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「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「デヂエ」の「ライブラリ管理」画面へのアクセス方法について説明します。

「ライブラリ管理」画面では、ライブラリに関する各種設定を変更できます。

「レコード一覧」画面や「レコード詳細」画面を表示すると、ライブラリ管理者に設定されているユーザーのみ、画

面左上と右下に ライブラリ管理  のリンクが表示されます。ライブラリ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、ライブラリ管理のリンクは表示されません。

ライブラリ管理者としてログインする

「ライブラリ管理」画面を表示するライブラリの「レコード一覧」画面を表示する

「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」

ライブラリ管理  をクリックする

「ライブラリ管理」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

画面に表示されるアイコン別の説明は、アイコン目次から表示できます。

「アイコン目次」

「ライブラリ管理」画面にログインするためのパスワードはありません。
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ライブラリを追加する

⽬的のフォルダにライブラリを追加します

システム管理の設定により、ライブラリの作成権限がないユーザーは、ライブラリを追加できません。

フォルダ内に同じライブラリ名やサブフォルダ名がある場合、そのライブラリ名は設定できません。

ライブラリを追加する
テンプレートからライブラリを追加する
DBMファイルからライブラリを追加する
CSVファイルからライブラリを追加する

ライブラリを追加する

新規にライブラリを追加します。

「デヂエ」にログインしていない場合は、ライブラリの追加時にライブラリ管理者を設定できません。

ライブラリを追加するフォルダの「ライブラリ⼀覧」画⾯を表⽰する
「「ホーム」画⾯を閲覧する」

ライブラリを追加するをクリックする
「ライブラリの追加」画⾯が表⽰されます。

新規に追加するをクリックする
「ライブラリの追加 - Step 1/2」画⾯が表⽰されます。

ライブラリ情報を設定し、 次に、フィールドを設定する >> をクリックする
「ライブラリの追加 - Step 2/2」画⾯が表⽰されます。

ライブラリ情報の設定項⽬

項⽬ 説明

ライブラリ名 ライブラリ名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

メモ
ライブラリのメモを⼊⼒します。
書式編集機能を使⽤する場合は、「書式編集」を選択します。

「書式編集を使う」

ライブラリ管理者
ライブラリ管理者を設定します。
※「デヂエ」にログインしていない場合は、設定できません。

「候補を設定する」

フィールドを設定し、 追加する をクリックする
「ライブラリの追加完了」画⾯が表⽰されます。
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⼿順１で選択したフォルダの⼀番下にライブラリが追加されます。

フィールドの設定項⽬

項⽬ 説明

フィールド名 フィールド名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

フィールドタイプ
追加するフィールドのフィールドタイプを選択します。

「フィールドタイプの種類」

コメント（説明⽂） フィールドのコメント（説明）を⼊⼒します。

フィールドを追加する フィールドを増やす場合にクリックします。

削除する フィールドを削除する場合にクリックします。

追加したライブラリの初期設定を設定する

ライブラリの初期設定

項⽬ 説明

 基本設定を⾏う
ライブラリの基本設定を⾏います。

「ライブラリの基本設定について」

 レコード⼀覧画⾯を表⽰する
追加したライブラリの「レコード⼀覧」画⾯を表⽰します。

「ライブラリ（「レコード⼀覧」画⾯）を閲覧する」

 レコードを登録する
追加したライブラリの「レコードの新規登録」画⾯を表⽰します。

「レコードを登録する」

 詳細設定を⾏う
追加したライブラリの「ライブラリ管理」画⾯を表⽰します。

「ライブラリ管理画⾯にアクセスする」

ライブラリの基本設定について

⼿順６で、 基本設定を⾏うをクリックすると、下記の項⽬を設定できます。

設定画⾯で、 次に、○○する >> をクリックすると、次の設定画⾯が表⽰され、 設定を完了す
る をクリックすると、その時点で基本設定を完了します。

ライブラリのアイコンとデザインの選択

ライブラリのアクセス権の設定

フィールドの詳細情報の設定
追加したフィールドに「メニュー (⽂字列)」「メニュー(ユーザー)」「ラジオボタン」が含まれ
ている場合に設定します。

上記の設定は、あとで変更できます。
詳細は、次のページを参照してください。

画⾯のデザインを変更する
「ライブラリ／レコードのアクセス権を設定する」
「フィールドを設定する」
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基本設定の「ライブラリの設定 - Step 3/3」画⾯では、次の画⾯が表⽰されます。画⾯の説明を確認
し、引き続き⾏う設定のリンクをクリックしてください。

