒します。

13



新規プランライセンスキー
ライセンスキーを⼊⼒します。
ライセンスキーは、⼤⽂字⼩⽂字を区別して⼊⼒してください。 ライセンス
キーは半⾓のアルファベット⽂字です。

ライセンスキーについて

ライセンスキーは、数字と⼤⽂字英数字 (どちらも半⾓) からなる35桁の⽂字列です。

⼀度設定したライセンスキーは、再⼊⼒および解除できません。

現在ご利⽤の本運⽤ライブラリ数を許容するライセンスキーのみ⼊⼒できます。

継続ライセンスを登録する

継続ライセンスを登録します。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ ライセンスキーの登録の
順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライセンスキーの登録」画⾯が表⽰されます。

継続プランライセンスキーを⼊⼒し、 登録する をクリックする

ライセンスキーの登録項⽬

項⽬ 説明

継続プランライセンスキー
ライセンスキーを⼊⼒します。
ライセンスキーは、⼤⽂字⼩⽂字を区別して⼊⼒してください。 ライセンス
キーは半⾓のアルファベット⽂字です。

⼿順2で、お客様番号欄の 変更するをクリックし、お客様番号を変更できます。

プラン数を変更する

変更プランライセンスを登録します。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ ライセンスキーの登録の
順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライセンスキーの登録」画⾯が表⽰されます。

「プラン数を変更する」をクリックする
「プラン数変更」画⾯が表⽰されます。

変更プランライセンスキーを⼊⼒し、 登録する をクリックする

ライセンスキーの登録項⽬

項⽬ 説明
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変更プランライセンスキー
ライセンスキーを⼊⼒します。
ライセンスキーは、⼤⽂字⼩⽂字を区別して⼊⼒してください。 ライセンス
キーは半⾓のアルファベット⽂字です。

⼿順2または⼿順3で、お客様番号欄の 変更するをクリックし、お客様番号を変更できます。

ライセンスの終了⽇が近づくと

ライセンスの終了⽇が近づくと、画⾯にライセンスの終了が近づいている旨のメッセージが表⽰されます。

試⽤期間について
「デヂエ」は、インストール後60⽇間お試し可能です。 試⽤期間中に使⽤できる機能に制限はありませ
ん。
DBメーカーからの移⾏の場合や、すでに利⽤した「デヂエ」環境にインストールした場合は、試⽤できま
せん。
試⽤期間が過ぎると、「デヂエ」を使⽤できなくなります。引き続き「デヂエ」を使⽤する場合は、ライ
センスを購⼊してください。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。
試⽤期間は、⼀度だけ再度できます。

「試⽤期間の再開について」

ライセンス終了⽇が近づくと
画⾯上部に、ライセンスの終了⽇が近づいた旨のメッセージが表⽰されます。

［購⼊］をクリックすると、ライセンスの「発注」画⾯が表⽰されます。

『ライセンスキーの発注』

［設定］をクリックすると、「ライセンスキーの登録」画⾯が表⽰されます。

｢新規ライセンスを登録する｣ ｢継続ライセンスを登録する｣

ライセンスが終了すると
画⾯にご利⽤期間が終了した旨のメッセージが表⽰されます。
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「ライセンスキーの登録」をクリックすると、「ライセンスキーの登録」画⾯が表⽰されます。

｢新規ライセンスを登録する｣  ｢継続ライセンスを登録する｣
［サイボウズ デヂエ ⾒積・発注］をクリックすると、ライセンスの「発注」画⾯が表⽰されます。

『ライセンスキーの発注』

「こちら」をクリックすると、試⽤期間を再開できます。

｢試⽤期間の再開について｣

ライセンスに関するメッセージの表⽰について
ライセンスに関するメッセージは、有効期限までの⽇数によって、メッセージが表⽰されるユーザーが異
なります。

有効期限までの⽇数 表⽰されるユーザー

60⽇前〜有効期限当⽇の30⽇後まで システム管理者

有効期限が切れた31⽇以降 全ユーザー

試⽤期間終了に関するメッセージは、有効期限の30⽇前から全ユーザーの画⾯に表⽰されます。

試⽤期間の再開について
「デヂエ」では、試⽤期間を⼀度だけ再開することができます。試⽤期間終了時に表⽰される画⾯で「こ
ちら」をクリックすると、次の画⾯が表⽰されます。試⽤期間を再開する場合は、「試⽤を再開する」に
チェックを⼊れ、 再開する をクリックします。
ただし、試⽤期間を再開できるのは、「デヂエ 8」だけです。

よくあるご質問︓『試⽤期間が切れた後、再度試⽤できますか︖』
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ライセンスの登録状況を確認する

登録されているライセンスの登録状況を確認します。

確認できる項⽬は次のとおりです。

ライセンスプラン、ライセンス期限

ご利⽤開始⽇時

ライセンス登録⽇時

購⼊しているライセンスプラン

シリアル番号

備考 (年間ライセンスの有効期限)

度数の増減、残り度数(度数ライセンスの場合)

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ ライセンスキーの登録状
況の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライセンスキーの登録状況」画⾯が表⽰されます。

ライセンスの登録状況を確認する

ライセンスの登録状況

表⽰場所 内容

画⾯上部
年間ライセンスの場合 : 現在のライセンスプランと有効期限
度数ライセンスの場合 : 現在の度数残⾼

「これまでの購⼊履歴・引き落
とし履歴」欄

ご利⽤開始⽇

ライセンスキー登録履歴

購⼊プラン

度数の増減、残り度数(度数ライセンスの場合)

度数ライセンスの場合、画⾯中段に「今後の引き落とし予定」として次の項⽬のどちらかが表⽰されま
す。

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

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

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

「ライセンスの登録」画⾯で「ライセンスキーの登録状況」をクリックし、画⾯ライセンスの登録状況を
確認することもできます。

「ライセンスキーを登録する」
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製品情報（バージョン情報、お客様番号、プロダクトID）を確認する

製品情報を確認します。

確認できる項⽬は次のとおりです。

バージョン情報︓使⽤中の「デヂエ」のバージョン情報です。

お客様番号︓ライセンスキーの登録時に⼊⼒した6桁のお客様番号です。

プロダクト ID︓使⽤中の「デヂエ」固有のIDです。お客様ごとに⾃動的に付与されます。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ 製品情報の順にクリック
する

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「製品情報」画⾯が表⽰されます。

製品情報を確認する
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システムの実⾏環境を確認する

「デヂエ」が動作している環境 (Webサーバーの設定など) を確認します。

「サポート」への問い合わせ時など、サーバーの環境を確認するときに利⽤できます。

確認できる項⽬は次のとおりです。

Webサーバーが使⽤しているCGIのバージョン、TCP/IPのポート番号

Webサーバーの「ホスト名」／「IPアドレス」、プロトコルの名前とバージョン番号、ドキュメントルートのディレ
クトリの絶対パス

「デヂエ」実⾏時のサーバー上でのディレクトリの絶対パス

「デヂエ」がインストールされているサーバーのハードディスクの空き容量

現在アクセスしているWebブラウザー

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ 実⾏環境の診断の順にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「実⾏環境の診断」画⾯が表⽰されます。

使⽤している「デヂエ」の動作環境を確認する

動作環境の表⽰項⽬

項⽬
（パラメータ／値の例） 説明

GATEWAY_INTERFACE
／CGI/1.1

使⽤しているWebサーバーの「CGIのバージョン番号」
が表⽰されます。

SERVER_NAME
／xxxx.co.jp

使⽤しているWebサーバーの「ホスト名」または「IP
アドレス」が表⽰されます。

SERVER_PORT
／80

使⽤しているWebサーバーの「TCP/IPのポート番号」
が表⽰されます。
通常は80が設定されています。

SERVER_PROTOCOL
／HTTP/1.1

使⽤しているWebサーバーの「プロトコルの名前と
バージョン番号」が表⽰されます。

SERVER_SOFTWARE
／Microsoft-IIS/8.5

使⽤している「Webサーバーのソフトウェア名とバー
ジョン番号」が表⽰されます。
例では、IISのバージョン8.5を使⽤していることを表
しています。

DocumentRoot
／C:\InetPub\wwwroot

使⽤しているWebサーバーの「ドキュメントルートの
ディレクトリの絶対パス」が表⽰されます。
Webサーバーのコンテンツは、このドキュメントルー
トディレクトリ以下に格納します。

Dir
／C:\InetPub\scripts\cbdb\

「デヂエ」実⾏時のサーバー上でのディレクトリの絶対
パス が表⽰されます。
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※絶対パスの末尾のディレクトリ名が、製品のインス
トール識別⼦になります。

DiskFreeSpace
／264,858,624(bytes)

「デヂエ」がインストールされているサーバーのハード
ディスクの空き容量が表⽰されます。

HTTP_USER_AGENT
／Mozilla/4.0(compatible;MSIE6.0;WindowsNT5.1)

現在「デヂエ」にアクセスしているWebブラウザーが
表⽰されます。

SERVER_NAMEの値に、「デヂエ」が動作しているサーバーのホスト名 (またはIPアドレス) と異なる値
が⼊っていると、トラブルの原因になります。必ず確認してください。

Dirの値は、「デヂエ」の .exeファイル「db.exe」が存在するディレクトリと⼀致している必要がありま
す。CERNなど⼀部のWebサーバーでは、正しいDirの値が把握できないため、誤動作する恐れがありま
す。

DiskFreeSpaceの値が10MBを切ると、安全のため「デヂエ」が動作しなくなります。注意してくださ
い。

ご利⽤のWebサーバーの種類によって、SERVER_NAMEの設定値は異なります。IISでは、利⽤者が⼊⼒
したURLのサーバー名部分がそのまま値として使われます。しかし、Webサーバーによっては、Webサー
バーの設定ツールなどで別に設定した値がSERVER_NAMEとして使われることがあり、この値が間違って
いるとトラブルの原因になります。

LinuxのApacheでは、httpd.confでSERVER_NAMEを明⽰的に指定する仕様になっています。そのた
め、「デヂエ」をご利⽤いただく場合は、httpd.confを編集して正しいSERVER_NAMEを設定し、
Apacheを再起動してください。すでに正しい値が設定されている場合は問題ありません。
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サイボウズ製品とユーザー情報を連携する

同じサーバー上で、デヂエとサイボウズ製品(「サイボウズ Office」 パッケージ版または「Garoon」 パッケージ版)を運⽤
する場合は、ユーザー情報(ユーザー、グループ、ログイン⽅式)の設定を連携できます。
ユーザー情報連携を設定すると、製品ごとにユーザーやグループを登録したり、アクセス権を設定したりする⼿間が省けま
す。
異なるサーバーでデヂエとサイボウズ製品を運⽤している場合は、ユーザー情報連携は利⽤できません。

設定時の注意
ユーザー情報を連携する

設定時の注意

「サイボウズ Office」 パッケージ版と連携する場合
「Garoon」 パッケージ版と連携する場合

「サイボウズ Office」 パッケージ版と連携する場合

「サイボウズ Office」 パッケージ版とユーザー情報を連携する場合は、次の点に注意してください。

Offce 10と連携する場合の注意点

注意点 詳細

連携製品を運⽤するサーバーの状態
デヂエと連携製品(Office 10)が同じサーバー上で運⽤している場合に、ユー
ザー情報を連携できます。
異なるサーバーで運⽤している場合は、ユーザー情報を連携できません。

Office 10のインストールディレクトリ

Office 10とユーザー情報連携をする場合は、デヂエのインストールディレク
トリが半⾓であることを確認してください。ディレクトリに全⾓が含まれて
いるとユーザー情報を連携できません。

インストールディレクトリの例(Windowsの場合)

インストールディレクトリは、「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認
できます。

「システムの実⾏環境を確認する」

デヂエのバージョン

Office 10とユーザー情報を連携する場合は、必ずデヂエのバージョンが
8.1.0以降であることを確認してください。
古いバージョンのデヂエでは、Office 10とユーザー情報を連携できません。

