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Windows環境

インストールする
「デヂエ 8」をインストールする
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインス
トールする

バージョンアップする
最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8
plus デヂエ」にバージョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「デヂエ 8」にバー
ジョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「サイボウズ Office
8 plus デヂエ」にバージョンアップする

アンインストールする

Linux環境

インストールする
「デヂエ 8」をインストールする
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインス
トールする

バージョンアップする
最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8
plus デヂエ」にバージョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「デヂエ 8」にバー
ジョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「サイボウズ Office
8 plus デヂエ」にバージョンアップする

アンインストールする

インストールマニュアル ⽬次

「デヂエ」のインストール／バージョンアップ／アンインストール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。

簡単インストールガイド

インストールから使⽤するまでの流れ
システム管理者の作業
ライブラリ管理者の作業
ユーザーの作業

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使⽤するまでの流れ

インストールの前に

インストールの前に確認すること

その他

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」について
サーバー／ドライブを移⾏する
外部公開時の注意点
トラブルシューティング
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インストールから使⽤するまでの流れ

「デヂエ」をインストールしてから使⽤するまでの流れを、システム管理者・ライブラリ管理者・ユーザーの作業に分けて
説明します。

システム管理者の作業
ライブラリ管理者の作業
ユーザーの作業

システム管理者の作業

システム管理者は、はじめにサーバーに「デヂエ」をインストールします。
続いて、初期設定としてユーザー／グループの設定やシステム管理者の設定を⾏います。

動作環境を確認する
『製品情報』の「動作環境」

「デヂエ」のインストーラーをダウンロードする
「Office 8」と連携して「デヂエ」を使⽤する場合︓
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」のインストーラーをダウンロードします。
その他の「サイボウズ Office」パッケージ版と連携して「デヂエ」を使⽤する場合︓
「デヂエ」のインストーラーをダウンロードします。

『ダウンロード』

「デヂエ」をサーバーにインストールする
「インストールする（Windows版）」 
「インストールする（Linux版）」

初期設定をする
システム設定マニュアル

ライブラリ管理者の作業

ライブラリ管理者は、各ユーザーが使⽤するライブラリを作成します。

ライブラリを追加する
「ライブラリを追加する」

フィールドを設定する
「フィールドを設定する」

基本設定で使⽤する機能を設定する
「絞り込みを設定する」 「集計を設定する」 「リレーションを設定する」
「メール通知を設定する」 「関連リンクを設定する」 「メール読み込みを設定する」
「レコードコピーを設定する」 「RSS通知を設定する」 「レコードコメントを設定す

る」
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ライブラリビュー（画⾯の表⽰⽅法）を設定する
「レコード⼀覧ビューを設定する」
「フィールドレイアウトを設定する」
「デフォルトビューを設定する」

デザイン・メニューを設定する
「画⾯のデザインを変更する」
「ヘッダ・フッタの表⽰を変更する」
「メニューに表⽰する項⽬を変更する」

アクセス権を設定する
「アクセス権を設定する」

ユーザーの作業

各ユーザーは、ライブラリに登録されているデータを閲覧したり、レコードを登録したりします。

「デヂエ」にログインする
※ログイン前ユーザーの操作が許可されている場合は、ログイン操作なしで「デヂエ」を使⽤できま
す。

「ログインする」

個⼈設定を変更する（任意）
「個⼈設定を変更する」

ライブラリ／レコードを閲覧する
「ライブラリ／レコードを閲覧する」

レコードを登録する
「レコードを登録する」
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「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使⽤するまでの流れ

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使⽤するまでの流れを説明します。
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」に関する注意事項や詳細は、次のページを参照してください。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」について

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使⽤するには、「サイボウズ Office 8」が必要です。

その他の「サイボウズ Office」パッケージ版をお使いの場合、「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」に関
する操作は不要です。

最新の「サイボウズ Office」パッケージ版にバージョンアップする場合は、次のページを参照してくださ
い。

Office 10︓バージョンアップ（Windowsの場合）
Office 10︓バージョンアップ（Linuxの場合）

使⽤中のサイボウズ Officeのバージョンが「Office 8」であることを確認する

使⽤中のデヂエを「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする
すでにデヂエをお使いの場合に必要な操作です。

「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする（Windows 環境）」
「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする（Linux 環境）」

使⽤中の「デヂエ」をアンインストールする
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インストールの前に確認すること

「デヂエ」をインストールする前に、次の項⽬を確認してください。

インストール前の確認項⽬

項⽬ 説明

動作環境

貴社のサーバー／ネットワーク環境が動作環境に含まれているかどうかを確認してくだ
さい。

『製品情報』の「動作環境」

inode64のファイルシステムで構築した環境では動作しません。
必ずファイルシステムのinodeを確認してください。
ファイルシステムを確認する⽅法は、次のページを参照してください。

よくあるご質問︓Linuxのファイルシステムの確認⽅法を教えてください。

利⽤形態

お客様の利⽤形態を確認してください。

「デヂエ」のみを使⽤する

「Office 8」と連携して「デヂエ」を使⽤する

「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」について」

その他「サイボウズ Office」のパッケージ版と連携して「デヂエ」を使⽤する

Webサーバー
Webサーバーがインストールされているか／起動しているかを確認してください。

「対応しているWebサーバーについて」

インストーラー

最新版のインストーラーをダウンロードしているかどうかを確認してください。

「デヂエ」のみを使⽤する場合︓
「デヂエ」のインストーラーをダウンロードします。

「Office 8」と連携して「デヂエ」を使⽤する場合︓
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」のインストーラーをダウンロードします。

その他「サイボウズ Office」のパッケージ版と連携して「デヂエ」を使⽤する場
合︓
「デヂエ」のインストーラーをダウンロードします。

『ダウンロード』

サーバーの⽇時
製品をインストールするサーバーに設定されている⽇時が正しいかどうかを確認してく
ださい。
※⽇時が正しく設定されていないと、製品が正常に動作しない可能性があります。

ドライブの空き容量
インストール先のドライブの空き容量が⼗分か確認してください。
※インストール先のドライブには、20,000,000byte (約20MB) 以上の空き領域が必要
です。
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アプリケーションやプロセ
スの起動

製品をインストールするサーバーで、アプリケーションやプロセスなどが起動していな
いかどうかを確認してください。
※インストール作業は、サーバーを再起動し、すべてのアプリケーションやプロセスを
終了してから⾏ってください。起動しているアプリケーションやプロセスの状況によっ
ては、インストールが正常に⾏われない場合があります。

管理者権限
ローカルのAdministrator権限（Windows環境の場合）、または Root権限（Linux環境
の場合）で、インストールするサーバーにログインしているかどうかを確認してくださ
い。

「デヂエ 6.0」以降はSun Cobalt版には対応していません。

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

バージョンアップ時の注意点

バージョンアップ前の製品で、画⾯デザインを「Office 6デザイン」に設定しているライブラリが登
録されている場合、「デヂエ 8」にバージョンアップすると、画⾯デザインが「緑(デフォルト)」に
切り替わります。

バージョンアップ後に⾃動的にデータコンバートが実⾏されます。このため、現在使⽤している「デ
ヂエ」または「DBメーカー」のデータを最新版の「デヂエ」で使⽤できます。

Office 10とユーザー情報連携をする場合の注意

Office 10とユーザー情報連携をする場合は、必ずデヂエをバージョン 8.1.0以降にしてから連携し
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。
詳細は、次のよくあるご質問を確認してください。

『「Office 10」と「デヂエ」でユーザー情報連携できますか︖』

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に全⾓が使⽤され
ていない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」

無償バージョンアップについて
「デヂエ」の年間ライセンスの有効期間内、または「DBメーカー」の度数が残っている場合は、バージョ
ンアップは無償で⾏えます。

『継続購⼊価格』

対応しているWebサーバーについて
「デヂエ」が対応している Web サーバーは次のとおりです。
Webサーバーとは、Webブラウザーからの要求に応じてHTTPデータ (サイトのデータ) を提供するサー
バーソフトです。

対応Webサーバー
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OS Webサーバー インストール⼿順