テンプレートからライブラリを追加する

テンプレートを選択し、ライブラリを追加します。

テンプレート化されたライブラリと同じライブラリ管理の設定のライブラリを追加できます。
「ライブラリをテンプレート化する」

テンプレートからライブラリを追加した場合、初期設定では「全員」がライブラリ管理者に設定されま
す。ライブラリ作成後に、まずライブラリ管理者を設定することをお勧めします。

テンプレートからライブラリを追加した場合、次の設定は無効になります。

メール読み込みの設定

「ホーム」画⾯で、 （テンプレート⼀覧）をクリックする
「「ホーム」画⾯を閲覧する」

「テンプレート⼀覧」画⾯が表⽰されます。

追加するテンプレートの ライブラリを追加する をクリックする
「ライブラリの追加」画⾯が表⽰されます。
テンプレートのライブラリ情報を確認する場合は、 （テンプレート名）をクリックします。
「テンプレート詳細」画⾯で ライブラリを追加する をクリックしても、「ライブラリの追加」画⾯を表⽰でき
ます。

ライブラリ情報を設定し、 追加する をクリックする
位置で選択したフォルダの⼀番下にライブラリが追加されます。

ライブラリ情報の設定項⽬

項⽬ 説明

ライブラリ名 ライブラリ名を⼊⼒します。

位置 ライブラリを追加するフォルダを選択します。

メモ
ライブラリのメモを⼊⼒します。
書式編集機能を使⽤する場合は、「書式編集」を選択します。

「書式編集を使う」
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「ライブラリを追加する」の⼿順３でテンプレートから追加するをクリックしても、テンプレートから
ライブラリを追加できます。

「ライブラリを追加する」

DBMファイルからライブラリを追加する

DBMファイルを読み込んで、ライブラリを追加します。

DBMファイルに書き出されたライブラリと同じライブラリ管理の設定／レコードデータのライブラリを追加できま
す。

「ライブラリデータをDBMファイルに書き出す」

DBMファイルには、レコードのデータが含まれています。このため、11 個以上レコードが登録された
DBMファイルの読み込みは、システム管理者または運⽤切替権限のあるユーザーのみ実⾏できます。

DBMファイルは、ファイル書き出し時に無効になる設定があります。
「DBMファイル書き出し時の注意点」

ライブラリを追加するフォルダの「ライブラリ⼀覧」画⾯を表⽰する
「「ホーム」画⾯を閲覧する」

ライブラリを追加するをクリックする
「ライブラリの追加」画⾯が表⽰されます

DBMファイル(*.dbm)から追加する をクリックする
「ライブラリの追加 - Step 1/2」画⾯が表⽰されます。

読み込むDBMファイルを選択し、 次に、内容を確認する >> をクリックする
「ライブラリの追加 - Step 2/2」画⾯が表⽰されます。

「ファイルを選択する」

内容を確認し、 追加する  をクリックする
⼿順１で選択したフォルダの⼀番下にライブラリが追加されます。
追加するライブラリの運⽤は、レコードが10個以下の場合は仮運⽤、11個以上の場合は本運⽤になります。

フォルダ内に同じライブラリ名やサブフォルダ名がある場合、そのライブラリ名は「(DBM ファイル
名) - (番号)」として設定されます。

CSVファイルからライブラリを追加する

CSVファイルのレコードデータを読み込むライブラリを追加します。

「デヂエ」にログインしていない場合は、ライブラリの追加時にライブラリ管理者を設定できません。

CSVファイルを読み込むときの注意点については、「CSVファイル読み込み時の注意点」を参照してく
ださい。

CSVファイルからライブラリを追加する場合、設定するフィールドに「⾃動計算」／「時間計算」／
「⾃動採番」／「⾃動ルックアップ」のフィールドタイプは選択できません。

ライブラリを追加するフォルダの「ライブラリ⼀覧」画⾯を表⽰する
「「ホーム」画⾯を閲覧する」
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ライブラリを追加する をクリックする
「ライブラリの追加」画⾯が表⽰されます