よくあるご質問︓『「Office 10」と「デヂエ」でユーザー情報連携でき
ますか︖』
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ユーザー情報連携の設定時や、設定し
ていた連携の変更時

ユーザー情報を連携したり、設定した連携を変更したりすると、デヂエ側の
アクセス権やメール通知などの設定が無効になります。
設定が無効になった項⽬は、連携後に再度設定する必要があります。

「デヂエ側で無効になる項⽬と設定できない項⽬」

ユーザー情報を連携する前に、各ライブラリのアクセス権データをCSVファ
イルに書き出せば、再設定する場合に便利です。
また、ユーザー情報に関する項⽬は、連携するOffice 10側で設定するため、
デヂエ側から設定できなくなります。

ユーザー情報連携でデヂエ側のすべて
の設定を引き継ぐには

Office 10をお使いの場合、ユーザー情報連携では、デヂエ側のすべての設定
を引き継げません。
必要な設定やデータは、デヂエからCSVファイルに書き出し、Office 10に読
み込んでください。

Office 4、サイボウズ AG、Office 6、Office 7、Office 8、Office 9 のいずれかと、ユーザー情報を連携する場合は、次の
点に注意してください。

Offce 4〜Office 9と連携する場合の注意点

注意点 詳細

連携製品を運⽤するサーバーの状態
デヂエと連携製品(Offce 4〜Office 9のいずれか)が同じサーバー上で運⽤し
ている場合に、ユーザー情報を連携できます。
異なるサーバーで運⽤している場合は、ユーザー情報を連携できません。

Office 9をお使いの場合

Office 9とユーザー情報を連携する場合は、必ずデヂエがバージョン 8.0.5
以降であることを確認してください。
上記より古いバージョンのデヂエでは、Office 9とユーザー情報を連携でき
ません。

サイボウズ Office 8 plus デヂエをお使
いの場合

すでにユーザー情報は連携されています。 また、この製品をお使いの場合、
連携は解除できません。

すでにユーザー情報を連携している場
合

お使いのサイボウズ Officeを最新版にバージョンアップする場合は、次の操
作が必要です。

バージョンアップ時︓
最初にデヂエをバージョン 8.1.0以降にバージョンアップしてから、サ
イボウズ Officeを最新版にバージョンアップします。
操作の順番を誤ると、ユーザー情報を連携できなくなります。

バージョンアップ後︓
バージョンアップ前の状態がOffice 4の場合は、バージョンアップ時に
ユーザー情報の設定が変更されます。
このため、デヂエとOffice 4の両⽅のバージョンアップが完了した後
に、デヂエ側で無効になった項⽬を再度設定します。

「デヂエ側で無効になる項⽬と設定できない項⽬」

ユーザー情報連携の設定時や、設定し
ていた連携の変更時

ユーザー情報を連携したり、設定した連携を変更したりすると、デヂエ側の
アクセス権やメール通知などの設定が無効になります。
設定が無効になった項⽬は、連携後に再度設定する必要があります。

「デヂエ側で無効になる項⽬と設定できない項⽬」

ユーザー情報を連携する前に、各ライブラリのアクセス権データをCSVファ
イルに書き出せば、再設定する場合に便利です。
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また、ユーザー情報に関する項⽬は、連携するサイボウズ Office側で設定す
るため、デヂエ側から設定できなくなります。

ユーザー情報連携の設定を途中で変更
しても、デヂエ側のすべての設定を引
き継ぐには

次の場合に、「デヂエ」側すべての設定を引き継いだまま、連携を設定でき
ます。

ユーザー情報連携を解除する際に、サイボウズ Officeのユーザー情報を
デヂエに取り込む場合

単体でお使いのデヂエをサイボウズ Office 8 plus デヂエに変更する場
合

Offce 8 plus デヂエを単体のデヂエに変更する場合

サイボウズ Officeとデヂエのサーバーを移⾏した後に、ユーザー情報を
再度連携しなおす場合
この機能は、デヂエのバージョン 8.0.3では利⽤できません。

「ユーザー情報連携の再設定について」

「デヂエ」側で無効になる項⽬と設定できない項⽬

設定が無効になる項⽬ 設定ができない項⽬

システム管理者およびライブラリ管理者1

ユーザーの設定
グループの設定
ログイン⽅法の設定

ライブラリに対するアクセス権

フィールドに対するアクセス権

絞り込みに対するアクセス権

ライブラリのレコードコメントに対するアクセス権

レコード⼀覧ビューに対するアクセス権

フィールドレイアウトに対するアクセス権

フォルダに対するアクセス権

ツールメニューに対するアクセス権

フィールドタイプ「メニュー(ユーザー)」のプルダウンの値

メール通知の設定2

メール読み込み設定の受信許可リストのメールアドレス3

RSS通知の表⽰ユーザーの設定

ライブラリおよびフォルダ運⽤権

デフォルトビューの設定

Myリンクの設定

サポート登録者の設定
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1︓システム管理者およびライブラリ管理者を、特定のユーザーやグループのみ ([全員] [全登録ユーザー] [ログイン前
ユーザー] 以外) に設定していた場合、[全員] に変更されます。

2︓通知条件の設定のみ引き継がれます。
3︓ユーザーリストから追加したアドレスのみ削除されます。

「Garoon」 パッケージ版と連携する場合

「Garoon」 パッケージ版とユーザー情報を連携する場合は、次の点に注意してください。

「Garoon」 パッケージ版と連携する場合の注意点

注意点 詳細

連携製品を運⽤するサーバーの状態

次の場合にユーザー情報を連携できます。

デヂエと連携製品(「Garoon」 パッケージ版)が同じサーバー上で運⽤
している場合

デヂエと連携製品(「Garoon」 パッケージ版)を運⽤しているサーバー
が、互いにFQDN(完全修飾ドメイン名)で名前解決できる場合

ログイン名

次の点に注意してください。

「Garoon」 パッケージ版と、デヂエのログイン名が⼀致する場合、
「Garoon」 パッケージ版のユーザー情報がデヂエに反映されます。

ログイン名が「Garoon」 パッケージ版のみに存在する場合、
「Garoon」 パッケージ版のユーザー情報がデヂエに新規追加されま
す。

ログイン名がデヂエのみに存在する場合、デヂエからそのユーザー情報
が削除されます。

ユーザー情報の同期

次の点に注意してください。

ユーザー情報を同期してもパスワードは同期されません。

ユーザー情報の同期でデヂエに追加されたユーザーは、パスワードがラ
ンダムな⽂字列に設定されます。

ユーザー情報の同期でユーザーが削除され、他にシステム管理者やライ
ブラリ管理者がいなくなった場合は、すべてのユーザーにシステム管理
権限とライブラリ管理権限が付与されます。

「Administrator」ユーザー

次の点に注意してください。

「Garoon」 パッケージ版の「Administrator」ユーザーは、デヂエに
追加されません。

組織コードとグループコード

次の点に注意してください。

「Garoon」 パッケージ版の組織コードと、デヂエのグループコードが
⼀致する組織は、「Garoon」 パッケージ版の組織情報がデヂエのグ
ループに反映されます。

組織コード(デヂエではグループコード)が「Garoon」 パッケージ版の
みに存在する場合、「Garoon」 パッケージ版の組織情報がデヂエのグ
ループに新規追加されます。

組織コード(デヂエではグループコード)がデヂエのみに存在する場合、
そのグループはデヂエから削除されます。

24



ユーザー情報を連携する

「サイボウズ Office」 パッケージ版と連携する場合
「Garoon」 パッケージ版と連携する場合

「サイボウズ Office」 パッケージ版と連携する場合

Office 4、サイボウズ AG、Office 6、Office 7、Office 8、Office 9 、およびOffice 10のいずれかのパッケージ版と、ユー
ザー情報を連携します。

「サイボウズ Office」 パッケージ版とユーザー情報を連携する場合は、連携認証をあわせて設定すること
を推奨します。

「連携認証を設定する」

お使いの「サイボウズ Office」 パッケージ版のバージョンを確認する
画⾯フッターで確認できます。

Office 10以降の場合︓
デヂエのバージョンが 8.0.7以前の場合は、ユーザー情報を連携できません。
デヂエをバージョン 8.1.0以降にバージョンアップしてから⼿順2に進みます。

Office 9の場合︓
デヂエのバージョンが 8.0.4以前の場合は、ユーザー情報を連携できません。
デヂエをバージョン 8.0.5以降にバージョンアップしてから⼿順2に進みます。

Office 8以前の場合︓
⼿順2に進みます。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザー情報の連携の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザー情報の連携 - Step 1/2」画⾯が表⽰されます。

ユーザー情報を連携するかどうかを選択し、 次に、設定内容を確認する >> をクリックする
「ユーザー情報の連携 - Step 2/2」画⾯が表⽰されます。

ユーザー情報の連携

項⽬ 説明

ユーザー情報を連携しない
ユーザー情報を連携しない場合に選択します。
連携先の製品からユーザー情報を取り込む場合は、「連携先の製品からユー
ザー情報を取り込む」にチェックを⼊れます。
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サイボウズ(R) Office 4 とユー
ザー情報を連携する

連携先の製品がOffice 4の場合に選択します。
選択後、インストールディレクトリをテキスト⼊⼒欄に⼊⼒します。

サイボウズ(R) AG / Office 6 /
Office 7 / Office 8 とユーザー
情報を連携する

連携先の製品がサイボウズ AG、Office 6、Office 7、またはOffice 8の場合に
選択します。
選択後、インストールディレクトリをテキスト⼊⼒欄に⼊⼒します。

サイボウズ(R) Office 9以降と
ユーザー情報を連携する

連携先の製品がOffice 9以降の場合に選択します。 選択後、インストールディ
レクトリをテキスト⼊⼒欄に⼊⼒します。

設定内容を確認し、 設定する をクリックする
現在のアクセス権の設定内容をCSVファイルに書き出す場合は、 access.csvをクリックし、ファイルを保存しま
す。

次のサイボウズ Officeとユーザー情報を連携すると、デヂエからのメール通知を「連携システムからの通
知」として処理できます。

Office 10

『管理者マニュアル』の「連携システムからの通知」

「Garoon」 パッケージ版と連携する場合

「Garoon」 パッケージ版と、ユーザー情報と組織情報を連携します。

デヂエ側で、ユーザー情報を確認する
すでに「サイボウズ Office」 パッケージ版とユーザー情報を連携している場合や、「サイボウズ
Office 8 plus デヂエ」を使⽤している場合は、ユーザー情報を連携しないようにしてください。

「ユーザー情報を連携する」
「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」からデヂエへの移⾏について」

デヂエ側で、グループコードを設定する
デヂエのグループのグループコードに、連携する「Garoon」 パッケージ版の組織の組織コードを⼊
⼒します。

「グループを変更する」

「Garoon」 パッケージ版側で、デヂエに登録されているユーザーやグループを
登録する
ログイン名や組織コードがデヂエのみに存在する場合、デヂエからそのユーザー情報やグループが削
除されます。ご注意ください。

「Garoon」 パッケージ版側で、デヂエ連携を設定する
『Garoon 5.x デヂエ連携ガイド』︓「2章 ユーザー情報を同期する」
『サイボウズ Garoon バージョン 4.x デヂエ連携ガイド』の「2章 ユーザー情報を同期する」

コマンドラインを使⽤し、定期的にユーザー情報を同期できます。

『Garoon 5.x デヂエ連携ガイド』︓「付録A コマンドラインでユーザー情報を同期する」
『サイボウズ Garoon バージョン 4.x デヂエ連携ガイド』の「付録A コマンドラインでユーザー情報
を同期する」
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ユーザーを設定する