Windows

IIS 10.0 「IIS 10.0のインストール」

IIS 8.5 「IIS 8.5のインストール」

IIS 8.0 「IIS 8.0のインストール」

Linux Apache 2.x －

サンプルデータについて
「デヂエ」をインストールすると、数⼈のユーザーや数件のライブラリがあらかじめ登録されています。
登録されているユーザーを使⽤して、これらのデータを参照したり機能を試したりできます。
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インストールする

Windows環境に「デヂエ」をインストールします。

お客様の利⽤形態により、インストーラーおよびインストール⽅法が異なります。
利⽤形態を確認し、該当するインストール作業を実施してください。

「デヂエ」のみを使⽤する場合︓
 → 「デヂエ 8」をインストールする

「Office 8」と連携して「デヂエ」を使⽤する場合︓
 → 「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする

その他「サイボウズ Office」のパッケージ版と連携して「デヂエ」を使⽤する場合︓
 → 「デヂエ 8」をインストールする

「デヂエ 8」をインストールする
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする

「デヂエ 8」をインストールする

インストール準備が整っているかどうかを確認する
「インストール前に確認すること」
「対応しているWebサーバーについて」

ダウンロードしたインストーラー「cbdz-st-8.x.x-windows.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

次へ をクリックする
インストールを中⽌する場合は、 キャンセル をクリックします。
すでに同じサーバーに「デヂエ」がインストールされている場合は、複数の製品をインストールするかどうかの画⾯が
表⽰されます。

「製品の複数インストールについて」
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試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約書に同意します」を選択し、 次へ
をクリックする
試⽤許諾契約書に同意しない場合は、 キャンセル をクリックし、インストールを中⽌します。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

インストール識別⼦を確認し、 次へ をクリックする
通常はインストール識別⼦を変更する必要はありません。ただし、複数の「デヂエ」をインストールする場合は、イン
ストールごとに別の識別⼦を設定する必要があります。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る  をクリックします。

「インストール識別⼦とは」
Web サーバーがインストールされていない場合は、Webサーバーをあわせてインストールするかどうかの画⾯が表⽰
されます。

「Webサーバーのインストールについて」

CGI ディレクトリを確認し、 次へ をクリックする
通常はCGIディレクトリを変更する必要はありません。変更する場合は 参照.. をクリックして、CGIディレクトリ
を指定します。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
最初に設定されているCGI実⾏ディレクトリは、使⽤しているWebサーバーにより異なります。

「CGIディレクトリとは」 「ディレクトリの変更について」
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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。

ドキュメントルートディレクトリを確認し、 次へ をクリックする
通常はドキュメントルートディレクトリを変更する必要はありません。変更する場合は 参照.. をクリックして、ド
キュメントルートディレクトリを指定します。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
最初に設定されているドキュメントルートディレクトリは、使⽤している Web サーバーにより異なります。

「ドキュメントルートディレクトリとは」 「ディレクトリの変更について」

設定を確認し、 インストール をクリックする
インストールが始まります。
設定を変更する場合は、 戻る をクリックします。
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                       ↓

完了 をクリックする

OK をクリックする
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利⽤開始 をクリックする
「デヂエ」の初回アクセス画⾯と「README」が表⽰された場合、インストールは正常に終了しています。
「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、「「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合」を参照して
ください。

「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合
インストール終了後に「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、Web ブラウザーを起動し、
「デヂエ」にアクセスします

デヂエのアクセスURL

Webサーバー アクセスURL

IIS

http://(サーバーのIPアドレスまたはサーバー名）/scripts/（イン
ストール識別⼦）/db.exe?
  例）サーバーのIPアドレスが「192.168.1.1」、インストール識別
⼦が「cbdb」の場合
    http://192.168.1.1/scripts/cbdb/db.exe?
  例）サーバーのサーバー名が「bozuman.co.jp」、インストール識
別⼦が「cbdb」の場合
    http://bozuman.co.jp/scripts/cbdb/db.exe?

「「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合」の操作を⾏っても「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表
⽰されない場合は、次の項⽬を確認します。

サーバーのIPアドレスまたはサーバー名、ディレクトリ名、ファイル名などが正しく⼊⼒されている
か

CGI を実⾏できるディレクトリを指定しているか

仮想ディレクトリの設定は正しいか
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『トラブルシューティング』

『仮想ディレクトリーの作成⽅法』

インストール識別⼦とは
1台のサーバーに複数の「デヂエ」をインストールする場合に指定する、個々の「デヂエ」を識別するた
めの⽂字列です。
使⽤できる⽂字は、「A-Z」「a-z」「0-9」「-,()$!_'.+」です。先頭または末尾に「.」は使⽤できませ
ん。インストール識別⼦は、20⽂字以内で設定してください。
インストール識別⼦は、アクセスURLの⼀部に使⽤されます。

CGI ディレクトリとは
製品の実⾏ファイルが保存されるディレクトリです。CGIディレクトリに指定したディレクトリの下にイ
ンストール識別⼦と同じディレクトリ（インストールディレクトリ）が作成され、このディレクトリに製
品の実⾏ファイルが保存されます。

ドキュメントルートディレクトリとは
製品の画像ファイルなどが保存されるディレクトリです。ドキュメントルートディレクトリで指定した
ディレクトリの下に「cbdb8」という名前のディレクトリが作成され、このディレクトリに製品の画像
ファイルなどが保存されます。ホームディレクトリとも呼びます。
ドキュメントルートディレクトリを変更すると、製品の画⾯に正しく画像が表⽰されない場合がありま
す。

製品の複数インストールについて
1つのサーバーに複数の「デヂエ」をインストールする場合は、インストール開始時に次の画⾯が表⽰さ
れます。「この製品の新しいコピーをインストールする」を選択し、インストール作業を実⾏すると、1
つのサーバーに複数の「デヂエ」をインストールできます。複数の「デヂエ」をインストールする場合
は、すでにインストールしている「デヂエ」で使⽤しているインストール識別⼦とは異なる識別⼦を設定
してください。

Web サーバーのインストールについて
次のいずれかに該当する場合は、Webサーバー（Apache）をあわせてインストールするかどうかを確認
する画⾯が表⽰されます。

Webサーバーがインストールされていない。

すでにインストールしているWebサーバーを停⽌している。

Webサーバーのポート番号が80番から変更されている。
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デヂエ 8は、WebサーバーにApacheを使⽤したサポートを2017年12⽉末で終了します。
いいえ をクリックし、インストールをキャンセルし、⼿順1に戻り、IISのWebサーバーの設定が完了

しているかどうかを確認してから、再度インストールを実施してください。

ディレクトリの変更について
CGI ディレクトリ／ドキュメントルートディレクトリを変更する場合は、 参照.. をクリックして表⽰
される「フォルダの選択」画⾯では、変更するCGI ディレクトリ／ドキュメントルートディレクトリを選
択して、 OK をクリックします。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする

インストール準備が整っているかどうかを確認する
「インストール前に確認すること」 「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」について」

ダウンロードしたインストーラー「cbdz-of-8.x.x-windows.exe」をダブルクリックする
インストーラーが起動します。

次へ をクリックする
インストールを中⽌する場合は、 キャンセル ををクリックします。
すでに同じサーバーに「デヂエ」がインストールされている場合は、複数の製品をインストールするかどうかの画⾯が
表⽰されます。

「製品の複数インストールについて」
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試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「試⽤許諾契約書に同意します」を選択し、 次へ
をクリックする
試⽤許諾契約書に同意しない場合は、 キャンセル をクリックし、インストールを中⽌します。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。

連携するサイボウズ（R）Officeを選択し、 次へ をクリックする
インストール識別⼦・CGI実⾏ディレクトリは、選択した「Office」と同じ識別⼦・ディレクトリになります。
1 つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る  をクリックします。

「インストール識別⼦とは」 「CGIディレクトリとは」
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ドキュメントルートディレクトリを確認し、 次へ をクリックする
通常はドキュメントルートディレクトリを変更する必要はありません。変更する場合は 参照.. をクリックして、ド
キュメントルートディレクトリを指定します。
1 つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る をクリックします。
最初に設定されているドキュメントルートディレクトリは、使⽤している Web サーバーにより異なります。

「ドキュメントルートディレクトリとは」 「ディレクトリの変更について」

設定を確認し、 インストール をクリックする
インストールが始まります。
設定を変更する場合は、 戻る をクリックします。
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                       ↓