CSVファイル(*.csv)から追加する をクリックする
「ライブラリの追加 - Step 1/4」画⾯が表⽰されます。

読み込むCSVファイルを選択し、 次に、内容を確認する >> をクリックする
「ライブラリの追加 - Step 2/4」画⾯が表⽰されます。

「ファイルを選択する」

読み込むレコード情報と、先頭⾏をフィールド名とするかどうかを設定し、
次に、ライブラリ情報を設定する >>  をクリックする

「ライブラリの追加 - Step 3/4」画⾯が表⽰されます。
画⾯上部に読み込もうとしているCSVファイルの内容が最⼤で5⾏分表⽰されます。

レコード情報と先頭⾏の設定項⽬

項⽬ 説明

レコード情報 読み込むレコード情報にチェックを⼊れます。
CSVファイルに含まれていない項⽬はチェックを外します。

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

ライブラリ情報とフィールド定義を設定⼊⼒し、 次に、設定内容を確認する >>  をクリック
する
「ライブラリの追加 - Step 3/4」画⾯が表⽰されます。

「ライブラリ情報の設定項⽬」

フィールド定義の設定項⽬

項⽬ 説明

フィールド名 フィールド名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

フィールドタイプ
追加するフィールドのフィールドタイプを選択します。

「フィールドタイプの種類」

内容を確認し、 追加する  をクリックする
⼿順１で選択したフォルダの⼀番下にライブラリが追加されます。
追加したライブラリの運⽤は、レコードが10個以下の場合は仮運⽤、11個以上の場合は本運⽤になります。
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ライブラリ情報を確認／変更する

ライブラリ情報を確認／変更する

ライブラリ情報を確認する
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
レコード編集時のロック時間を変更する

ライブラリ情報を確認する

ライブラリ情報を確認します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの情報をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ライブラリの情報」画⾯が表⽰されます。

ライブラリ情報を確認する

ライブラリ情報

項⽬ 説明

ライブラリ名 ライブラリ名です。

ライブラリID ライブラリ追加時に「デヂエ」が⾃動的に付加する番号です。
ライブラリ管理者は変更できません。

位置 ライブラリが追加されているフォルダです。

メモ ライブラリのメモです。

ライブラリ管理者 ライブラリ管理者です。

作成者
ライブラリの作成者です。
ライブラリ作成者がログイン前ユーザーの場合は、作成者欄は空欄となりま
す。

作成⽇時 ライブラリの作成⽇時です。

更新⽇時 レコードの登録やライブラリ管理の設定変更など、ライブラリに変更があっ
た最終⽇時です。

レコード数 登録されているレコードの総数です。

運⽤
現在の運⽤状態が表⽰されます。
システム管理者または、運⽤切替の権限があるユーザーは、 本運⽤ ／
仮運⽤ をクリックし、ライブラリの運⽤を切り替えられます。
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ロック時間 レコードの編集時にロックする時間です。

ライブラリ情報は、「レコード⼀覧」画⾯で ライブラリの詳細をクリックしても確認できます。

ライブラリIDについて
ライブラリIDは、リレーションやレコードコピーの設定画⾯で、ライブラリ名のあとに（ID=○○）と
して表⽰されます。ライブラリの⼀覧が表⽰されるメニューでは、ライブラリはライブラリIDの昇順で
表⽰されます。

レコードコメントを書き込んだり、運⽤を切り替えたりしても、最終更新⽇時は更新されません。

ライブラリ情報を変更する

ライブラリ情報を変更します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの情報をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ライブラリの情報」画⾯が表⽰されます。

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。

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

項⽬ 説明

ライブラリ名 ライブラリ名を⼊⼒します。

位置 ライブラリが追加されるフォルダを選択します。

ライブラリ管理者
ライブラリ管理者を選択します。
「ライブラリ管理者を変更する」

メモ
ライブラリのメモを⼊⼒します。
書式編集機能を使⽤する場合は、「書式編集」を選択します。
「書式編集を使う」

レコード編集時にロックする
時間

レコードの編集時にロックする時間を選択します。
「レコード編集時のロック時間を変更する」

ライブラリの位置を変更する場合は、次の点に注意してください。

フォルダを移動した場合、移動先のフォルダのアクセス権が適⽤されます。

アクセス権限のないフォルダへは移動できません。

フォルダ内に同じライブラリ名やサブフォルダ名がある場合、そのライブラリ名には変更できません。
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ライブラリ管理者を変更する

ライブラリ管理者を変更します。

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

ライブラリ管理者から操作している本⼈を削除できません。

「デヂエ」にログインしていない場合は、ライブラリ管理者の設定を変更できません。

ライブラリ管理者は、アクセス権や閲覧権限に関わらず、ライブラリを閲覧できます。

システム管理者は、システム設定の「ライブラリ運⽤管理」でライブラリ管理者を変更できます。
『システム設定マニュアル』の「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」