「デヂエ」を使⽤するユーザーを設定します。

登録されているユーザーデータは、CSVファイルに書き出しておくことをお勧めします。また、⼤規模のユーザー情報の
変更は、CSVファイルで⾏うと便利です。

ユーザー情報はシステム管理者のみ設定を変更できます。ただし、ユーザー⾃⾝によりパスワードの変更を許可した場合
のみ、ユーザーは個⼈設定でログインパスワードを変更できます。

他のサイボウズ製品とユーザー情報を連携している場合は、「デヂエ」側でユーザー情報を変更できませ
ん。ユーザー情報の変更は連携先の製品で⾏ってください。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、本設定は無効になります。ユーザーの設定は、「Office」の
システム設定で⾏ってください。

ユーザーを設定する前に、ユーザーが所属するグループを設定してください。

「グループを設定する」

ユーザー情報が登録されていないユーザーは、ログイン前ユーザーとしてのみ「デヂエ」を使⽤できま
す。

システム管理者／サポート登録者／ライブラリ管理者に設定するユーザーは、事前にユーザー情報が登録
されている必要があります。

ユーザーを追加する
ユーザーを変更する
ユーザーの表⽰順を変更する
ユーザーを削除する
ユーザーデータのCSVファイルを読み込む
ユーザーデータをCSVファイルに書き出す
ユーザーのパスワード変更権限を変更する

ユーザーを追加する

「デヂエ」を使⽤するユーザーを追加します。

追加されているユーザー数は、「ユーザーの設定」画⾯上部の「現在のユーザー数」で確認できます。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザーの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。

追加するをクリックする
「ユーザーの追加」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を設定し、 追加する をクリックする

ユーザー情報の設定項⽬
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項⽬ 説明

名前 ユーザー名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

ログイン名
ログイン画⾯で必要なログイン名を⼊⼒します。
ログイン⽅法を「ログイン名を⼊⼒する」に設定した場合に使⽤します。

E-mail メールアドレスを⼊⼒します。
サポート登録者は、E-mailの設定が必要です。

パスワード 「デヂエ」にログインするためのパスワードを⼊⼒します。

パスワード（確認⽤） 確認⽤に、パスワード欄と同じパスワードをもう⼀度⼊⼒します。

所属するグループ

ユーザーが所属するグループを選択します。

「候補を設定する」

所属するグループは複数選択できます。

ユーザー情報のログイン名について
ユーザー情報のログイン名は、ログイン⽅法を「ログイン名を⼊⼒する」に設定している場合に使⽤しま
す。また、「サイボウズリモートサービス」でシステム管理者としてログインする場合や、連携認証を利
⽤する場合にも使⽤されます。必要に応じて設定してください。

「連携認証とは」

ユーザー情報のE-mailについて
ユーザー情報のE-mailは、メール通知の通知先に使⽤します。また、サポート登録者はE-mailの設定が必
須です。必要に応じて設定してください。「メール通知の設定」画⾯では、E-mailを設定したユーザーの
みユーザーリストに表⽰されます。また、E-mailを設定すると、「ユーザーの設定」画⾯で、ユーザー名
の後ろに E-mailが表⽰されます。

すでに登録されているユーザー名を設定した場合は、別のユーザーとして認識されます。

重複したログイン名は設定できません。

「パスワード」以外の項⽬は、100⽂字まで⼊⼒可能です。「パスワード」は半⾓で64⽂字まで設定可能
です。

ユーザーを変更する

登録されているユーザー情報を変更します。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザーの順にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。

変更するユーザーの 変更するをクリックする
「ユーザー情報の変更」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする
「ユーザー情報の設定項⽬」

28



ユーザーの表⽰順を変更する

ユーザー選択時のプルダウンメニューに表⽰されるユーザーの表⽰順を変更します。

ユーザーの表⽰順は、グループごとに変更できます。

初期設定では、ユーザーを追加した順番に表⽰されます。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザーの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更するをクリックする
「ユーザーの順番変更」画⾯が表⽰されます。

表⽰順を変更し、 変更する をクリックする
「表⽰順を変更する」

ユーザーを削除する

登録されているユーザーを削除します。

削除したユーザーと同じユーザー情報のデータを登録しても、内部的に振り分けられているユーザーIDは
変更されます。このため、ユーザーデータを元の状態に戻すことはできません。削除するときは、⼗分注
意して削除してください。

ユーザーを削除すると

削除されたユーザーに設定されたアクセス権／メール通知の設定／メール読み込みの受信許可リスト
も削除されます。

「メニュー (ユーザー)」フィールドに設定されたユーザー名は選択できなくなります。このため、
レコード追加時に「メニュー (ユーザー)」フィールドの登録が必須の場合、レコードを登録できな
くなる場合があります。

削除したユーザーは、元に戻すことはできません。重要なデータは、削除の前にバックアップを⾏い、保
管しておくことをお勧めします。

「データをバックアップする」

既存のレコードにデータとして登録されているユーザー名は削除されません。

ユーザーを削除して、他にシステム管理者／ライブラリ管理者がいなくなった場合は、すべてのユーザー
にシステム管理権限／ライブラリ管理権限が付与されます。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザーの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。

削除するユーザーの 削除するをクリックする
「ユーザーの削除」画⾯が表⽰されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

ユーザーの⼀括削除について
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「ユーザーの設定」画⾯で、
「すべてのユーザーを削除する」をクリックすると、登録されているユーザーをまとめて削除できます。

ユーザーデータのCSVファイルを読み込む

ユーザーデータのCSVファイルを読み込みます。

ユーザー情報にあわせてグループ情報を読み込むこともできます。

CSVファイルを作成するときの注意点について

ユーザーIDが既存ユーザーのIDと同じ場合、読み込むCSVファイルのユーザー情報が上書きされま
す。ユーザーIDは、各ユーザーの「個⼈設定」画⾯または、CSVファイルに書き出すことで確認で
きます。

ユーザーIDが空欄、または既存のユーザーIDと異なる場合、新規にユーザーを追加します。

パスワードの値が「*」の場合、既存のパスワードがそのまま採⽤されます。

新規にユーザーを追加する場合、空欄もしく「*」のときは、パスワードを読み込みません。

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

ユーザー情報に新しいグループ名が設定されている場合、新規グループとしてグループ情報が追加さ
れます。

CSVファイルを読み込むときは、「CSVファイルを作成するときの注意点について」を参照してくだ
さい。

「デヂエ」と「サイボウズ Office」パッケージ版では、CSVファイルの項⽬の並びが異なります。「サイ
ボウズ Office」パッケージ版から書き出したユーザー情報／グループ情報は、項⽬の並びを「デヂエ」に
合わせてから読み込んでください。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザーの順にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。

「CSVファイルから読み込む」をクリックする
「CSVファイルからの読み込み」画⾯が表⽰されます。

ユーザー情報欄に読み込むCSVファイルを指定し、 読み込む をクリックする
グループ情報を併せて読み込む場合は、グループ情報欄に読み込むCSVファイルを指定してください。
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。

ユーザーデータをCSVファイルに書き出す

登録されているユーザーデータをCSVファイルに書き出します。

登録されているユーザーデータはCSVファイルに書き出しておくことをお勧めします。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザーの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。
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「CSVファイルへ書き出す」をクリックする
「CSVファイルへの書き出し」画⾯が表⽰されます。

users.csv をクリックする
グループデータを書き出す場合は、 groups.csvをクリックします。

ファイルを保存する
表⽰される画⾯にしたがって、ファイルを保存します。

ユーザーのパスワード変更権限を変更する

ユーザー⾃⾝によるログインパスワードの変更を許可するかどうかを設定します。

初期設定では、パスワード変更を許可するに設定されています。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ユーザーの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。

許可する ／ 許可しない をクリックする

ユーザーのパスワードの変更を許可していない場合は、パスワードの有効期限を設定してもユーザーのパ
スワードの有効期限は無効になります。

「パスワードの制限を設定する」

ユーザーのパスワード変更を許可すると、「個⼈設定」画⾯に パスワードが表⽰されます。ユー

ザーは個⼈でパスワードを変更できます。
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グループを設定する

ユーザーが所属するグループを設定します。

登録されているグループデータは、CSVファイルに書き出しておくことをお勧めします。

登録されたグループは、ログイン画⾯のユーザー選択時やアクセス権の設定画⾯で使⽤します。

グループを設定すると、次のような設定が可能です。

グループごとにライブラリデータの表⽰レイアウトを変更する

グループ単位でアクセス権を設定し、使える機能を制限する

他のサイボウズ製品とユーザー情報を連携している場合は、「デヂエ」側でグループ情報を変更できませ
ん。グループ情報の変更は連携先の製品で⾏ってください。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、本設定は無効になります。グループの設定は、「Office」の
システム設定で⾏ってください。

グループに所属するユーザーは、「ユーザーの設定」画⾯でユーザーごとに設定してください。

「ユーザーを設定する」

グループを追加する
グループを変更する
グループの表⽰順を変更する
グループを削除する
グループデータのCSVファイルを読み込む
グループデータをCSVファイルに書き出す

グループを追加する

グループを追加します。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ グループの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「グループの設定」画⾯が表⽰されます。

追加するをクリックする
「グループの追加」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を設定し、 追加する をクリックする

グループ情報の設定項⽬

項⽬ 説明

グループ名 グループ名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。
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グループコード

グループコードを⼊⼒します。
グループコードは、「Garoon」パッケージ版とユーザー情報を連携するときに使⽤
します。
連携する「Garoon」パッケージ版の組織コードを⼊⼒してください。

「ユーザー情報を連携する（Garoon パッケージ版と連携する場合）」

グループ名／グループコードは、100⽂字まで⼊⼒可能です。

グループを変更する

登録されているグループ情報を変更します。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ グループの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「グループの設定」画⾯が表⽰されます。

変更するグループの 変更するをクリックする
「グループの変更」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする
「グループ情報の設定項⽬」

グループの表⽰順を変更する

グループ選択時のプルダウンメニューに表⽰されるグループの表⽰順を変更します。

初期設定では、グループを追加した順番に表⽰されます。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ グループの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「グループの設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更するをクリックする
「グループの順番変更」画⾯が表⽰されます。

表⽰順を変更し、 変更する をクリックする
「表⽰順を変更する」

グループを削除する

登録されているグループを削除します。

削除したグループは、元に戻すことはできません。重要なデータは、削除の前にバックアップを⾏い、保
管しておくことをお勧めします。

「データをバックアップする」

グループを削除すると

グループに設定されたアクセス権／メール通知の設定／メール読み込みの受信許可リストも削除され

33



ます。

グループを削除しても、そのグループに所属しているユーザーは削除されません。各ユーザーのユーザー
情報の所属グループから削除したグループが削除されます。

グループを削除して、他にライブラリ管理者がいなくなった場合は、すべてのユーザーにライブラリ管理
権限が付与されます。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ グループの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「グループの設定」画⾯が表⽰されます。

削除するグループの 削除するをクリックする
「グループの削除」画⾯が表⽰されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

グループの⼀括削除について
「グループの設定」画⾯で、「すべてのグループを削除する」をクリックすると、登録されているグルー
プをまとめて削除できます。

グループデータのCSVファイルを読み込む

グループデータのCSVファイルを読み込みます。

グループ情報にあわせてユーザー情報を読み込むこともできます。

CSVファイルを読み込むときは、「CSVファイルを作成するときの注意点について」を参照してくださ
い。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ グループの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「グループの設定」画⾯が表⽰されます。

「CSVファイルから読み込む」をクリックする
「CSVファイルからの読み込み」画⾯が表⽰されます。

グループ情報欄に読み込むCSVファイルを指定し、 読み込む をクリックする
ユーザー情報をあわせて読み込む場合は、ユーザー情報欄に読み込むCSVファイルを指定してください。
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。

グループデータをCSVファイルに書き出す

登録されているグループデータをCSVファイルに書き出します。

登録されているグループデータはCSVファイルに書き出しておくことをお勧めします。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ グループの順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「グループの設定」画⾯が表⽰されます。