完了 をクリックする
「README」が表⽰された場合、インストールは正常に終了しています。

連携先の「Office 8」にアクセスし、 利⽤開始 をクリックする
連携先の「Office 8」にアクセスし、アプリケーションメニューの デヂエをクリックして、「デヂエ」の初回ア

クセス画⾯が表⽰されることを確認します。
「デヂエ」の初回アクセス画⾯と「README」が表⽰された場合、インストールは正常に終了しています。
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「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、「「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合」を参照して
ください。
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バージョンアップする

Windows環境にインストールされている「デヂエ」をバージョンアップします。

バージョンアップ作業は、ユーザーから製品へのアクセスが⾏われない状態で⾏ってください。

「(インストールディレクトリ)/dze/page」は、バージョンごとに書き換えられるため、バックアップす
る必要はありません。
「(インストールディレクトリ)/dze/page」ディレクトリには、製品のテンプレートファイルが格納され
ています。バージョンアップ後に旧バージョンのテンプレートファイルを戻すと、正常に動作しない可能
性があります。バージョンアップ後は、「(インストールディレクトリ)/dze/page」ディレクトリを戻さ
ないようにしてください。

お客様の利⽤形態により、インストーラーおよびインストール⽅法が異なります。利⽤形態を確認し、該
当するインストーラーをダウンロードしてください。

Office 10とユーザー情報連携をする場合は、必ずデヂエをバージョン 8.1.0以降にしてから連携してくだ
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。
詳細は、次のよくあるご質問を確認してください。

『「Office 10」と「デヂエ」でユーザー情報連携できますか︖』

最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「デヂエ 8」にバージョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする

最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする

最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップします。

リモートサービスを使⽤している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利⽤製品を
更新する必要があります。
製品のみバージョンアップすると、リモートサービス経由でアクセスした場合に、画像やアイコンが表⽰
されなくなる場合があります。

リモートサービス︓サイボウズ製品を更新する

インストール環境を確認する
「インストールの前に確認すること」

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。

ユーザーの「デヂエ」へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、「デヂエ」でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーから「デヂエ」へ
のアクセスが⾏われない状態でバージョンアップを⾏ってください。

『システム設定マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する」
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「デヂエ」のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを⾏ってください。
バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(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/file/

『システム設定マニュアル』「データをバックアップする」

ダウンロードした最新版の「  cbdz-st-8.x.x-windows.exe」 をダブルクリックする
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をバージョンアップする場合は、「  cbdz-of-8.x.x-windows.exe」をダブル
クリックします。
インストーラーが起動します。

「 下で選択した製品をアップデートする」を選択し、バージョンアップする製品を選択してか
ら、 次へ  をクリックする

次へ  をクリックする

試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「 試⽤許諾契約書に同意します」を選択し、 次へ
をクリックする
試⽤許諾契約に同意しない場合は、 キャンセル  をクリックし、インストールを中⽌します。
1つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る  をクリックします。
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設定を確認し、 インストール  をクリックする
バージョンアップが始まります。
1 つ前の⼿順に戻る場合は、 戻る  をクリックします。

完了  をクリックする
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メンテナンス時間を解除する
メンテナンス時間の解除の操作は、⼿順2と同じWebブラウザーで⾏ってください。

『システム設定マニュアル』の「メンテナンス時間を解除する」

動作を確認する
Webブラウザーを起動して「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

「デヂエ 6」以前の製品から「デヂエ 8」にバージョンアップする

リモートサービスを使⽤している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利⽤製品を
再登録する必要があります。
製品のみバージョンアップすると、画像やアイコンが表⽰されなくなる場合があります。

リモートサービス︓利⽤製品を管理する（サイボウズ製品の場合）

バージョンアップ準備が整っているかどうかを確認する
「インストール前に確認すること」 「バージョンアップ時の注意点」

バージョンアップ前の製品のインストールディレクトリとインストール識別⼦を確認する
インストールディレクトリとインストール識別⼦は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認
できます。

メンテナンス時間を設定し、製品へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーか
ら製品へのアクセスが⾏われない状態でデータのバックアップ作業を⾏ってください。
※メンテナンス時間の設定は、「デヂエ 4.0」以降に搭載された機能です。
※「デヂエ 3.0」以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順4に進んでください。

バージョンアップ前の製品のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを⾏ってください。
バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。
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(インストールディレクトリ)/data ディレクトリ

(インストールディレクトリ)/file ディレクトリ

「デヂエ 8」を上書きインストールする
新規にインストールする場合と同様の⼿順（⼿順2〜6）を実⾏してください。
バージョンアップ前の製品を使⽤している環境のインストール識別⼦／CGI ディレクトリを設定します。

「「デヂエ 8」をインストールする」

はい  をクリックする
バージョンアップを中⽌する場合は、 いいえ をクリックし、インストールを中⽌します。

OK  をクリックする

引き続き、「デヂエ 8」を上書きインストールする
新規にインストールする場合と同様の⼿順（⼿順7〜9）を実⾏してください。
バージョンアップ前の製品を使⽤している環境のインストールディレクトリを設定します。

「「デヂエ 8」をインストールする」

Web ブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし、
データをコンバートする
「デヂエ」のデータコンバート画⾯と「README」が表⽰された場合、バージョンアップは正常に終了しています。
データコンバート画⾯へのアクセスは、⼿順3と同じWebブラウザーで⾏ってください。
コンバート時のアクセスURLの例
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）/scripts/cbdb/db.exe?page=DBConvert
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※cbdbの部分はインストール識別⼦になります。

コンバート結果を確認し、 ホームへをクリックする
コンバート内容の詳細については、「コンバート内容について」を参照してください。

メンテナンス時間を解除する
「デヂエ」にアクセスできる状態に戻すため、メンテナンス時間を解除します。
メンテナンス時間の解除の操作は、⼿順3と同じWebブラウザーで⾏ってください。
※「デヂエ 3.0」以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順12に進んでください。

動作確認を⾏う
Web ブラウザーを起動して「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

コンバート中には、他のユーザーが「デヂエ」にアクセスしても、「コンバート処理中」のメッセージが
表⽰され、「デヂエ」を使⽤できません。

コンバート内容について

「デヂエ 6」から「デヂエ 8」へのデータコンバートでは、バージョン番号のみ変更されます。

「デヂエ 6」以前の製品から「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする

バージョンアップ前の製品が、ユーザー情報を連携していない場合は、バージョンアップ後はアクセス権
などの設定が無効になります。無効になる設定については、「ユーザー情報連携で無効になる設定につい
て」を参照してください。ただし、バージョンアップ前の製品が、連携先の「サイボウズ Office」とユー
ザー情報を連携している場合は、すべての設定を引き継いだままバージョンアップ後の製品を使⽤できま
す。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップした場合は、製品のアクセスURLが変更になり
ます。バージョンアップ作業後、製品を使⽤する各ユーザーにアクセスURLの変更を連絡してください。

リモートサービスを使⽤している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利⽤製品を
再登録する必要があります。
製品のみバージョンアップすると、画像やアイコンが表⽰されなくなる場合があります。

リモートサービス︓利⽤製品を管理する（サイボウズ製品の場合）

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする
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「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする」

バージョンアップ前の製品のdataフォルダとfileフォルダを、⼿順１でインストールした「サイ
ボウズ Office 8 plus デヂエ」に上書きコピーする

バージョンアップ前の製品のフォルダ

(インストールディレクトリ)/data ディレクトリ

(インストールディレクトリ)/file ディレクトリ

↓  上書き  ↓

⼿順１でインストールした「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」のフォルダ

(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

実⾏する をクリックし、データをコンバートする

コンバート結果を確認し、 ホームへ をクリックする
コンバート内容の詳細については、「コンバート内容について」を参照してください。

次に、設定内容を確認する>> をクリックする

連携する をクリックする

動作確認を⾏う
Web ブラウザーを起動して「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

バージョンアップ前の製品をアンインストールする
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アンインストールする