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの情報をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ライブラリの情報」画⾯が表⽰されます。

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。

ライブラリ管理者欄でライブラリ管理者を変更し、 変更する  をクリックする
「候補を設定する」

レコード編集時のロック時間を変更する

レコード編集時のロック時間を変更します。

レコード編集時に、他のユーザーがレコードを編集できないようにロックする時間を設定できます。
「編集中のレコードについて」

設定したロック時間を過ぎても、レコードの編集が終了しない場合、ロック時間は解除されます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの情報をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする

「ライブラリの情報」画⾯が表⽰されます。

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。

ロック時間欄で編集ロック時間を選択し、 変更する をクリックする

レコード編集時間の初期値は、「5分間」に設定されています。

ライブラリ管理者は、本設定に関わらず、ロックを解除できます。
「編集中のロックを解除する」
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ライブラリを削除する

追加されているライブラリを削除します。

削除したライブラリは、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。

「ライブラリをテンプレート化する」  「レコードデータをCSVファイルに書き出す」

「ライブラリデータをDBMファイルに書き出す」

ライブラリを削除すると、ライブラリに登録されているレコードのデータやライブラリ管理の設定内容もすべて削除

されます。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの入出力/削除 → ライブラリの削除 の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「ライブラリの削除」画面が表示されます。

はい をクリックする

削除する場合は、 削除する をクリックする
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ライブラリをテンプレート化する

ライブラリをテンプレート化します。

ライブラリビューや絞込などのよく使う設定があるライブラリは、ライブラリ化しておくと便利です。テンプレートからライブラリを追

加すると、テンプレートの設定が引き継がれます。

テンプレートからライブラリを追加する操作については、「テンプレートからライブラリを追加する」を参照してください。

テンプレートに関する注意点

テンプレートは、ライセンスの対象になりません。

作成するテンプレート数に上限はありません。

テンプレートからライブラリを追加すると、メール読み込みの設定は、無効になります。

テンプレートからライブラリを追加すると、ライブラリ管理者は［全員］に設定されます。

テンプレート一覧を確認する

ライブラリをテンプレート化する

テンプレートを変更する

テンプレートの表示順を変更する

テンプレートを削除する

テンプレートをDBMファイルに書き出す

テンプレート一覧を確認する

追加されているテンプレートの一覧を確認します。

テンプレートに設定されているライブラリ管理の設定は、本操作では確認できません。ライブラリ管理の設定の詳細を確認する

場合は、いったんテンプレートからライブラリを追加し、「ライブラリ管理」画面を確認してください。

「ホーム」画面で、 （テンプレート一覧） をクリックする

「テンプレート一覧」画面が表示されます。

「ホーム」画面を閲覧する

確認するテンプレートの テンプレート名 をクリックする

「テンプレートの詳細」画面が表示されます。

テンプレートの基本情報を確認する

テンプレート一覧は、ライブラリの追加権限のあるユーザーのみ閲覧できます。

ライブラリをテンプレート化する

追加されているライブラリをテンプレート化します。

DBMファイルからテンプレートを追加することもできます。

DBMファイルは、ファイル書き出し時に無効になる設定があります。
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「DBMファイル書き出し時の注意点」

ライブラリをテンプレート化する

DBMファイルからテンプレートを追加する

ライブラリをテンプレート化する

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの入出力/削除 → ライブラリのテンプレート化 の順にク

リックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「ライブラリのテンプレート化」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

「テンプレート一覧」画面の一番下にテンプレートが追加されます。

テンプレートの設定項目

項目 説明

テンプレート名 テンプレート名を入力します。

メモ

テンプレートのメモを入力します。

書式編集機能を使用する場合は、「書式編集」を選択します。

「書式編集を使う」

DBMファイルからテンプレートを追加する

「テンプレート一覧」画面で、 テンプレートを追加する をクリックする

「ライブラリ一覧を確認する」

「テンプレートの追加」画面が表示されます。

読み込むDBMファイルを選択し、 次に、内容を確認する >> をクリックする

「ファイルを選択する」

追加する をクリックする

「テンプレート一覧」画面の一番下にテンプレートが追加されます。

テンプレートを変更する
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追加されているテンプレートのテンプレート名とメモを変更します。