「CSVファイルへ書き出す」をクリックする
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「CSVファイルへの書き出し」画⾯が表⽰されます。

groups.csv をクリックする
ユーザーデータを書き出す場合は、 users.csvをクリックします。

CSVファイルを保存する
表⽰される画⾯にしたがって、ファイルを保存します。
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パスワードの制限を設定する

パスワードに関する各種制限を設定します。

パスワードの最低限の⻑さ、有効期限、期限切れの連絡を⾏うかどうかを設定できます。

制限内容は、システム管理者⽤のパスワードとユーザーのログインパスワードに適⽤されます。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、ユーザーのログインに関する制限は、「Office」のシステム
設定で⾏ってください。

ユーザーにパスワードの変更を許可するかどうかについては、 ユーザー管理の ユーザーで設定

してください。

「ユーザーのパスワード変更権限を変更する」

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理 → パスワード制限の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「パスワードの制限の設定」画⾯が表⽰されます。

パスワードの制限を設定し、 設定する をクリックする

パスワード制限の設定項⽬

項⽬ 説明

パスワードの⻑さ 設定できるパスワードの最低の⻑さを設定します。

有効期限

パスワードの有効期限を設定します。
有効期限を設定しない場合は、「無制限」を選択します。
有効期限を設定する場合は、「｜  ｜⽇間（1〜999）」を選択し、有効期限
を⼊⼒します。

期限切れの連絡

パスワードの有効期限が近づいたことを連絡するかどうかを設定します。
期限が近づいたことを連絡しない場合は、「連絡しない」を選択します。
期限が近づいたことを連絡する場合は、「｜  ｜⽇前から連絡する」を選択
し、連絡する⽇数を⼊⼒します。

ユーザーのパスワードの変更を許可していない場合は、パスワードの有効期限を設定してもシステム管理
⽤のパスワードのみ有効になります。

「ユーザーのパスワード変更権限を変更する」

パスワードの最低限の⻑さは、0〜20⽂字以上から選択できます。

パスワードの有効期限や期限切れの連絡を設定すると、ログイン操作後にパスワードの再設定や期限が近
づいた旨を連絡する画⾯が表⽰します。

「パスワードの有効期限について」 「システム管理⽤パスワードの有効期限について」
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ログイン⽅法を設定する

各ユーザーのログイン⽅法を設定します。

ログイン⽅法を変更すると、ログイン画⾯での操作⽅法が変更されます。運⽤に適したログイン⽅法に変更してくださ
い。

ログイン⽅法を、ユーザー名で選ぶ／グループ名とユーザー名で選ぶ／ログイン名を⼊⼒するから選択します。

「グループ名とユーザー名で選ぶ」⽅法は、グループを選択することで「名前」のメニューに表⽰されるユーザーが絞り
込まれます。このため、登録ユーザー数が100を超えるような組織での運⽤に適しています。

ログイン前ユーザーの操作を許可するかどうかを設定できます。ログイン前ユーザーの操作を許可しないに設定すると、
デヂエの画⾯にアクセスする場合に必ずログイン操作を要求されます。

「（ログイン前ユーザー）について」

他のサイボウズ製品とユーザー情報を連携している場合は、「デヂエ」側でログイン⽅法を変更できませ
ん。ログイン⽅法の変更は連携先の製品で⾏ってください。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、本設定は無効になります。ログイン⽅法の設定は、
「Office」のシステム設定で⾏ってください。

ログイン⽅法を「ログイン名を⼊⼒する」に設定した場合は、ログイン名が設定されていないユーザーは
ログインできなくなります。必ず、ユーザーのログイン名を設定してから、ログイン⽅法を変更してくだ
さい。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ ログイン⽅法の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ログイン⽅法の設定」画⾯が表⽰されます。

ログイン⽅法を選択する

ログイン⽅法の設定項⽬

項⽬ 説明

ユーザー名で選ぶ
少⼈数で利⽤される場合に適しています。
プルダウンメニューから、ユーザー名を選択して、ログインします。

グループ名とユーザー名で選ぶ
登録ユーザー数が100を越えるような⼤規模な組織の場合に適しています。
選択したグループの中からユーザー名を選択して、ログインします。

ログイン名を⼊⼒する
インターネット上での使⽤を想定されている場合に適しています。
ログイン名を⼊⼒してログインします。

ログイン前ユーザーの操作を許可するかどうかを設定する
ログイン前ユーザーの操作を許可しない場合は、「ログイン前ユーザーの設定」の 許可しない をクリックします。

設定する をクリックする

「デヂエ」をインターネット上で使⽤する場合は、ログイン⽅法にご注意ください。ログイン⽅法を、
「ユーザー名で選ぶ」⽅法や「グループとユーザー名で選ぶ」⽅法に設定していると、インターネットを
通じて第三者がユーザー名やグループ情報を閲覧することが可能になります。
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「デヂエ」は、イントラネットでの通信環境を前提としています。「デヂエ」をインターネット上で使⽤
する場合、サーバーとのやり取りに時間がかかる場合があります。

ログイン前ユーザーの操作を許可しない場合でも、ログインしないで「システム管理」画⾯へのアクセス
は可能です。「システム管理」画⾯へのアクセスを制限する場合は、システム管理者を登録したり、シス
テム管理⽤のパスワードを設定したりしてください。
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連携認証を設定する

連携認証を設定します。

連携認証の設定は、サイボウズ共通認証・オープン統合認証 ver.2に対応している他のサイボウズ製品と「デヂエ」を併
⽤して使⽤している場合にご活⽤ください。

連携認証を使⽤するには、「デヂエ」での設定の他に、「サイボウズ Office」などの認証先の製品でも設定が必要で
す。

サイボウズ共通認証を使⽤している製品でログインしている間、「デヂエ」からログアウトできません。
「デヂエ」をログアウトするときは、認証先の製品を先にログアウトしてください。

『ユーザーマニュアル』の「サイボウズ共通認証を使⽤している場合のログアウト操作について」

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」では、インストール時に連携認証を設定します。設定は解除できま
せん。

連携認証とは
連携認証を設定すると、サイボウズ共通認証／オープン統合認証 ver.2に対応している製品にログインし
ている場合、「デヂエ」へのログイン操作が不要になります。

『連携認証対応製品』

「デヂエ」は、バージョン5.0 (0.1)よりサイボウズ共通認証、8.0.0よりオープン統合認証 ver.2に対応
しています。

連携認証を利⽤できる条件
連携認証の設定のながれ
連携認証を設定する（認証先製品側）
連携認証を設定する（デヂエ側）

連携認証を利⽤できる条件

次の場合に、連携認証を利⽤できます。

「デヂエ」と認証先の製品の両⽅が、サイボウズ共通認証／オープン統合認証 ver.2のどちらかに対応している

『連携認証対応製品』

「デヂエ」と認証先の製品の両⽅で、連携認証の設定が有効になっている

「デヂエ」と認証先の製品の両⽅で、有効時間を除く次の設定が⼀致している
  オープン統合認証 ver.2︓モード、認証パスワード、Cookie名、発⾏ドメイン
  サイボウズ共通認証︓モード、認証パスワード

「デヂエ」と認証先の製品の両⽅のユーザー設定で、「ログイン名」が⼀致している

認証先の製品側で、設定されているCookie発⾏範囲（ドメイン）に、「デヂエ」をインストールしたサーバーが設置さ
れている

「デヂエ」をインストールしているサーバーと認証先の製品をインストールしているサーバーが、FQDN (完全修飾ドメ
イン名) で名前解決できる環境である。または、認証先の製品と同⼀のサーバーに「デヂエ」をインストールしている

各ユーザーのログイン名が連携認証を利⽤する製品間で同⼀でない場合、認証ができなくなったり、異な
るユーザーに対して認証が⾏われてしまうなどの可能性があります。
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ログイン名を設定していないユーザーは連携認証を利⽤できません。

サイボウズ共通認証・オープン統合認証 ver.2は、WebブラウザーのCookieに認証情報を書き込みます。
このため、「サイボウズ Office」などをインストールしているサーバーと「デヂエ」をインストールして
いるサーバーが、FQDN（完全修飾ドメイン名）で名前解決できる環境である必要があります。サーバー
の環境については、ネットワーク管理者、またはネットワーク構築業者にご相談ください。

連携認証の設定のながれ

連携認証を利⽤するには、「デヂエ」と認証先の製品の両⽅で、次の⼿順で設定します。

認証先の製品にシステム管理者としてログインし、次の項⽬を設定する

連携認証の設定を有効にする

認証パスワードなど、連携認証を設定する

「連携認証を設定する（認証先製品側）」

「デヂエ」にシステム管理者としてログインし、次の項⽬を設定する

連携認証の設定を有効にする

認証パスワードやCookieの発⾏条件など、認証先の製品で設定した設定と同じものを設定する

「連携認証を設定する（デヂエ側）」

すべてのWebブラウザーを閉じて、連携認証の設定が有効かどうかを確認する
すべてのWebブラウザーを閉じてから、認証先の製品にログインします。続いて、「デヂエ」にアクセスし、ログイ
ン状態であることを確認してください。

「デヂエ」がログイン状態にならない場合、次の原因が考えられます。

ユーザーのログイン名が同⼀でない
認証先の製品と「デヂエ」で同⼀のログイン名を使⽤しているかどうかを確認してください。

認証先の製品の「連携認証の設定」で、Cookieの発⾏範囲が正しく設定されていない

「連携認証を有効にする」のチェックが外れている

同じ認証パスワードが設定されていない

FQDNを含むURLでアクセスしていない
アクセスURLに、マシン名やIPアドレスが指定されている場合は、連携認証は有効になりません。
 ○   http://dezie.domain.co.jp/scripts/cbdb/db.exe? FQDNでのアクセス
 ×   http://dezie/scripts/cbdb/db.exe? ホスト名のみでのアクセス
 ×   http://10.0.1.100/scripts/cbdb/db.exe? IPアドレスでのアクセス

「FQDN (完全修飾ドメイン) とは」

連携認証の設定は、次回ログイン時から適⽤されます。

連携認証を設定する（認証先製品側）

連携認証を利⽤する場合の「認証先製品」側での設定を説明します。

認証先の製品（「サイボウズ Office」パッケージ版や「Garoon」パッケージ版）で次の設定を⾏います。

連携認証の設定を有効にする

認証パスワードを設定する
認証パスワードは、サイボウズ共通認証／オープン統合認証 ver.2を利⽤するために必要なパスワードです。
ここで設定したパスワードと同じパスワードを「デヂエ」にも設定する必要があります。
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Cookieの発⾏条件を設定する
有効時間で設定した間は、Cookieが有効となり、「デヂエ」のログイン操作が不要となります。
有効時間を過ぎてから「デヂエ」へアクセスした場合は、ログインされていない状態となるため、別途ログインする
必要があります。
認証先の製品と「デヂエ」を同⼀のサーバーにインストールしている場合は、発⾏ドメインの設定は必要ありませ
ん。

設定⽅法の詳細については、各製品のマニュアルを参照してください。

「Office 10」

『管理者マニュアル』の「連携認証」

「Garoon 5」

『管理者ヘルプ』の「セッション認証の設定」

「Garoon 4.10」

『管理者ガイド』の「セッション認証を管理する」

「Garoon 4.6」

『管理者ガイド』の「セッション認証を管理する」

「Garoon 4.2」

『管理者ガイド』の「セッション認証を管理する」

「Garoon 4.0」

『管理者ガイド』の「セッション認証を管理する」

FQDN (完全修飾ドメイン) とは
インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワーク上で、あるホストやドメインを指定する場合
に、ドメイン名部分の⽂字列を省略せずにすべて記述する表記⽅法のことを「FQDN (完全修飾ドメイン)
」といいます。
TCP/IPにおけるホスト名やドメイン名の表記⽅法が「xxxx.cybozu.co.jp」という⽂字列の場合、
「cybozu.co.jp」がドメイン名を表し、「xxxx」はそのドメイン名の中にあるホスト名 (またはサブドメ
イン名) を表します。
「xxxx.cybozu.co.jp」はFQDNになりますが、「cybozu.co.jp」はホスト名が省略されているので
FQDNではありません。