Windows環境にインストールされている「デヂエ」をアンインストールします。

アプリケーションを削除したあとに、必要に応じてデータを削除してください。

アンインストールする前に、データをバックアップ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」

削除したデータを、元に戻すことはできません。くれぐれもご注意ください。誤って削除してしまった場
合、弊社ではサポート致しかねます。あらかじめご了承ください。

アンインストールは、Administratort権限のあるユーザーで⾏ってください。

「デヂエ」をインストールしたときに、あわせてApacheをインストールしている場合は、Apacheを別途
アンインストールする必要があります。

アプリケーションを削除する
データを削除する

アプリケーションを削除する

「デヂエ」の実⾏ファイルなど、アプリケーションを削除します。

Windowsのスタートメニューから、「設定」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加
と削除」の順に選択する

アンインストールする「サイボウズ(R) デヂエ ８」または｢サイボウズ Office 8 plus デヂエ｣
を選択し、 変更と削除  をクリックする
複数の「デヂエ」をインストールしている場合は、アンインストールする「デヂエ」を選択してください。

はい をクリックして、アンインストールを開始する
アンインストールを中⽌する場合は、 いいえ をクリックします。
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完了 をクリックする
これでアンインストールは終了です。

データを削除する

アプリケーションを削除したあとに、不要になったデータを⼿動で削除します。

アプリケーションを削除したあとに、不要になったデータを⼿動で削除してください。
削除するデータは、次のとおりです。

（ドキュメントルートディレクトリ）¥cbdb8 以下の全ファイルと全フォルダ

（CGIディレクトリ）¥（インストール識別⼦） 以下の全ファイルと全フォルダ

（ドキュメントルートディレクトリ）は、使⽤しているWebサーバーの種類によって、初期設定が異なり
ます。

各Webサーバーのドキュメントルートディレクトリ

Webサーバー ドキュメントディレクトリ

IISの場合 C:¥InetPub¥wwwroot¥cbdb8

Apache 2.2.xの場
合

C:¥ProgramFiles¥ApacheSoftwareFoundation¥Apache2.2¥htdocs¥cbdb8

（CGIディレクトリ）は、使⽤している Web サーバーの種類によって、初期設定が異なります。

各WebサーバーのCGIディレクトリ

Webサーバー CGIディレクトリ

IISの場合 C:¥InetPub¥scripts¥（インストール識別⼦）

Apache 2.2.xの場合 C:¥ProgramFiles¥ApacheSoftwareFoundation¥Apache2.2¥cgi-
bin¥（インストール識別⼦）

「デヂエ」を複数インストールしている場合、すべての「デヂエ」をアンインストールしないときは、
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（ドキュメントルートディレクトリ）¥cbdb8 以下のファイルとフォルダは削除しないでください。使⽤
中の「デヂエ」の画⾯が正しく表⽰されなくなります。

ドキュメントルートディレクトリやインストールディレクトリ（（CGIディレクトリ）¥（インストール識
別⼦））は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯で確認できます。

ドキュメントルートディレクトリ︓「DocumentRoot」欄に表⽰されています。

インストールディレクトリ︓「Dir」欄に表⽰されています。

「システムの実⾏環境を確認する」
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インストールする

Linux環境に「デヂエ」をインストールします。

お客様の利⽤形態により、インストーラーおよびインストール⽅法が異なります。
利⽤形態を確認し、該当するインストール作業を実施してください。

「デヂエ」のみを使⽤する場合︓
 → 「デヂエ 8」をインストールする

「Office 8」と連携して「デヂエ」を使⽤する場合︓
 → 「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする

その他「サイボウズ Office」のパッケージ版と連携して「デヂエ」を使⽤する場合︓
 → 「デヂエ 8」をインストールする

Linux版のインストールにはLinuxコマンドを使⽤します。Linuxシェル環境での作業経験がない場合は、
サーバー（Linux）のシステム管理者に協⼒を依頼してください。

「デヂエ 8」をインストールする
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする

「デヂエ 8」をインストールする

インストール準備が整っているかどうかを確認する
「インストール前に確認すること」

スーパーユーザーでログインする
su コマンドで、root権限でログインします。（" -" を付けてください）

# su -

ダウンロードしたインストーラー「cbdz-st-8.x.x-linux.bin」を適当なディレクトリに保存
し、そのディレクトリに移動する
例） /tmpにインストーラーを保存した場合

# cp cbdz-st-8.x.x-linux.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbdz-st-8.x.x-linux.bin」を実⾏する

# sh cbdz-st-8.x.x-linux.bin

⽇本語が表⽰されたら、「Y」を⼊⼒し、Enterキーを押す
「この⽇本語が正しく表⽰されている場合はYを⼊⼒してください。」の部分が⽂字化けしている場合は、英語表⽰
モードでインストールしてください。「N」を⼊⼒してからEnterキーを押してください。

この⽇本語が正しく表⽰されている場合はYを⼊⼒してください。
If you cannot read the above Japanese text, type 'N'.
[Y] / [N] :

EnterキーまたはSpaceキーを押して、製品の試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「Y」
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を⼊⼒して、Enterキーを押す
試⽤許諾契約書に同意しない場合は、「N」を⼊⼒してからEnterキーを押して、インストールを中⽌します。

試⽤許諾契約書に同意しますか?

[Y](はい) / [N](いいえ) :

インストール識別⼦を確認し、Enterキーを押す
通常はインストール識別⼦を変更する必要はありません。何も⼊⼒せずにEnterキーを押します。ただし、複数の「デ
ヂエ」をインストールする場合は、インストールごとに別の識別⼦を設定する必要があります。

「インストール識別⼦とは」

===================== インストール識別⼦の設定 ======================
インストール識別⼦を設定してください。
インストール識別⼦は製品がインストールされるディレクトリの名前になります。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「cbdb」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
旧バージョンの製品からバージョンアップする場合
使⽤中の製品と同じインストール識別⼦を設定してください。
インストール識別⼦は、実⾏ファイル(db.cgi)が保存されているディレクトリの名前です。
例︓/var/www/cgi-bin/cbdb/db.cgiの場合
   インストール識別⼦は「cbdb」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[cbdb]:

CGI ディレクトリを確認し、Enterキーを押す
通常はCGIディレクトリを変更する必要はありません。何も⼊⼒せずにEnterキーを押します。
設定するCGIディレクトリは、使⽤しているWebサーバーにより異なります。

「CGIディレクトリとは」

======================= CGIディレクトリの設定 =======================
CGIディレクトリを設定してください。
指定したディレクトリの下に、インストール識別⼦と同じ名前のディレクトリが作成されます。

このディレクトリに製品の実⾏ファイルがインストールされます。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「/var/www/cgi-bin」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
旧製品からバージョンアップする場合

使⽤中の製品と同じCGIディレクトリを設定してください。
CGIディレクトリは、実⾏ファイル(db.cgi)が保存されているディレクトリのひとつ上の階層のディ レクトリです。
例︓/var/www/cgi-bin/cbdb/db.cgiの場合
   CGIディレクトリは「/var/www/cgi-bin」です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[/var/www/cgi-bin]:

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。

ドキュメントルートディレクトリを確認し、Enterキーを押す
通常はドキュメントルートディレクトリを変更する必要はありません。何も⼊⼒せずにEnterキーを押します。
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設定するドキュメントルートディレクトリは、使⽤しているWebサーバーにより異なります。

「ドキュメントルートディレクトリとは」

===================== ドキュメントルートディレクトリの設定
=====================
ドキュメントルートディレクトリを設定してください。
指定したディレクトリの下に、「cbdb8」という名前のディレクトリが作成されます。

このディレクトリに製品の画像ファイルなどがインストールされます。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「/var/www/html」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

[/var/www/html]:

Web サーバーの実⾏ユーザー名を確認し、Enterキーを押す
通常は、Web サーバーの実⾏ユーザー名には「apche」を設定するため、何も⼊⼒せずEnterキーを押します。
Webサーバーの実⾏ユーザー名を変更する場合は、実⾏ユーザー名を⼊⼒し、Enterキーを押します。

「Webサーバーの実⾏ユーザーとは」

=================== Webサーバーの実⾏ユーザー名の設定 ===================
Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「apache」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

[apache]:

インストールの設定を確認し、問題がなければ「Y」を⼊⼒してEnterキーを押す
インストールが始まります。
設定を変更する場合は「N」を⼊⼒してからEnterキーを押します。