テンプレートの設定を変更する場合は、いったんテンプレートからライブラリを追加し、設定を変更後に再度ライブラリをテンプ

レート化する必要があります。

変更するテンプレートの「テンプレートの詳細」画面を表示する

「テンプレート一覧を確認する」

変更する をクリックする

「テンプレート情報の変更」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

「テンプレートの設定項目」

テンプレートの表示順を変更する

テンプレート一覧に表示されているテンプレートの表示順を変更します。

「テンプレート一覧」画面を表示する

「テンプレート一覧を確認する」

テンプレートの順番を変更する をクリックする

「テンプレートの順番変更」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」

テンプレートを削除する

追加されているテンプレートを削除します。

削除するテンプレートの「テンプレートの詳細」画面を表示する

「テンプレート一覧を確認する」

削除する をクリックする

「テンプレートの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

テンプレートをDBMファイルに書き出す

テンプレートをDBMファイルに書き出します。

DBMファイルに書き出す場合の注意点については、「DBMファイル書き出し時の注意点」を参照してください。

DBMファイルに書き出すテンプレートの「テンプレートの詳細」画面を表示する

「テンプレート一覧を確認する」

DBMファイルへ書き出す をクリックする

「DBMファイル(*.dbm)への書き出し」画面が表示されます。

書き出すファイル名をクリックし、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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手順3で、テンプレート名に日本語を使用している場合、正常にファイルをダウンロードできないときがあります。

この場合は、画面下のライブラリIDがファイル名になったリンクをクリックしてください。
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フィールドを設定する

フィールドを設定します。

「フィールド」を設定しても、レコード⼀覧ビューやフィールドレイアウトの表⽰する項⽬に設定していない場合は、
「レコード⼀覧」や「レコードの追加」画⾯などにフィールドは表⽰されません。

「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」

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

フィールドを追加する
フィールドをコピーする
フィールドを変更する
フィールドの順番を変更する
フィールドを削除する

フィールドを追加する

フィールドを追加します。

ライブラリ作成時や、リレーションの設定時などにフィールドを追加することもできます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 フィールドの設定をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「フィールドの設定」画⾯が表⽰されます。

フィールドを追加するをクリックする
「フィールドの追加」画⾯が表⽰されます。

追加するフィールドのフィールドタイプを選択し、 次に、フィールドの情報を設定する >>
をクリックする

フィールドタイプの種類

項⽬ 表⽰例

⽂字列（１⾏）

⽂字列（複数⾏）

URL

メニュー(⽂字列)
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メニュー(ユーザー)

ラジオボタン

チェックボックス

数値

⾃動計算
計算結果が表⽰されます。
  例) 「単価×個数」

⽇付

時刻

⽇付時刻

時間量 ⽇  時間  分  秒

時間計算
計算結果が表⽰されます。
  例) 「⽇付＋時間量」

ファイル

イメージURL
(例 : http://cybozu.co.jp/image.jpg)

⾃動採番 1ずつ加算される数値が登録されます。

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

フィールド情報を設定し、 追加する をクリックする

フィールド情報の設定項⽬

項⽬ 説明

フィールド名
フィールド名を⼊⼒します。
必須⼊⼒項⽬です。必ず⼊⼒してください。
最⼤100⽂字 (⼤⽂字・⼩⽂字を区別) まで名前を設定できます。

コメント (説明⽂) フィールドに⼊⼒する内容の補⾜や⼊⼒時の注意点など、フィールドに対する
コメントを⼊⼒します。

その他の設定
設定できる項⽬は、フィールドタイプごとに異なります。

「各フィールドタイプの設定項⽬」

すでにレコード⼀覧ビューやフィールドレイアウトを設定している場合は、フィールド追加後に次の画⾯
が表⽰されます。（フィールドをコピーしたときは、この画⾯は表⽰されません。）
追加したフィールドを表⽰する項⽬に設定する場合は、設定するレコード⼀覧ビュー／フィールドレイア
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ウトを選択し、 ←表⽰する をクリックして 設定する をクリックします。登録したビューの表⽰さ
れる項⽬の⼀番下に追加されます。

⼿順３で設定する「コメント（説明⽂）」は、⼊⼒⽂字数に制限はありません。ただし、改⾏は使⽤でき
ません。また、「レコードの登録／編集」画⾯でのみ表⽰されます。「レコードの詳細」画⾯には表⽰さ
れません。