DNS (ネームサーバー) とは
インターネット上でのコンピュータの名前にあたるドメイン名を、住所にあたるIPアドレスと呼ばれる4
つの数字の列に変換するサーバーをDNS (ネームサーバー) といいます。
「DNSサーバー」「ドメインネームサーバー」とも呼ばれます。
個々のネームサーバーは⾃分が管理するネットワークに接続されたコンピュータのドメイン名とIPアドレ
スの対応表を持っており、外部からの問い合わせに答えます。

Cookie発⾏におけるdomainの設定について
連携認証を有効にするには、「サイボウズ Office」パッケージ版などの認証先製品と「デヂエ」の両⽅
で、Cookieを発⾏できるように設定する必要があります。
そのため、それぞれのアクセスURLにおける「domain」の共通部分を設定して、Cookieを発⾏します。

例) アクセス URL の例
  「Office 10」の例 : http://cybozu.domain.co.jp /scripts/cbag/ag.exe?
  「デヂエ」の例  : http://dezie.domain.co.jp /scripts/cbdb/db.cgi?
                      ↑
                    domain 部分

「domain」はアクセスURLのサーバーを指定する部分です。
「Office 10」の設定画⾯で、共通部分をCookieの発⾏範囲として設定します。
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例) 「Office 10」の設定画⾯での⼊⼒例
  domain.co.jp

発⾏ドメインの設定時には、なるべく発⾏の範囲を限定するように設定してください。これは、ログイン
情報を持つCookieの発⾏をなるべく狭い範囲で⾏うことで、ログイン情報を容易に取得できないようにす
るためです。また、使⽤するWebブラウザーによっては、ドメインに設定する値のピリオドの数により連
携認証を利⽤できない場合があります。

連携認証を設定する（デヂエ側）

連携認証を利⽤する場合の「デヂエ」側での設定を説明します。

「システム設定」画⾯で、 ユーザー管理→ 連携認証の順にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「連携認証の設定」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

連携認証の設定項⽬

項⽬ 説明

有効 連携認証の設定を有効にするかどうかを設定します。
連携認証を使⽤する場合は、「連携認証を有効にする」にチェックを⼊れます。

モード 使⽤する認証形式を選択します。
オープン統合認証 ver.2を選択することをお勧めします。

Cookie名

連携認証で使⽤するCookieの名称を⼊⼒します。
認証先の製品側で設定したパスワードと同じCookie名を設定します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。
モードで、オープン統合認証 ver.2を選択した場合のみ設定します。

認証パスワード
確認⽤とあわせ2回パスワードを⼊⼒します。
認証先の製品側で設定したパスワードと同じパスワードを設定します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

有効時間
Cookieの有効時間を選択します。
モードで、オープン統合認証 ver.2を選択した場合のみ設定します。

発⾏ドメイン

「オープン統合認証 ver.2」に使われる、「Cookieが有効となるURLの範囲」を指定
します。
ドメインが xxx.cybozu.co.jpの場合は、xxx.cybozu.co.jpと⼊⼒します。
モードで、オープン統合認証 ver.2を選択した場合のみ設定します。

バージョン8.0.0より前のバージョンからバージョンアップして「デヂエ」を使⽤している場合は、画⾯
上部に「新しい認証パスワードを設定してください。バージョンアップ後に認証パスワードが再設定され
ていません。」と表⽰されます。認証パスワードを再設定してください。
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ライブラリとフォルダの運⽤権限を設定する

ユーザー／グループごとに、フォルダやライブラリの作成、およびライブラリの運⽤切り替えの権限を設定します。

権限のあるユーザーのみ、フォルダやライブラリを作成したり、ライブラリの運⽤を切り替えたりできます。

運⽤権限の切り替えについては、「ライブラリの運⽤を切り替える」を参照してください。

グループとユーザーのどちらか⼀⽅でも権限がある場合は、その権限は付与されます。

インストール直後は、すべてのユーザーにライブラリとフォルダの運⽤権限があります。ただし、本運⽤
への切り替え権限はありません。

システム管理者は、ライブラリの運⽤切り替え権限があります。

フォルダの追加権限がないユーザーは、フォルダの詳細を変更できません。「フォルダの詳細」画⾯で
変更するをクリックすると、エラー画⾯(エラー番号︓13793)が表⽰されます。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ ユーザーの権限の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ユーザーの権限の設定」画⾯が表⽰されます。

画⾯右のリストから、権限を設定するユーザー／グループを選択し、 ← 追加 をクリックす
る
「候補を選択する」

権限の設定を削除する場合は、削除するユーザー／グループの 削除するをクリックします。

権限を変更するユーザー／グループの 編集するをクリックし、設定する権限を変更する
「アクセス権（権限）を編集する」

ライブラリの作成権限のあるユーザーのみ、ライブラリの⼀覧画⾯で （テンプレート⼀覧）が表⽰さ
れます。
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フォルダのアクセス権を設定する

フォルダごとに、ユーザー／グループ単位でアクセス権を設定します。

アクセス権が設定されたユーザーのみ、そのフォルダに追加されているライブラリを閲覧できます。

アクセス権のないフォルダに追加されているライブラリに対する権限は、すべて無効になります。ライブ
ラリやフィールドへの各操作も⾏えません。

グループとユーザーのどちらか⼀⽅にアクセス権を設定されている場合は、そのフォルダに追加されてい
るライブラリを閲覧できます。

インストール直後は、すべてのユーザーにすべてのフォルダが閲覧可能に設定されています。

フォルダのアクセス権は、サブフォルダにも引き継がれます。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ フォルダのアクセス権の順にクリックす
る
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「フォルダのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。
アクセス権が設定されているフォルダのアクセス権欄には、「制限あり」と表⽰されています。

アクセス権を設定するフォルダの アクセス権を変更するをクリックする
「フォルダのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。

閲覧を許可するユーザー／グループを追加し、 変更する をクリックする
「候補を設定する」

フォルダの設定は、「ライブラリの⼀覧」画⾯で⾏います。

「フォルダを設定する」

44



システム管理者を設定する

システム管理者になるユーザーを設定します。

インストール直後は、すべてのユーザーがシステム管理者に設定されています。ライブラリを作成する前
にシステム管理者を設定することをお勧めします。

システム管理者とは
システム管理者は、ユーザーを管理したり、ライセンスを登録したりします。その他、システム全般に関
する設定を⾏います。
また、システム管理者は、すべてのライブラリの閲覧権限があります。システム管理者に設定されている
ユーザーは、画⾯右下に システム設定のリンクが表⽰されます。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ システム管理者の登録の順にクリックす
る
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「システム管理者の登録」画⾯が表⽰されます。

システム管理者になるユーザーを設定し、 変更する をクリックする
「候補を設定する」

システム管理⽤のパスワードを設定する場合は、画⾯下の「システム管理⽤パスワードの設定」をクリックしてくだ
さい。

「システム管理⽤のパスワードを設定する」
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システム管理⽤のパスワードを設定する

システム設定画⾯にアクセスするためのパスワードを設定します。

システム管理⽤パスワードを設定すると、システム設定画⾯へのアクセス前にパスワード⼊⼒が必要となります。

インストール直後は、すべてのユーザーがシステム管理者に設定されています。そのため、すべてのユー
ザーがシステム設定を⾏える状態です。まず、システム管理⽤パスワードを設定することをお勧めしま
す。

初期設定では、システム管理⽤のパスワードは設定されていません。

システム管理⽤パスワードを⼊⼒すると、「デヂエ」をログアウトするか、Webブラウザーを終了するま
で、システム設定権限が有効になります。

システム管理⽤のパスワードを変更した場合は、システム管理者にパスワードの変更を連絡してくださ
い。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理 → システム管理⽤パスワードの順にク
リックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「システム管理⽤パスワードの設定」画⾯が表⽰されます。

新しく設定するパスワードを設定し、 設定する をクリックする
確認⽤とあわせて2回パスワードを⼊⼒してください。

システム管理⽤パスワードの有効期限について
システム管理⽤パスワードの有効期限が設定されている場合は、有効期限が切れると次の画⾯が表⽰され
ます。新しいパスワードを設定して、 変更する をクリックし、パスワードを変更してください。

「パスワードの制限を設定する」

「パスワードの有効期限が切れた場合」

有効期限の連絡が設定されている場合は、期限が近づくと次の画⾯が表⽰されます。新しいパスワードを
設定するか、 あとで変更する をクリックして後⽇パスワードを変更してください。

「パスワードの有効期限が近づいた場合」
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サポート登録者を設定する

問い合わせの窓⼝となるユーザーを、サポート登録者に設定します。

「お客様サポートオンライン」への問い合わせは、ライセンスが必要です。試⽤期間中、またはご利⽤期
間中のお客様のみ、「お客様サポートオンライン」への問い合わせをご利⽤できます。

サポート登録者とは
運⽤上の不明点や困ったことなどを「お客様サポートオンライン」へ問い合わせることができるユーザー
を、「サポート登録者」と呼びます。
サポート登録者は2名まで登録できます。サポート登録者は、メールアドレスの登録が必要です。
サポート登録者に設定されているユーザーは、画⾯右下に サポートのリンクが表⽰されます。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ サポート登録者の登録の順にクリックす
る
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「サポート登録者の登録」画⾯が表⽰されます。

サポート登録者になるユーザーを設定し、 設定する をクリックする
「候補を設定する」

⼿順２で名前のあとに「（メールアドレス）」が表⽰されているユーザーは、ユーザー情報にメールアド
レスが設定されています。メールアドレスを設定していないユーザーを選択した場合は、「メールアドレ
スの設定」画⾯が表⽰され、メールアドレスを設定します。設定した内容はユーザー情報に反映されま
す。

インストール直後は、すべてのユーザーに サポートのリンクが表⽰されています。 サポートをク
リックすると、「サポート登録者の設定」画⾯が表⽰されます。まず、サポート登録者を設定してくださ
い。
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メンテナンス時間を設定する

メンテナンス時間を設定します。

メンテナンス時間中は「デヂエ」へのアクセスを⼀次的に中断します。バージョンアップやバックアップ作業などを⾏う
ときは、メンテナンス時間を設定してください。

ライブラリファイルの最適化の処理中も⾃動的にメンテナンス時間になります。

「ライブラリファイルを最適化する」

メンテナンス中の画⾯
メンテナンス時間中は、次の画⾯が表⽰され、すべてのユーザーが「デヂエ」にアクセスできなくなりま
す。

メンテナンス時間を設定したWebブラウザーでは、次の画⾯が表⽰されます。メンテナンスの解除、また
はライブラリファイルの最適化を⾏えます。

「ライブラリファイルを最適化する」

メンテナンス時間を設定する
メンテナンス時間を解除する

メンテナンス時間を設定する

メンテナンス時間を設定します。

メンテナンス中の画⾯が表⽰される時間と、メンテナンス中に表⽰される画⾯に表⽰するメッセージを設定できます。

メンテナンス時間は、解除しない限り設定した時間に毎⽇繰り返されます。メンテナンスを毎⽇⾏わない
場合は、メンテナンス終了後、メンテナンス時間の設定を解除してください。

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ メンテナンス時間の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「メンテナンス時間の設定」画⾯が表⽰されます。
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必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