===================== インストールの設定の確認 =====================
インストールの設定を確認してください。

インストール識別⼦:               cbdb
CGIディレクトリ:                 /var/www/cgi-bin
ドキュメントルートディレクトリ:         /var/www/html
WEBサーバーの実⾏ユーザー名:       apache
アンインストールの実⾏ファイル:       /var/www/cgi-bin/cbdb/uninstall_cbdb

インストールする製品
サイボウズ(R) デヂエ 8
この設定でインストールします。よろしいですか︖

[Y](はい) / [N](いいえ) :

インストールが完了したら、試⽤許諾契約書とREADMEの保存場所を確認する

===================== インストールの終了の確認 =====================
インストールが正常に終了しました。
使⽤する前にREADMEを読んでください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
試⽤許諾契約書とREADMEの保存先は次のとおりです。

試⽤許諾契約書 : /var/www/cgi-bin/cbdb/LICENSEDEZIE
README     : /var/www/cgi-bin/cbdb/READMEDEZIE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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Webブラウザーで次のURLにアクセスしてください。

http://(サーバーのIPアドレス、またはホスト名)/(CGIディレクトリ)/(インストール識別⼦)/db.cgi
例)http://webserver.cybozu.co.jp/cgi-bin/cbdb/db.cgi
例)http://10.10.203.55/cgi-bin/cbdb/db.cgi

「デヂエ」にアクセスし、動作確認する
Web ブラウザーを起動し、「デヂエ」にアクセスします。初回アクセス画⾯が表⽰されれば、インストールは正常に
終了しています。
「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、「「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合」を参照
してください。

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

利⽤開始 をクリックする
「デヂエ」の初回アクセス画⾯と「README」が表⽰された場合、インストールは正常に終了しています。
「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、「「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合」を参照して
ください。

「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合
「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合」の操作を⾏っても「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰
されない場合は、次の項⽬を確認します。

サーバーのIPアドレスまたはサーバー名、ディレクトリ名、ファイル名などが正しく⼊⼒されている
か

CGIを実⾏できるディレクトリを指定しているか

仮想ディレクトリの設定は正しいか

『トラブルシューティング』

『仮想ディレクトリーの作成⽅法』

製品の複数インストールについて
1つのサーバーに複数の「デヂエ」をインストールする場合は、⼿順 7で、すでにインストールしている
「デヂエ」で使⽤している識別⼦とは異なる識別⼦を⼊⼒し、インストール作業を実⾏すると、1つの
サーバーに「デヂエ」の製品をインストールできます。

Webサーバーの実⾏ユーザーとは
次のコマンドでWebサーバーの起動ユーザー名を確認できます。
例）Web サーバープロセス名がhttpdの場合

> ps aux | grep httpd
nobody 5235 0.0 1.9 540 576 ?? I  30Nov99  0:00.25 httpd

結果の最初の項⽬に表⽰されるのが、Webサーバーの起動ユーザー名です。
例の場合はnobodyが、 Webサーバーの起動ユーザー名です。
※rootもユーザー名として表⽰されることがありますが、 rootは起動ユーザー名として設定しないでくだ
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さい。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする

インストール準備が整っているかどうかを確認する
「インストール前に確認すること」 「「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」について」

スーパーユーザーでログインする
suコマンドで、root権限でログインします。（" -" を付けてください）

# su -

ダウンロードしたインストーラー「cbdz-of-8.x.x-linux.bin」を適当なディレクトリに保存
し、そのディレクトリに移動する
例） /tmp にインストーラーを保存した場合

# cp cbdz-of-8.x.x-linux.bin /tmp
# cd /tmp

インストーラー「cbdz-of-8.x.x-linux.bin」を実⾏する

# sh cbdz-of-8.x.x-linux.bin

⽇本語が表⽰されたら、「Y」を⼊⼒し、Enterキーを押す
「この⽇本語が正しく表⽰されている場合はYを⼊⼒してください。」の部分が⽂字化けしている場合は、英語表⽰
モードでインストールしてください。「N」を⼊⼒してからEnterキーを押してください。

この⽇本語が正しく表⽰されている場合はYを⼊⼒してください。
If you cannot read the above Japanese text, type 'N'.
[Y] / [N] :

「Office 8」のバージョンとインストールディレクトリを確認し、Enterキーを押す
⼿順1で「Office 8」のバージョンとインストールディレクトリを確認している場合は、そのままEnterキーを押しま
す。
インストールを中⽌する場合は、「Q」を⼊⼒してからEnterキーを押してください。

=================== インストール前の確認 ===================
サイボウズ（R） Office 8 plus デヂエは、サイボウズ(R) Office 8と組み合わせて使⽤します。
この製品はサイボウズ(R) Office 8のインストールディレクトリにインストールされます。

また、この製品を使⽤するには、バージョン8.0以上のサイボウズ(R) Office 8がインストールされている必要があ
ります。

サイボウズ(R) Office 8のバージョンとインストールディレクトリを確認してください。
確認したあとに[Enter]キーを押してください。

[Enter](次へ) / [Q](中⽌) :

EnterキーまたはSpaceキーを押して、製品の試⽤許諾契約書を確認し、同意する場合は「Y」
を⼊⼒し、Enterキーを押す
試⽤許諾契約書に同意しない場合は、「N」を⼊⼒してからEnterキーを押して、インストールを中⽌します。

試⽤許諾契約書に同意しますか?

[Y](はい) / [N](いいえ)

インストールディレクトリを設定し、Enterキーを押す
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「Office 8」のインストールディレクトリが「/var/www/cgi-bin/cbag」の場合は、何も⼊⼒せずにEnterキーを押し
ます。
⼿順1で確認したインストールディレクトリが「/var/www/cgi-bin/cbag」と異なる場合は、確認した「Office 8」と
同じディレクトリを指定して、Enterキーを押します。

「CGIディレクトリとは」

===================== インストールディレクトリの設定 =====================
インストールディレクトリを設定してください。

このディレクトリに製品の実⾏ファイルがインストールされます。
組み合わせて使⽤するサイボウズ(R) Office 8と同じディレクトリを設定してください。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「/var/www/cgi-bin/cbag」が設定されます。

[/var/www/cgi-bin/cbag]:

ドキュメントルートディレクトリを確認し、Enterキーを押す
「Office 8」のドキュメントルートディレクトリが「/var/www/html」の場合は、何も⼊⼒せずにEnterキーを押しま
す。
⼿順1で確認したドキュメントルートディレクトリが「/var/www/html」と異なる場合は、確認した「Office 8」と同
じディレクトリを指定して、Enterキーを押します。

「ドキュメントルートディレクトリとは」

===================== ドキュメントルートディレクトリの設定
=====================
ドキュメントルートディレクトリを設定してください。
指定したディレクトリの下に、「cbdb8」という名前のディレクトリが作成されます。

このディレクトリに製品の画像ファイルなどがインストールされます。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「/var/www/html」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

[/var/www/html]:

Webサーバーの実⾏ユーザー名を確認し、Enterキーを押す
通常は、Webサーバーの実⾏ユーザー名には「apche」を設定するため、何も⼊⼒せずEntreキーを押します。
Webサーバーの実⾏ユーザー名を変更する場合は、実⾏ユーザー名を⼊⼒し、Enterキーを押します。

「Webサーバーの実⾏ユーザーとは」

=================== Webサーバーの実⾏ユーザー名の設定 ===================
Webサーバーの実⾏ユーザー名を設定してください。

なにも⼊⼒せずに[Enter]キーを押すと、「apache」が設定されます。
通常は変更する必要はありません。

[apache]

設定した内容を確認し、問題がなければ「Y」を⼊⼒してEnterキーを押す
バージョンアップを中⽌する場合は「N」を⼊⼒してEnterキーを押します。

===================== インストールの設定の確認 =====================
インストールの設定を確認してください。

インストールディレクトリ:               /var/www/cgi-bin/cbag
ドキュメントルートディレクトリ:            /var/www/html
WEBサーバーの実⾏ユーザー名:         apache
アンインストールの実⾏ファイル:          /var/www/cgi-bin/cbag/uninstall_cbag_cbdz
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インストールする製品
サイボウズ Office 8 plus デヂエ
この設定でインストールします。よろしいですか︖

[Y](はい) / [N](いいえ) :

インストールが完了したら、試⽤許諾契約書とREADMEの保存場所を確認する

===================== インストールの終了の確認 =====================
インストールが正常に終了しました。
使⽤する前にREADMEを読んでください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
試⽤許諾契約書とREADMEの保存先は次のとおりです。