メンテナンス時間の設定項⽬

項⽬ 説明

時刻 メンテナンス時間の開始時間と終了時間を選択します。

メッセージ メンテナンス中の画⾯に表⽰されるメッセージを⼊⼒します。

メンテナンス中に表⽰される画⾯には、⼿順2で⼊⼒したメッセージのほかに、メンテナンスの開始時間
と終了時間が表⽰されます。

メンテナンス時間を解除する

メンテナンス時間を解除します。

メンテナンス時間を設定したWebブラウザーのみ、メンテナンス時間を解除できます。

メンテナンス中に表⽰される画⾯で、「メンテナンス時間の設定」をクリックする
「メンテナンス時間の設定」画⾯が表⽰されます。

解除する をクリックする

メンテナンス中以外の時間に設定を解除する場合は、「メンテナンス時間を設定する」の⼿順2で 解除
する をクリックしてください。

次の⽅法でメンテナンス時間の設定を解除することもできます。
「デヂエ」がインストールされているサーバーから、次のファイルを削除してください。ファイルを削除
すると、メンテナンスが終了し、メンテナンス時間の設定も解除されます。

  削除するファイル︓（インストールディレクトリ）/dze/data/maint
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ライブラリファイルを最適化する

ライブラリファイルを最適化します。

ライブラリファイルを最適化すると、データアクセス時の無駄が軽減され、処理速度が向上します。

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

ライブラリファイルの最適化の処理中は、⾃動的にメンテナンス時間になります。

「メンテナンス時間とは」

最適化には、(ライブラリ容量×2 + 10M) バイトの空き容量が必要です。

最適化を実⾏する前に、ライブラリファイルのバックアップを⾏ってください。

「データをバックアップする」

最適化して効果が得られるライブラリファイルの⽬安は、2MB以上です。また、レコードデータの更新が
頻繁に⾏われるライブラリです。

最適化を実⾏しても、ファイルサイズが減少しない場合があります。また、ライブラリファイルのサイズ
が⽐較的⼩さい場合、最適化の効果はあまりありません。

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ ライブラリファイルの最適化の順にク
リックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリファイルの最適化 - Step 1/3」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を設定し、 次に、ライブラリを選択する >> をクリックする
「ライブラリファイルの最適化 - Step 2/3」画⾯が表⽰されます。

「メンテナンス時間の設定項⽬」

最適化するライブラリの 最適化する をクリックする
「ライブラリファイルの最適化 - Step 3/3」画⾯が表⽰されます。
メンテナンス時間の設定を変更する場合は、 時間を変更するをクリックします。
メンテナンス時間を解除する場合は、 解除する をクリックします。

最適化する場合は、 はい をクリックする
最適化の処理を⾏う前に、念のためライブラリファイルのバックアップを⾏ってください。「（ライブラリ
ID）.dbm」をクリックし、選択しているファイルのバックアップファイルを保存できます。
引き続き、別のライブラリファイルを最適化する場合は、最適化終了後に表⽰される画⾯で ライブラリファイルの
最適化へをクリックし、⼿順３〜４の操作を繰り返します。

ライブラリファイルの最適化が終了しても、メンテナンス時間は⾃動的には解除されません。作業終了後
にメンテナンス時間を解除／変更する場合は、⼿順３で 解除する か 時間を変更するをクリックし
てください。

メンテナンス中に表⽰される画⾯で、「ライブラリファイルの最適化」をクリックし、ライブラリファイ
ルの最適化を実⾏することもできます。

⼿順３に表⽰される「最終実⾏⽇」には、最適化を実⾏した最新の⽇時が表⽰されます。最適化を実⾏し
ていない場合は、空欄となります。また、情報が表⽰されるのは「デヂエ」バージョン5.0以降の情報で
す。
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ライブラリファイルの最適化以外に、次の⽅法で処理速度の向上を図ることができます。

レコード⼀覧画⾯の検索機能を使⽤しない
レコード⼀覧画⾯の検索機能を利⽤すると、全フィールド×全レコードに対してデータを検索しま
す。フィールド数やレコード数の多いライブラリでは、検索時間が⻑くかかります。
ライブラリ管理の設定で、「検索」を表⽰しないように設定することもできます。

「表⽰するメニューを設定する」

多くのフィールドにソートをかけない
「デヂエ」では、ソート結果を別のデータとして保持しています。ソートのフィールド数が増える
と、データベースの容量が増加し、処理速度の低下を招く恐れがあります。

レコード⼀覧画⾯の表⽰フィールド数を少なくする
レコード⼀覧画⾯に表⽰するデータ量が増えると、処理速度が低下する恐れがあります。

検索・絞り込みの実⾏結果のヒット件数を表⽰しない
ヒット件数を表⽰しない場合は、画⾯に表⽰する件数分のデータしか検索しないため、処理速度が向
上します。

「検索・絞り込みのヒット件数を表⽰する」
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システムログを確認する

システムログを確認します。

システムログは、閲覧だけでなく、指定した⽇付以前のログをCSVファイルに書き出すこともできます。また、必要に応
じてログの削除も可能です。

システムログに書き出される項⽬について
システムログでは、次の操作に関するログを記録しています。

ライブラリの作成・削除

ライブラリの本運⽤・仮運⽤の切り替え

ユーザー情報連携の設定

ユーザーの⼀括登録・削除

グループの⼀括登録・削除

ログイン⽅法の設定

システム管理者のログイン

システム管理者の設定

システム管理⽤パスワードの設定

パスワードの制限の設定

ライブラリファイルの最適化

メール通知での送信エラー

システムログの削除

メンテナンス時間の設定／解除

コンバートの開始／終了

コマンドラインによるCSVファイルの⼊出⼒エラー

各ライブラリのライブラリログについては、「ライブラリログを確認する」を参照してください。

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ システムログの表⽰の順にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「システムログの⼀覧」画⾯が表⽰されます。

書き出されているログを確認する
ログファイルをCSVファイルに書き出す場合は、書き出す基準になる⽇を設定し、 CSVファイルに書き出す をク
リックします。
ログファイルを削除する場合は、削除する基準になる⽇を設定し、 削除する をクリックします。
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ライブラリログを確認する

ライブラリログを確認します。

ライブラリログは、閲覧だけでなく、ライブラリごとに書き出す項⽬を設定したり、ライブラリ管理者による設定変更を
許可するかどうかを設定したりできます。

指定した期間のログをCSVファイルに書き出すことができます。

システムログについては、「システムログを確認する」を参照してください。

ライブラリログ保存の設定を変更する
ライブラリログをCSVファイルに書き出す
ライブラリログを削除する

ライブラリログ保存の設定を変更する

ライブラリログ保存の設定を変更します。

ライブラリログを書き出す操作を設定したり、ライブラリ管理者の設定変更を許可するかどうかを設定したりします。

ログを書き出す操作の詳細や、ログファイルのフォーマットについては、『ライブラリ管理マニュアル』の「ライブラリ
ログ保存の設定を変更する」を参照してください。

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ ライブラリログの表⽰の順にクリックす
る

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリログの⼀覧」画⾯が表⽰されます。
書き出す操作の設定がすでに設定されているライブラリは、「ログ出⼒」欄にチェックがついています。
ライブラリ管理者への設定変更を許可しているライブラリは、「設定許可」欄にチェックがついています。

ログ保存の設定を変更するライブラリの 設定するをクリックする
「ライブラリログの設定」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

ライブラリ保存設定の設定項⽬

項⽬ 説明

保存操作
ログを書き出す操作にチェックを⼊れます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「ログに保存する操作について」

ライブラリ管理者にライブラリ
ログの設定変更を許可する

ライブラリ管理者にライブラリログの設定変更を許可する場合は、チェックを
⼊れます。

ライブラリログ保存の設定変更時のログもライブラリログに書き出されます。ライブラリログ保存の設定
のログは書き出すかどうかを切り替られません。
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ライブラリログをCSVファイルに書き出す

指定したライブラリのライブラリログをCSVファイルに書き出します。

管理権限がないライブラリのライブラリログは、CSV ファイルへ書き出すことができません。ライブラリ
ログを書き出す場合は、「ライブラリ運⽤管理/ライセンス」の「ライブラリ運⽤管理」でライブラリ管理
者の設定を変更してから操作を⾏ってください。

「ライブラリ管理者を変更する」

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ ライブラリログの表⽰の順にクリックす
る

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリログの⼀覧」画⾯が表⽰されます。

ライブラリログを書き出すライブラリの 書き出すをクリックする
「ライブラリログの書き出し」画⾯が表⽰されます。

ログを書き出す期間を設定し、 書き出す をクリックする
ファイルの先頭⾏に項⽬名を書き出す場合は、「先頭⾏に項⽬名を書き出す」にチェックを⼊れます。

ファイルを保存する
表⽰される画⾯にしたがって、ファイルを保存します。

ライブラリログを削除する

ライブラリログを削除します。

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ ライブラリログの表⽰の順にクリックす
る

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリログの⼀覧」画⾯が表⽰されます。

ログの操作で削除する基準となる⽇付を指定し、 削除する をクリックする
「ライブラリログの削除」画⾯が表⽰されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

直接ログファイルを削除することで、ライブラリログを削除することもできます。
直接ログファイルを削除する場合は、次のファイルを削除してください。
  削除するファイル︓（インストールディレクトリ）/dze/file/DB/logs/（ライブラリID）
/logYYYYMMDD.csv
※ログファイルは、ログが書き出される操作が⾏われた時点で⽇付ごとに作成されます。
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各ライブラリの設定（ライブラリの情報、ライブラリ管理者、運⽤切替）を変更する

各ライブラリの設定を変更します。

「ライブラリ運⽤管理」画⾯では、次の項⽬を確認できます。

登録されているライブラリの件数

ライブラリ ID

ライブラリ名

ライブラリ情報

ライブラリ管理者

ライブラリ作成者

ライブラリの最終更新⽇時

ライブラリごとのレコード数

「ライブラリ運⽤管理」画⾯では、次の項⽬を変更できます。

ライブラリ情報の設定

ライブラリ管理者

本運⽤／仮運⽤の切り替え

ライブラリログの保存設定については、「その他の運⽤管理」の「ライブラリログの表⽰」で変更してく
ださい。

「ライブラリログ保存の設定を変更する」

ライブラリ情報を変更する
ライブラリ管理者を変更する
ライブラリの運⽤を切り替える
コマンドラインによりCSVファイルを⼊出⼒する

ライブラリ情報を変更する

各ライブラリのライブラリ情報を変更します。

「ライブラリ情報とは」

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ ライブラリ運⽤管理の順
にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリ運⽤管理」画⾯が表⽰されます。

ライブラリ情報を変更するライブラリの 詳細をクリックする
選択したライブラリの「ライブラリの情報」画⾯が表⽰されます。
画⾯左上のプルダウンメニューで表⽰するフォルダを選択できます。

変更するをクリックする
「ライブラリ情報の変更」画⾯が表⽰されます。
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必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする
「ライブラリ情報の変更設定項⽬」

ライブラリ管理者を変更する

各ライブラリのライブラリ管理者を変更します。

「ライブラリ管理者とは」

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ ライブラリ運⽤管理の順
にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリ運⽤管理」画⾯が表⽰されます。

ライブラリ管理者を変更するライブラリの 変更するをクリックする
選択したライブラリの「ライブラリ管理者の設定」画⾯が表⽰されます。
画⾯左上のプルダウンメニューで表⽰するフォルダを選択できます。

ライブラリ管理者を設定し、 変更する をクリックする
「候補を選択する」

ライブラリの運⽤を切り替える

各ライブラリの運⽤（本運⽤／仮運⽤）を切り替えます。

ライブラリの運⽤（本運⽤／仮運⽤）については、「ライブラリの運⽤を切り替える」を参照してください。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ ライブラリ運⽤管理の順
にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリ運⽤管理」画⾯が表⽰されます。

運⽤を切り替えるライブラリの 仮運⽤へ ／ 本運⽤へ をクリックする
選択したライブラリの「仮運⽤切り替え」／「運⽤の切り替え」画⾯が表⽰されます。
画⾯左上のプルダウンメニューで表⽰するフォルダを選択できます。

運⽤を切り替える場合は、 はい をクリックする

コマンドラインによりCSVファイルを⼊出⼒する

「デヂエ」のコマンドライン機能を使⽤して、ライブラリデータのCSVファイルの書き出し／読み込みができます。

コマンドラインによる操作は、サーバーの「Administrator」／「root」権限を持つユーザーが⾏ってください。

コマンドラインで、db.exe（db.cgi） を次のように実⾏してライブラリデータの書き出し／読み込みができます。

Windowsサーバーの場合

操作 コマンド

CSVファイル書き出し db.exe -csv -o （ファイルの絶対パス） -l （ライブラリID）-f
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CSVファイル読み込み db.exe -csv -i （ファイルの絶対パス） -l （ライブラリID）-d -f

Linuxサーバーの場合

操作 コマンド

CSVファイル書き出し ./db.cgi -csv -o （ファイルの絶対パス） -l （ライブラリID） -f

CSVファイル読み込み ./db.cgi -csv -i （ファイルの絶対パス） -l （ライブラリID） -d -f

コマンドラインによるCSVファイルの書き出しは、次の点に注意してください。

フィールドは全フィールド(レコード番号、登録⽇時、更新⽇時、登録者、更新者を含む)を出⼒しま
す。

出⼒ファイルがすでに存在している場合は、上書きします。

出⼒ファイルが省略された場合は、書き出した内容が画⾯に出⼒されます。

-f オプションが設定されている場合は、先頭⾏にフィールド名を書き出します。

コマンドラインによるCSVファイルの読み込みは、次の点に注意してください。

⼊⼒ファイルには全フィールド(レコード番号、登録⽇時、更新⽇時、登録者、更新者を含む)を記述
してください。

レコード番号がすでに存在している場合は、レコードを更新します。存在しない、または空欄の場合
は、レコードを新規登録します。

⼊⼒ファイルの登録⽇時、更新⽇時、更新者は無効になります。

更新者は空(ログイン前ユーザ)が設定されます。

更新⽇時は実⾏時の時間が設定されます。

新規登録の場合、登録者は⼊⼒ファイルの登録者、登録⽇時は実⾏時の時間が設定されます。

-d オプションが設定されている場合は、全レコードを削除後にレコードを新規登録し、新規登録完
了後に最適化処理を実⾏します。コマンドの実⾏中はユーザーが「デヂエ」全体を利⽤できなくなり
ます。
-d オプションが設定されていない場合は、コマンドの実⾏中でも「デヂエ」は利⽤できます。ただ
し、指定したライブラリは利⽤できません。指定したライブラリ以外は、コマンドの実⾏中でも利⽤
できます。

-f オプションが設定されている場合は、最初の⾏をフィールド名として読み込み処理を実⾏しま
す。
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登録許可キーワードを設定する

各ライブラリのURLフィールドに登録できるキーワード（プロトコル）を設定します。

ドライブ名や「afp」「callto」などのキーワードを登録できます。

キーワードには、「:」より前に⼊る⽂字列を設定してください。
例えば、「http://・・・」の登録を許可する場合は、キーワードに「http」を設定します。

標準のキーワードは変更または削除できません。標準のキーワードは、次のとおりです。

http

https

file

ftp

mailto

キーワードを追加する
キーワード情報を変更する
キーワードを削除する

キーワードを追加する

URLフィールドに登録できるキーワードを追加します。

標準のキーワードと重複したキーワードは登録できません。

キーワードには、アルファベットから始まり、アルファベット、数字、「+」(半⾓プラス)、「.」(半⾓ピリオド)、
「-」(半⾓ハイフン)で構成された⽂字列を⼊⼒してください。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ 登録許可キーワードの順
にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「登録許可キーワード」画⾯が表⽰されます。

追加するをクリックする
「キーワードの追加」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を変更し、 追加する をクリックする

キーワードの設定項⽬

項⽬ 説明

キーワード
キー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。

備考 キーワードに関するメモなどを⼊⼒できます。
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「キーワード」と「備考」は100⽂字まで⼊⼒可能です。

キーワード情報を変更する

登録されているキーワード情報を変更します。

変更できる項⽬は「備考」だけです。「キーワード」は変更できません。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ 登録許可キーワードの順
にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「登録許可キーワード」画⾯が表⽰されます。

変更するキーワードの 変更するをクリックする
「キーワード情報の変更」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を設定し、 変更する をクリックする
「キーワードの設定項⽬」

キーワードを削除する

登録されているキーワードを削除します。

「システム設定」画⾯で、 ライブラリ運⽤管理/ライセンス→ 登録許可キーワードの順
にクリックする
「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「登録許可キーワード」画⾯が表⽰されます。

削除するキーワードの 削除するをクリックする
「キーワードの削除」画⾯が表⽰されます。

削除する場合は、 はい をクリックする
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ライブラリ検索の利⽤⽅法を設定する

ホーム画⾯で⾏うライブラリ検索の利⽤⽅法を設定します。

ライブラリ検索の操作については、『ユーザーマニュアル』の「ライブラリを検索する」を参照してください。

ライブラリ検索を有効に設定すると、ホーム画⾯にアクセスできるすべてのユーザーがライブラリ検索を
実⾏できます。このため、システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。「デヂエ」の運⽤に
合わせて、ライブラリ検索の有効／無効を設定することをお勧めします。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ ライブラリ検索の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「ライブラリ検索の設定」画⾯が表⽰されます。

利⽤⽅法を選択し、 設定する をクリックする

ライブラリ検索の利⽤⽅法

項⽬ 説明

ライブラリ検索・詳細検索を有
効にする

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

ライブラリ検索のみ利⽤する
（詳細検索を利⽤しない）

ライブラリ検索の詳細検索を無効にします。
ホーム画⾯には、 ライブラリ検索 のみ表⽰されます。また、「検索結果」
画⾯には「検索結果」タブのみ表⽰されます。

ライブラリ検索・詳細検索を無
効にする

ライブラリ検索および詳細検索を無効にします。
ホーム画⾯には、 ライブラリ検索 および詳細検索は表⽰されません。
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共有リンク集を設定する

共有リンク集を設定します。

共有リンク集の操作については、『ユーザーマニュアル』の「「ホーム」画⾯を閲覧する」を参照してください。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、本設定は無効になります。

共有リンクとは
ユーザーの操作画⾯やライブラリの管理画⾯の上部に表⽰されるリンクを共有リンクと呼びます。全ユー
ザーに表⽰されるため、製品を使⽤しているユーザーに共通するリンクを追加します。

共有リンクを追加する
共有リンクを変更する
共有リンクの表⽰順を変更する
共有リンクの表⽰⽅法を変更する
共有リンクを削除する

共有リンクを追加する

共有リンクを追加します。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ 共有リンク集の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「共有リンク集の設定」画⾯が表⽰されます。

追加するをクリックする
「共有リンクの追加」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を設定し、 追加する をクリックする

共有リンクの設定項⽬

項⽬ 説明
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リンク名 リンク名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

URL

リンク先のURLを⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。
リンクをクリックしたときに、別のウィンドウで表⽰する場合は、「リンク先を別
ウィンドウで開く」にチェックを⼊れます。

アイコン

リンクアイコンを設定します。
画像のURLを指定する場合は、⼀列⽬のテキスト欄に指定する画像のURLを⼊⼒しま
す。
画像ファイルを指定する場合は、 参照.. をクリックし、アイコン画像を選択しま
す。

リンクアイコンについて
アイコン画像に指定できるファイルの種類は、gif, png, jpeg だけです。他の種類の画像を指定した場合
は正しく画像を表⽰できません。なお、ファイルを指定した場合は、製品の動作が遅くなる場合がありま
す。

アイコンを指定しなかった場合のリンクアイコンは、 です。

共有リンク集を変更する

追加されている共有リンクを変更します。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ 共有リンク集の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「共有リンク集の設定」画⾯が表⽰されます。

変更する共有リンクの 変更するをクリックする
「共有リンクの変更」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする
「共有リンクの設定項⽬」

共有リンクの表⽰順を変更する

共有リンクの表⽰順を変更します。

共有リンクは、ここで設定した順に画⾯の左から表⽰されます。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ 共有リンク集の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「共有リンク集の設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更するをクリックする
「共有リンクの順番変更」画⾯が表⽰されます。

表⽰順を変更し、 変更する をクリックする
「表⽰順を変更する」
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共有リンクの表⽰⽅法を変更する

共有リンクの表⽰⽅法を変更します。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ 共有リンク集の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「共有リンク集の設定」画⾯が表⽰されます。

「共有リンク集の表⽰⽅法を変更する」をクリックする
「共有リンク集の表⽰⽅法の設定」画⾯が表⽰されます。

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする

共有リンクの表⽰⽅法の設定項⽬

項⽬ 説明

共有リンクを固定で折り返す 共有リンクのアイコンを⼀定の個数で折り返す場合にチェックを⼊れ、折り返
す個数を選択します。

共有リンク集の表⽰形式 共有リンク集の表⽰形式を選択します。

共有リンクを削除する

追加されている共有リンクを削除します。

「システム設定」画⾯で、 システム運⽤管理→ 共有リンク集の順にクリックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「共有リンク集の設定」画⾯が表⽰されます。

削除する共有リンクの 削除するをクリックする
「共有リンクの削除」画⾯が表⽰されます。

削除する場合は、 はい をクリックする
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メール通知機能を設定する

メール通知機能で使⽤するメールサーバーを設定します。

メール通知の設定については、『ライブラリ管理マニュアル』の「メール通知を設定する」を参照してください。

通知する「デヂエ」のURLを任意のURLに変更できます。「リモートサービス」を利⽤している場合は、URLの設定を
⾏ってください。

メール通知機能を利⽤する場合に必要な環境について
メール通知機能を利⽤する場合は、別途送信メールサーバー (SMTP) が必要になります。また、送信メー
ルサーバーがPOP before SMTPの認証を必要とする場合は、受信メールサーバー (POP3) も必要になり
ます。

メール読み込みの受信メールの設定は、ライブラリ管理者がライブラリごとに⾏います。

「メール読み込みを設定する」

POP before SMTPとは
POPサーバーでユーザーのメールアカウントとメールパスワードを確認してから、メール送信を⾏う仕組
みのことです。

メールサーバーを設定する
通知先のURLを変更する

メールサーバーを設定する

メール通知機能で使⽤するメールサーバーを設定します。

メールサーバーの設定では、次の項⽬を設定します。

通知メール差出⼈アドレス

送信メールサーバー名 (SMTP)

SMTP認証を⾏うかの設定
├ 認証種別の選択
├ SMTPアカウント名
├ SMTPパスワード

POP before SMTPに対応させるかの設定
├ 受信メールサーバー名 (POP3)
 └ APOP認証を⾏うかの設定
├ POP3アカウント名
├ POP3パスワード
└ 送信までの待ち時間 (初期設定では「0秒」)

メール通知機能では、ここで設定した送信メールサーバーからユーザー情報で設定されたメールアドレス
にメールで通知が⾏われます。

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ メールサーバー/メール通知の順にク
リックする
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「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「メールサーバー/メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

「メールサーバーの設定」欄で必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

メールサーバーの設定項⽬

項⽬ 説明

通知メール差出⼈アドレス 通知メールを送信する差出⼈のメールアドレスを⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

送信メールサーバー名 (SMTP)
送信メールサーバー (SMTP)のIPアドレスまたはホスト名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

送信メールサーバーポート番号
送信メールサーバー (SMTP)が使⽤するポート番号を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。
初期設定では「25」です。

SMTP 認証を⾏う

送信メールサーバーがSMTP認証に対応している場合にチェックを⼊れます。
設定する場合は、次の項⽬を設定してください。

認証種別
認証種別をLOGIN/PLAIN/CRAM-MD5から選択します。

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

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

POP 認証後に送信を⾏う(POP
before SMTP)