試⽤許諾契約書 : /var/www/cgi-bin/cbag/LICENSEDEZIE
README     : /var/www/cgi-bin/cbag/READMEDEZIE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Webブラウザーで次のURLにアクセスしてください。

http://(サーバーのIPアドレス、またはホスト名)/(インストールディレクトリ)/db.cgi
例)http://webserver.cybozu.co.jp/cgi-bin/cbag/db.cgi
例)http://10.10.203.55/cgi-bin/cbag/db.cgi

連携先の「Office 8」にアクセスし、 利⽤開始 をクリックする
連携先の「Office 8」にアクセスし、アプリケーションメニューの デヂエをクリックして、「デヂエ」の初回ア

クセス画⾯が表⽰されることを確認します。
「デヂエ」の初回アクセス画⾯と「README」が表⽰された場合、インストールは正常に終了しています。
「デヂエ」の初回アクセス画⾯が表⽰されない場合は、 「「デヂエ」のアクセス画⾯が表⽰されない場合」 を参照し
てください。
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バージョンアップする

Linux環境にインストールされている「デヂエ」をバージョンアップします。

バージョンアップ作業は、ユーザーから製品へのアクセスが⾏われない状態で⾏ってください。

「(インストールディレクトリ)/dze/page」は、バージョンごとに書き換えられるため、バックアップす
る必要はありません。
「(インストールディレクトリ)/dze/page」ディレクトリには、製品のテンプレートファイルが格納され
ています。バージョンアップ後に旧バージョンのテンプレートファイルを戻すと、正常に動作しない可能
性があります。バージョンアップ後は、「(インストールディレクトリ)/dze/page」ディレクトリを戻さ
ないようにしてください。

お客様の利⽤形態により、インストーラーおよびインストール⽅法が異なります。利⽤形態を確認し、該
当するインストーラーをダウンロードしてください。

Office 10とユーザー情報連携をする場合は、必ずデヂエをバージョン 8.1.0以降にしてから連携してくだ
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。
詳細は、次のよくあるご質問を確認してください。

『「Office 10」と「デヂエ」でユーザー情報連携できますか︖』

最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「デヂエ 8」にバージョンアップする
「デヂエ 6」以前の製品から「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする

最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする

最新版の「デヂエ 8」／「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップします。

リモートサービスを使⽤している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利⽤製品を
更新する必要があります。
製品のみバージョンアップすると、リモートサービス経由でアクセスした場合に、画像やアイコンが表⽰
されなくなる場合があります。

リモートサービス︓サイボウズ製品を更新する

インストール環境を確認する
「インストール前に確認すること」

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。

ユーザーの「デヂエ」へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、「デヂエ」でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーから「デヂエ」へ
のアクセスが⾏われない状態でバージョンアップを⾏ってください。

『システム設定マニュアル』の「メンテナンス時間を設定する」
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「デヂエ」のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを⾏ってください。
バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(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/file/

『システム設定マニュアル』の「データをバックアップする」

「デヂエ 8」を上書きインストールする
新規にインストールする場合と同様の⼿順（⼿順2〜8）を実⾏してください。
バージョンアップ前の製品を使⽤している環境のインストール識別⼦／CGI ディレクトリを設定します。

「「デヂエ 8」をインストールする」

「Y」を⼊⼒し、Enter キーを押す
バージョンアップを中⽌する場合は、「Q」を⼊⼒してEnterキーを押し、インストールを中⽌します。

指定したディレクトリには、旧バージョンの製品がインストールされています。
サイボウズ(R) デヂエ 8 をインストールすると、これらの製品は使⽤できなくなります。

サイボウズ(R) デヂエ 8 をこのディレクトリにインストールしますか︖

[Y](インストール) / [N](インストール識別⼦を変更) / [Q](インストールを中⽌) :

引き続き、「デヂエ 8」を上書きインストールする
新規にインストールする場合と同様の⼿順（⼿順9〜12）を実⾏してください。
バージョンアップ前の製品を使⽤している環境のドキュメントルートディレクトリ／Webサーバーの実⾏ユーザー名
を設定します。

「「デヂエ 8」をインストールする」

メンテナンス時間を解除する
メンテナンス時間の解除の操作は、⼿順2と同じWebブラウザーで⾏ってください。

『システム設定マニュアル』の「メンテナンス時間を解除する」

動作を確認する
Webブラウザーを起動して「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

ログイン画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

「デヂエ 6」以前の製品から「デヂエ 8」にバージョンアップする

リモートサービスを使⽤している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利⽤製品を
再登録する必要があります。
製品のみバージョンアップすると、画像やアイコンが表⽰されなくなる場合があります。

リモートサービス︓利⽤製品を管理する（サイボウズ製品の場合）

バージョンアップ準備が整っているかどうかを確認する
「インストール前に確認すること」 「バージョンアップ時の注意点」
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バージョンアップ前の製品のインストールディレクトリとインストール識別⼦を確認する
インストールディレクトリとインストール識別⼦は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯の「Dir」欄で確認
できます。

メンテナンス時間を設定し、製品へのアクセスを⼀時的に中⽌する
データベースファイルの破損を防ぐために、バージョンアップ前の製品でメンテナンス時間を設定するか、ユーザーか
ら製品へのアクセスが⾏われない状態でデータのバックアップ作業を⾏ってください。
※メンテナンス時間の設定は、「デヂエ 4.0」以降に搭載された機能です。
※「デヂエ 3.0」以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順4に進んでください。

バージョンアップ前の製品のデータファイルをバックアップする
バージョンアップの直前には必ず、データファイルのバックアップを⾏ってください。
バックアップの対象となるデータは、次のとおりです。

(インストールディレクトリ)/data ディレクトリ

(インストールディレクトリ)/file ディレクトリ

「デヂエ 8」を上書きインストールする
新規にインストールする場合と同様の⼿順（⼿順2〜8）を実⾏してください。
バージョンアップ前の製品を使⽤している環境のインストール識別⼦／CGI ディレクトリを設定します。

「「デヂエ 8」をインストールする」

「Y」を⼊⼒し、Enter キーを押す
バージョンアップを中⽌する場合は、「Q」を⼊⼒してEnterキーを押し、インストールを中⽌します。

指定したディレクトリには、旧バージョンの製品がインストールされています。
サイボウズ(R) デヂエ 8 をインストールすると、これらの製品は使⽤できなくなります。

サイボウズ(R) デヂエ 8 をこのディレクトリにインストールしますか︖

[Y](インストール) / [N](インストール識別⼦を変更) / [Q](インストールを中⽌) :

引き続き、「デヂエ 8」を上書きインストールする
新規にインストールする場合と同様の⼿順（⼿順9〜11）を実⾏してください。
バージョンアップ前の製品を使⽤している環境のインストールディレクトリを設定します。

「「デヂエ 8」をインストールする」

Web ブラウザーを起動してデータコンバート画⾯にアクセスし、 実⾏する をクリックし
て、データをコンバートする
データコンバート画⾯が表⽰された場合、バージョンアップは正常に終了しています。
データコンバート画⾯へのアクセスは、⼿順3と同じWebブラウザーで⾏ってください。
コンバート時のアクセスURLの例
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）/cgi-bin/cbdb/db.cgi?page=DBConvert
※cbdbの部分はインストール識別⼦になります。
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コンバート結果を確認し、 ホームへをクリックする
コンバート内容の詳細については、「コンバート内容について」を参照してください。

メンテナンス時間を解除する
「デヂエ」にアクセスできる状態に戻すため、メンテナンス時間を解除します。
※「デヂエ 3.0」以前の製品からバージョンアップしている場合は、⼿順11に進んでください。
メンテナンス時間の解除の操作は、⼿順3と同じWebブラウザーで⾏ってください。