送信メールサーバーがPOP before SMTPに対応している場合にチェックを⼊れ
ます。
設定する場合は、次の項⽬を設定してください。

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

APOP認証を⾏う
POP3 サーバーがAPOP認証に対応している場合はチェックを⼊れます。

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

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

POP3接続ポート番号
受信メールサーバー (POP3) が使⽤するポート番号を⼊⼒します。初期設
定では「110」です。

送信までの待ち時間
POP 認証後にメールを送信するまでの時間を設定します。
初期設定では「0秒」です。

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

通知先のURLを変更する
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メール通知を利⽤した場合の通知先にURLを変更します。

「リモートサービス」経由でメール通知を利⽤した場合の通知先のURLを、社内で使⽤しているURLに変更できます。

リモートサービス経由でメール通知を利⽤した場合、通知先のURLはリモートサービスで使⽤している
URLになり、通知の確認もリモートサービス経由で⾏うことになります。

「システム設定」画⾯で、 その他の運⽤管理→ メールサーバー/メール通知の順にク
リックする

「「システム設定」画⾯にアクセスする」

「メールサーバー/メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

「通知内容の設定」欄で、必要な項⽬を設定し、 設定する をクリックする

メール通知の設定項⽬

項⽬ 説明

通知するデヂエのURLを変更す
る

メール通知するデヂエのURLを変更する場合は、チェックを⼊れ、変更する
URLを⼊⼒します。
URLの変更をやめる場合は、チェックを外します。
⼊⼒するURLは省略せずにすべて⼊⼒してください。

「デヂエのアクセスURL」
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データをバックアップする

データをバックアップ／リストアします。

データが破損したときや、誤って必要なデータを削除してしまったときのためにデータのバックアップを取る事をお勧め
します。

データのバックアップや最適化などの作業は、メンテナンス時間を設定するなど、ユーザーが「デヂエ」
にアクセスしない時間帯に⾏ってください。ユーザーの操作中にバックアップ作業を⾏うと、操作前まで
のデータしか保存されないなど、データに差分が⽣じる場合があります。

「メンテナンス時間を設定する」

データをバックアップする
データをリストアする

データをバックアップする

データをバックアップします。

バックアップするディレクトリ／ファイルを、外部媒体（磁気テープ／CD-R／MO／別のハードディスク等）に⼿動で
コピーしてバックアップを⾏います。

バックアップするディレクトリは次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/dze/data 以下すべてのファイル
例) C:\Inetpub\scripts\cbdb\dze\data 以下

(インストールディレクトリ)/dze/file 以下すべてのファイル
例) C:\Inetpub\scripts\cbdb\dze\file 以下

上記ディレクトリをバックアップすることで、ライブラリおよび「デヂエ」で管理しているユーザー／ラ
イセンス情報など、すべての情報をバックアップできます。

利⽤中の「デヂエ」のファイル構成を確認する
「ファイル構成について」

メンテナンス時間を設定する
「メンテナンス時間を設定する」

必要なデータを、外部媒体などにコピーする

メンテナンス時間を解除する
「メンテナンス時間を解除する」

データをリストアする

バックアップしたファイルをリストア（復旧）します。
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バックアップファイルを利⽤し、サーバーが異常終了した場合などにデータの復旧を⾏います。また、特定のライブラリ
だけを復旧することも可能です。

データをリストアしても、バックアップ以降に変更したデータは復旧されません。このため、バックアッ
プ以降に追加したライブラリが閲覧できなかったり、削除したライブラリが⼀覧に表⽰されたりなど、
データに不整合が⽣じる可能性があります。特定のライブラリに異常がある場合は、ライブラリ単位での
リストアをお勧めします。

データベースファイルの修復について
「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、もう⼀⽅のデータベースファイ
ルから復旧できます。ユーザーの各動作が正常に終了されなかった場合は、次のエラー画⾯が表⽰され、

開始する をクリックするとデータベースファイルを⾃動的に修復します。ただし、添付ファイルは修
復されません。

リストア後の動作確認で、「401データファイルを開けません」と表⽰された場合は、次のよくあるご質
問を参照してください。

『「エラー番号︓401 データファイルを開けません」が表⽰されます（Windows版）』
『「エラー番号︓401 データファイルを開けません」が表⽰されます。（Linux版）』

システム全体をリストアする
特定のライブラリを利⽤中のデヂエにリストアする

システム全体をリストアする

システム全体を利⽤中のデヂエにリストアする
システム全体を他のサーバーにインストールしたデヂエにリストアする

システム全体を利⽤中のデヂエにリストアする

メンテナンス時間を設定する
メンテナンス時間を設定する

バックアップ元でバックアップファイルをコピーし、リストア先の該当のディレ
クトリをリネームして、バックアップデータと置き換える
ファイル構成を確認し、バックアップしたディレクトリと同じ位置にデータをリネームして置き換え
ます。

リストア先のディレクトリをリネームする例︓
(インストールディレクトリ)/dze/data → (インストールディレクトリ)/dze/data_bak
(インストールディレクトリ)/dze/file → (インストールディレクトリ)/dze/file_bak
バックアップファイルを置き換える例︓
(インストールディレクトリ)/dze配下にバックアップファイルを配置します。
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data(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/dze/data(バックアップ
ファイル)
file(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/dze/file(バックアップファ
イル)

ファイル構成

メンテナンス時間を解除する
(インストールディレクトリ)/dze/data/以下にあるmaint ファイルを削除して、メンテナンス時間
を解除します。

メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動してデヂエにアクセスし、動作確認する
次の項⽬を確認します。

バックアップした状態のデータを、正常に閲覧または表⽰できる。
正常にデータを登録または変更できる。

システム全体を他のサーバーにインストールしたデヂエにリストアする

他のサーバーにデヂエをインストールする
インストールマニュアル

メンテナンス時間を設定する
メンテナンス時間を設定する

バックアップ元でバックアップファイルをコピーし、リストア先に移⾏する
ファイル構成を確認し、バックアップしたディレクトリと同じ位置に次のデータを移⾏してくださ
い。

バックアップファイル

(インストールディレクトリ)/dze/data ディレクトリ
(インストールディレクトリ)/dze/file ディレクトリ

↓  上書き  ↓

移⾏先のディレクトリ

(インストールディレクトリ)/dze/ ディレクトリ

ファイル構成

メンテナンス時間を解除する
(インストールディレクトリ)/dze/data/以下にあるmaint ファイルを削除して、メンテナンス時間
を解除します。

メンテナンス時間を解除する

Webブラウザーを起動してデヂエにアクセスし、動作確認する
次の項⽬を確認します。

バックアップした状態のデータを、正常に閲覧または表⽰できる。
正常にデータを登録または変更できる。

特定のライブラリを利⽤中のデヂエにリストアする

リストアするディレクトリおよびデータは次のとおりです。
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(インストールディレクトリ)/dze/data/db/(ライブラリ ID).dbm 以下すべてのファイル
例︓
C:\Inetpub\scripts\cbdb\dze\data\db\10.dbm
ファイルフィールドにファイルを添付している場合は、次のデータもあわせてリストアしてくださ
い。

(インストールディレクトリ)/dze/file/DB/(ライブラリ ID)以下のディレクトリおよびファイル
例︓
C:\Inetpub\scripts\cbdb\dze\file\DB\10 以下

⽬的のライブラリの「ライブラリ ID」を確認する
「各ライブラリの設定(ライブラリの情報／ライブラリ管理者／運⽤切替)を変更する」

メンテナンス時間を設定する
「メンテナンス時間を設定する」

バックアップ元で⽬的のライブラリのバックアップファイルをコピーし、リスト
ア先の該当ファイルをリネームして、バックアップデータを置き換える
ファイル構成を確認し、⽬的のライブラリのデータのみ、バックアップしたディレクトリと同じ位置
にデータをリネームして置き換えます。

リストア先のディレクトリをリネームする例︓
(インストールディレクトリ)/dze/data/db/10.dbm → (インストールディレクトリ)/dze
/data/db/10.dbm_bak
ファイルフィールドにファイルを添付している場合は、次のデータもあわせてリネームしてく
ださい。
(インストールディレクトリ)/dze/file/DB/10 → (インストールディレクトリ)/dze/file/DB
/10_bak
バックアップファイルを置き換える例︓
(インストールディレクトリ)/dze/data/db配下にバックアップファイルを配置します。

10.dbm(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/dze/data/db
/10.dbm(バックアップファイル)
ファイルフィールドにファイルを添付している場合は、次のデータもあわせてリストア
してください。
(インストールディレクトリ)/dze/file/DB配下にバックアップファイルを配置します。
10(バックアップファイル) → (インストールディレクトリ)/dze/file/DB/10(バックアッ
プファイル)

ファイル構成

メンテナンス時間を解除する
(インストールディレクトリ)/ dze/data/以下にあるmaint ファイルを削除して、メンテナンス時間
を解除します。

「メンテナンス時間を解除する」

Webブラウザーを起動してデヂエにアクセスし、動作確認する
次の項⽬を確認します。

バックアップした状態のデータを、正常に閲覧または表⽰できる。
正常にデータを登録または変更できる。
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ファイル構成

「デヂエ」のファイル構成について説明します。

現在インストールされているサーバーの環境は、「システム実⾏環境の診断」画⾯の
DocumentRoot／Dir欄で確認できます。

「システムの実⾏環境を確認する」

「デヂエ」をインストールすると、インストール時に設定したCGIディレクトリ／ドキュメントルート
ディレクトリの下に、次のような構成でファイルが保管されます。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合は、「Office 8」のCGIディレクトリ／ドキュメントルート
ディレクトリの下に、保管されます。

CGIディレクトリ
ドキュメントルートディレクトリ

CGIディレクトリ

<インストール識別⼦>
├ db.exe (Linux 版 は db.cgi)  「デヂエ」の実⾏ファイル
├ ReadmeDezie.txt  「デヂエ」の説明ファイル
├ LicenseDezie.txt  「デヂエ」の試⽤許諾書
├ cb5
│ └ module
│ └  dezie  「Office 」で使⽤しているアプリケーションの情報
│  ※「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」のみ
└ dze

└ data ライブラリ格納⽤ディレクトリ
│ ├ db.odb  「デヂエ」で扱うライブラリ情報ファイル
│ ├ dbuser.odb  「デヂエ」で扱うユーザー情報ファイル
│ ├ syslog.odb  「デヂエ」で扱うシステムログファイル
│ ├ db ライブラリ⽤ファイル格納ディレクトリ
│ │ └ ライブラリ ID.dbm  ライブラリファイル
│ └ users 個⼈設定⽤ファイル格納ディレクトリ
│ └ ユーザー ID.odb  「デヂエ」の個⼈設定情報ファイル
├ page テンプレート⽤ディレクトリ
│ └ *.html  各テンプレートファイル
├ file ファイルフィールドで登録したファイルが格納されるディレクトリ
│ └ DB
│ └ logs ライブラリログが保存されるディレクトリ
│ └ ライブラリ ID
│ └ logYYYYMMDD.csv  ライブラリログファイル

│  ※ライブラリログを削除する場合は、このライブラリログファイルを削除し
てください。

├ log ※現状使⽤していません
├ tmp アップロードしたファイルの⼀時格納⽤ディレクトリ
└ session ユーザーのセッション情報の管理に使⽤するディレクトリ
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dataディレクトリ以下の「.mrr」ファイルは⾃動修復のためのファイルです。

「データベースファイルの修復について」

ライブラリファイル（ライブラリ ID.dbm）は、1ライブラリに 1ファイル作成されます。ライブラリID
はライブラリ情報に記載されています。

各フォルダ以下の.htaccessファイルは、Webサーバー（Apache）で使⽤するWebサーバーの動作を制御
するためのファイルです。

ドキュメントルートディレクトリ

cbdb8 「デヂエ」で使われる画像ファイルとdtd ファイルが格納されるディ
レクトリ

Windows版の初期設定は C:\InetPub\wwwroot\cbdb8 になります。
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