動作確認を⾏う
Web ブラウザーを起動して「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

コンバート中には、他のユーザーが「デヂエ」にアクセスしても、「コンバート処理中」のメッセージが
表⽰され、「デヂエ」を使⽤できません。

コンバート内容について

「デヂエ 6」から「デヂエ 8」へのデータコンバートでは、バージョン番号のみ変更されます。

「デヂエ 6」以前の製品から「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップする

バージョンアップ前の製品が、ユーザー情報を連携していない場合は、バージョンアップ後はアクセス権
などの設定が無効になります。無効になる設定については、「ユーザー情報連携で無効になる設定につい
て」を参照してください。ただし、バージョンアップ前の製品が、連携先の「サイボウズ Office」とユー
ザー情報を連携している場合は、すべての設定を引き継いだままバージョンアップ後の製品を使⽤できま
す。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」にバージョンアップした場合は、製品のアクセスURLが変更になり
ます。バージョンアップ作業後、製品を使⽤する各ユーザーにアクセスURLの変更を連絡してください。

リモートサービスを使⽤している場合は、製品のバージョンアップ後にリモートサービス側の利⽤製品を
再登録する必要があります。
製品のみバージョンアップすると、画像やアイコンが表⽰されなくなる場合があります。

リモートサービス︓利⽤製品を管理する（サイボウズ製品の場合）

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする
「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」をインストールする」

バージョンアップ前の製品のdataフォルダとfileフォルダを、⼿順１でインストールした「サイ
ボウズ Office 8 plus デヂエ」に上書きコピーする

バージョンアップ前の製品のフォルダ

(インストールディレクトリ)/data ディレクトリ

(インストールディレクトリ)/file ディレクトリ

↓  上書き  ↓

⼿順１でインストールした「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」のフォルダ
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(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

Web ブラウザーを起動して「デヂエ」にアクセスし、 実⾏する をクリックして、データを
コンバートする

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

コンバート結果を確認し、 ホームへ をクリックする
コンバート内容の詳細については、「コンバート内容について」を参照してください。

次に、設定内容を確認する>> をクリックする

連携する をクリックする

動作確認を⾏う
Web ブラウザーを起動して「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認します。

正常に動作する

バージョンアップ前のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

画⾯下部のバージョン番号が、最新のバージョンになっている

『ユーザーマニュアル』の「ログインする」

バージョンアップ前の製品をアンインストールする
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アンインストールする

Linux環境にインストールされている「デヂエ」をアンインストールします。

アプリケーションを削除したあとに、必要に応じてデータを削除してください。

アンインストールする前に、データをバックアップ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」

削除したデータを、元に戻すことはできません。くれぐれもご注意ください。誤って削除してしまった場
合、弊社ではサポート致しかねます。あらかじめご了承ください。

アンインストールは、Root権限のあるユーザーで⾏ってください。

アプリケーションを削除する
データを削除する

アプリケーションを削除する

「デヂエ」の実⾏ファイルなど、アプリケーションを削除します。

スーパーユーザーでログインする

# su -

アンインストールする「デヂエ」のインストールディレクトリに移動する
例）インストールディレクトリに「/var/www/cgi-bin/cbdb」を指定した場合

# cd /var/www/cgi-bin/cbdb

アンインストーラー「uninstall_(インストール識別⼦)_cbdz」を実⾏する
これでアンインストールは終了です。

# ./uninstall_(インストール識別⼦)_cbdz

データを削除する

アプリケーションを削除したあとに、不要になったデータを⼿動で削除します。
削除するデータは、次のとおりです。

（ドキュメントルートディレクトリ）/cbdb8 以下の全ファイルと全フォルダ
（ドキュメントルートディレクトリ）は、使⽤しているWebサーバーの種類によって、初期設定が異なります。

（CGIディレクトリ）\（インストール識別⼦） 以下の全ファイルと全フォルダ
（CGIディレクトリ）は、使⽤しているWebサーバーの種類によって、初期設定が異なります。

「デヂエ」を複数インストールしている場合、すべての「デヂエ」をアンインストールしないときは、
（ドキュメントルートディレクトリ）/cbdb8 以下のファイルとフォルダは削除しないでください。使⽤
中の「デヂエ」の画⾯が正しく表⽰されなくなります。
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「デヂエ」のドキュメントルートディレクトリやインストールディレクトリ（（CGIディレクトリ）/（イ
ンストール識別⼦））は、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯で確認できます。

ドキュメントルートディレクトリ︓「DocumentRoot」欄に表⽰されています。

インストールディレクトリ︓「Dir」欄に表⽰されています。

「システムの実⾏環境を確認する」
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「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」について

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」は、ユーザー情報の連携や画⾯のヘッダ・フッタの表⽰などの設定を「Office 8」と
連携できるプログラムです。
デヂエを「Office 8」の1つのアプリケーションとして表⽰できます。
「Office 8」以外の「サイボウズ Office」パッケージ版には対応していません。

「Office 8」と同⼀のサーバーにインストールする必要があります。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使⽤すると、「デヂエ」側で次の機能が無効になります。
システム設定

ユーザー情報の連携

ユーザーの設定

グループの設定

ログイン⽅法の設定

ログイン前ユーザーの操作

連携認証

共有リンク

パスワードの制限（ユーザーのパスワードのみ）

ライブラリ管理

デザインの設定

ヘッダ・フッタの設定

メニューの設定（ライブラリの場所の表⽰／⾮表⽰）

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使⽤すると、「Office 8」のアプリケーションメニューに「

デヂエ」が追加されます。このアプリケーションメニューは、変更、表⽰順の変更、および削除はできま
せん。「サイボウズ Office8 plus デヂエ」をアンインストールした場合のみアプリケーションメニューか
ら削除されます。
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「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」に変更した場合は、製品のアクセスURLが変更になります。変更
後、製品を使⽤する各ユーザーにアクセスURLの変更を連絡してください。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、１年間１ライブラリを無料で使⽤できます。ただし、試⽤
期間の延⻑はできません。

デヂエから「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」への移⾏について
移⾏⼿順は、サーバー移⾏と同じ⼿順で⾏ってください。デヂエでユーザー情報を連携している場合は、
すべての設定を引き継いで「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使⽤できます。デヂエでユーザー情報
を連携していない場合は、アクセス権などの設定は無効になります。

「サーバーを移⾏する」 「ユーザー情報連携で無効になる設定について」

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」からデヂエへの移⾏について
移⾏は、サーバー移⾏と同じ⼿順で⾏ってください。

「サーバーを移⾏する」

同じサーバーのデヂエに移⾏する場合
同じサーバーのデヂエに移⾏する場合は、次の操作を⾏って、ユーザー情報を連携するかどうかを設
定します。
1. 移⾏先のデヂエにアクセスし、表⽰された画⾯で、 設定を変更する>> をクリックする

2. ユーザー情報を連携するかどうかを選択する

ユーザー情報を連携しない場合︓
「ユーザー情報を連携しない」を選択します。
アクセス権などの設定は無効になります。

同じサーバーにインストールされている、サイボウズ Officeとユーザー情報を連携する場
合︓
設定する前に、ユーザー情報を連携する際の注意点と、ユーザー情報を連携することでデヂ
エ側で無効になる設定を、次のページで確認します。

「サイボウズ Office パッケージ版と連携する場合」

ユーザー情報を連携する製品を選択し、インストールされているディレクトリを⼊⼒しま
す。
選択した製品のユーザー情報の設定を引き継いでデヂエを使⽤できます。

3. 設定内容を確認し、 設定する をクリックする

異なるサーバーのデヂエに移⾏する場合︓
異なるサーバーのデヂエに移⾏する場合は、次の操作を⾏ってからサーバー移⾏の⼿順を⾏うと、す
べての設定を引き継いでデヂエを使⽤できます。
1. 「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の製品で、次のファイルを削除する

（インストールディレクトリ）/cb5/module/Dezie
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2. 「デヂエ」にアクセスし、システム設定の ユーザー情報の連携で、「サイボウズ Office」

のユーザー情報を取り込む

「他のサイボウズ製品とユーザー情報を連携する」
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サーバー／ドライブを移⾏する

「デヂエ」を使⽤しているサーバーやドライブを移⾏する⼿順について説明します。

サーバー／ドライブを移⾏しても、新たにライセンスを購⼊する必要はありません。

データには、システム設定情報（ライセンスキーの情報）が含まれています。サーバー／ドライブを移⾏
しても、ライセンスキーを再度設定する必要はありません。

移⾏元のサーバーと移⾏先のサーバーで、2つの「デヂエ」を利⽤できます。サーバーの移⾏を⾏う前
に、移⾏先のサーバーで「デヂエ」を試⽤することも可能です。ただし、2つの「デヂエ」で使⽤してい
るデータは、統合、同期、連携することはできません。試⽤したデータまたは、これまで運⽤している
データのどちらかを削除することになります。

「デヂエ」のデータファイルはバイナリー形式のため、サーバーOS変更によるデータ変換の必要はありま
せん。Windows版で使⽤していたデータを、Linux版に移⾏して使⽤できます。

ユーザー情報連携の再設定について
ユーザー情報の連携を⾏っている「サイボウズ Office」と「デヂエ」を同時にサーバー移⾏した場合は、
各製品のインストールディレクトリを同⼀にできれば、ユーザー情報の連携を引き継いだままの移⾏が可
能です。
サーバー移⾏などにより、連携先の製品のディレクトリが変更された場合は、次の画⾯が表⽰されます。

設定を変更する >> をクリックし、ユーザー情報連携の設定を再設定してください。ユーザー情報の
連携を中⽌する場合は、アクセス権などの設定が無効になります。

別のサーバーに移⾏する場合は、移⾏作業前にユーザー情報連携の設定で、連携先のユーザー情報を取り
込むことで、アクセス権などの設定を無効にせずに「デヂエ」を使⽤しているサーバーを移⾏できます。

「ユーザー情報を連携する」

サーバーを移⾏する
ドライブを移⾏する

サーバーを移⾏する

「デヂエ」を使⽤しているサーバーを移⾏します。
はじめに、移⾏元のサーバーで次の操作を⾏ってください。

「デヂエ」の動作環境を確認する
移⾏作業を開始する前に、移⾏元のサーバーで次の項⽬を確認してください。

「デヂエ」のファイル構成

「ファイル構成」

「デヂエ」のインストールディレクトリ

50



「デヂエ」のインストールディレクトリは、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯で確
認できます。
「Dir」欄に表⽰されるディレクトリが、「デヂエ」のインストールディレクトリです。

「システムの実⾏環境を確認する」

データをバックアップする
バックアップの対象になるデータは、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

「データをバックアップする」

次に、移⾏先のサーバーで次の操作を⾏ってください。

「デヂエ」をインストールする
移⾏先のサーバーに「デヂエ」をインストールしてください。

「インストールする（Windows版）」 「インストールする（Linux版）」

「デヂエ」のデータを移⾏する
移⾏元のサーバーから、「デヂエ」の次のデータを移⾏してください。

移⾏元のデータ
(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

動作確認を⾏う
Web ブラウザーを起動して移⾏先の「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認してください

正常に動作する
移⾏元のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

最後に、移⾏元のサーバーで次の操作を⾏ってください。

「デヂエ」をアンインストールする
移⾏元のサーバーで「デヂエ」をアンインストールしてください。

「アンインストールする（Windows版）」 「アンインストールする（Linux版）」

弊社では、データの紛失等のトラブルに対する保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

Step４で記載している以外のデータを移⾏しないでください。正常にご利⽤いただけない場合がありま
す。

FTPでデータを転送する場合は、バイナリーモードで⾏ってください。

Linuxの場合、上書きコピーの作業によりファイルの所有者（owner）が変更されることがあります。
ファイルの所有者（owner）が変更されると、データを登録／変更することができなくなります。データ
を移⾏したあとに、移⾏先サーバーのファイルの所有者（owner）が、「Web サーバーを起動している
ユーザーである」ことを確認してください。

Windowsの場合、上書きコピーの作業によりアクセス権が変更されることがあります。データファイルが
アクセスできる状態になっていることを確認してください。

サーバー間のOSが異なる場合でも、コード変換などを⾏う必要はありません。
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Windowsのサーバーから、Linuxのサーバーへ移⾏する場合は、次の例を参考にデータを移⾏してくださ
い。
＜移⾏元サーバーのデータ＞

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

・ C:\InetPub\scripts\cbdb\dze\data
・ C:\InetPub\scripts\cbdb\dze\file

   ↓ 上書きコピー
＜移⾏先サーバーのディレクトリ＞
インストールディレクトリが

/home/httpd/cgi-bin/cbdb/ の場合
・ /home/httpd/cgi-bin/cbdb/dze/

ドライブを移⾏する

「デヂエ」を運⽤しているドライブとは別のドライブに、「デヂエ」を移⾏します。

「デヂエ」のデータだけを異なるドライブに移動することはできません。データを移動するときは、移動
するドライブに「デヂエ」をインストールする必要があります。

はじめに、移⾏元のドライブで次の操作を⾏ってください。

「デヂエ」の動作環境を確認する
移⾏作業を開始する前に、移⾏元のサーバーで次の項⽬を確認してください。

「デヂエ」のファイル構成

「ファイル構成」

「デヂエ」のインストールディレクトリ
「デヂエ」のインストールディレクトリは、「システム設定」の「実⾏環境の診断」画⾯で確
認できます。
「Dir」欄に表⽰されるディレクトリが、「デヂエ」のインストールディレクトリです。

「システムの実⾏環境を確認する」

データをバックアップする
バックアップの対象になるデータは、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

「データをバックアップする」

「デヂエ」をアンインストールする
移⾏元ドライブの「デヂエ」をアンインストールしてください。

「アンインストールする（Windows版）」 「アンインストールする（Linux版）」

次に、移⾏先のドライブで次の操作を⾏ってください。

「デヂエ」をインストールする
移⾏先のドライブに「デヂエ」をインストールしてください。
インストールディレクトリは、移⾏先のドライブのディレクトリを指定してください。

「インストールする（Windows版）」 「インストールする（Linux版）」

仮想ディレクトリを設定する
移⾏先のドライブに仮想ディレクトリを設定してください。

『仮想ディレクトリーの作成⽅法』
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動作確認を⾏う
Web ブラウザーを起動して移⾏先の「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する

「デヂエ」のデータを移⾏する
バックアップしたデータを移⾏してください。

移⾏元のデータ
(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

動作確認を⾏う
Web ブラウザーを起動して移⾏先の「デヂエ」にアクセスし、次の項⽬を確認してください。

正常に動作する
移⾏元のデータを、正常に閲覧／表⽰できる

弊社では、データの紛失等のトラブルに対する保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

Step２で記載している以外のデータを移⾏しないでください。正常にご利⽤いただけない場合がありま
す。

FTPでデータを転送する場合は、バイナリーモードで⾏ってください。

Linuxの場合、上書きコピーの作業によりファイルの所有者（owner）が変更されることがあります。
ファイルの所有者（owner）が変更されると、データを登録／変更することができなくなります。データ
を移⾏したあとに、移⾏先サーバーのファイルの所有者（owner）が、「Web サーバーを起動している
ユーザーである」ことを確認してください。

Windowsの場合、上書きコピーの作業によりアクセス権が変更されることがあります。データファイルが
アクセスできる状態になっていることを確認してください。

移⾏先のドライブでホームディレクトリを変更する場合は、Webサーバー側でも、ホームディレクトリの
設定を変更する必要があります。
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外部公開時の注意点

「デヂエ」は、外部に公開しているサーバーで運⽤することも可能です。
ただし、「デヂエ」⾃体には、不正なアクセスを監視する機能やデータの保護機能は搭載されていません。

「デヂエ」を外部に公開して使⽤する場合は、次のような対応を推奨します。

運⽤⾯での注意
環境⾯での注意

運⽤⾯での注意

「デヂエ」は、ユーザーとして登録されていない⼈でも使⽤できます。
インターネット上に「デヂエ」を公開する場合は、次のようにログイン前ユーザーの権限を制限しておくことを推奨しま
す。

ログイン前ユーザーの操作を許可しない

ログイン⽅法を「ログイン名を⼊⼒する」に設定する

「ログイン⽅法を設定する」

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

「システム管理者を設定する」

ログイン前ユーザーには、ライブラリおよびフォルダの作成権限を与えない
インストール直後の状態では、ログイン前ユーザーもライブラリやフォルダを作成できます。

「ユーザーの権限を設定する」

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

「ライブラリ管理者を変更する」

フォルダにアクセス権を設定する
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を設定する」

環境⾯での注意

データの保護を強く求める場合は、次の項⽬についても検討してください。

SSL 対応の Webサーバーを利⽤する

「デヂエ」にアクセスするまでに認証をかける
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