フィールドをコピーする

フィールドをコピーして追加します。

すでに追加されているフィールドから次の設定を引き継いだフィールドを追加できます。

フィールドごとの詳細設定

アクセス権

レコード⼀覧ビュー／フィールドレイアウトの表⽰フィールドの設定

「ライブラリ管理」画⾯で、 フィールドの設定をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「フィールドの設定」画⾯が表⽰されます。

コピーするフィールドを選択し、 コピー をクリックする
フィールド⼀覧の⼀番下に、コピーしたフィールドが追加されます。

次の項⽬は、コピーしたフィールドには引き継がれません。

フィールドのレコード値

レコード⼀覧ビュー／フィールドレイアウトの書式および条件書式の設定

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

「⾃動採番」フィールドをコピーした場合は、コピー元フィールドの「次に採番される値」から採番され
ます。 また、レコードを登録するまでは各設定を変更できます。

フィールドを変更する

追加されているフィールドの設定条件を変更します。
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「ライブラリ管理」画⾯で、 フィールドの設定をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「フィールドの設定」画⾯が表⽰されます。

変更するフィールドを選択し、[変更]をクリックする
「フィールド情報の変更」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
「各フィールドタイプの設定項⽬」

フィールドタイプを変更する場合は、フィールドタイプ横の 変更する をクリックし、フィールドタイプを変更して
ください。
フィールドタイプの組み合わせにより、変更できないフィールドタイプがあります。

「フィールドタイプを変更できる組み合わせ」

「⾃動採番」フィールドは、レコードを登録するまでは各設定を変更できます。レコード追加後は、値の
前／後に付与する⽂字列は変更できません。

フィールドの順番を変更する

フィールド⼀覧の順番を変更します。

レコード⼀覧ビューやフィールドレイアウトの「（すべて）」を選択したときに表⽰されるフィールドの順番は、フィー
ルド⼀覧の表⽰順と同じ順番になります。

CSVファイルに書き出すフィールドの順番は、フィールド⼀覧の表⽰順と同じ順番になります。

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

「ライブラリ管理」画⾯で、 フィールドの設定をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「フィールドの設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更するをクリックする
「フィールドの順番変更」画⾯が表⽰されます。

順番を変更し、 変更する  をクリックする
「表⽰順を変更する」

フィールドを削除する

追加されているフィールドを削除します。

フィールドを削除すると、そのフィールドに登録されているデータも削除されます。

各機能に使⽤しているフィールドを削除すると、設定内容が変更されたり、処理を実⾏できなかったりし
ます。フィールドを削除する場合は、使⽤している機能がないかどうかを確認してください。

「ライブラリ管理」画⾯で、 フィールドの設定をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「フィールドの設定」画⾯が表⽰されます。
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削除するフィールドを選択し、［削除］をクリックする
「フィールドの削除」画⾯が表⽰されます。

削除する場合は、 はい  をクリックする

フィールドの削除時の注意点
フィールドを削除すると、削除したフィールドを使⽤している設定に影響があります。
フィールドを削除する場合は、次の設定に影響がないかを確認してください。

絞り込みの設定

集計の設定（※）

リレーションの設定（※）

メール通知の設定

メール読み込みの設定

レコードコピーの設定（※）

RSS通知の設定（※）

レコード⼀覧ビューの設定（カテゴリー形式（※）／カレンダー形式でキーとなるフィールドに設定
している場合）

フィールドレイアウトの設定

※ 各機能の設定画⾯で次のようなエラーメッセージが表⽰されます。 変更するや 削除する
  をクリックし、設定を変更／削除してください。
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変更できるフィールドタイプの組み合わせ

フィールドタイプの変更は、設定できない組み合わせがあります。

変更できるフィールドタイプの組み合わせは、次のとおりです。

変更後の

フィールド

＼

変更前の

フィールド

文

字

列

(1

行)

文

字

列

(複

数

行)

U

R

L

メ

ニュー

(文字

列)

メ

ニュー

(ユー

ザー)

ラ

ジ

オ

ボ

タ

ン

チェッ

ク

ボッ

クス

数

値

自

動

計

算

日

付

時

刻

日

付

時

刻

時

間

量

時

間

計

算

ファ

イ

ル

イ

メー

ジU

R

L

自

動

採

番

自

動

ルッ

ク

アッ

プ

文字列 (1行) ＼ ○ ○ × × × × ○ × × × × × × × ○ × ×

文字列 (複数

行)
× ＼ × × × × × × × × × × × × × × × ×

URL ○ ○ ＼ × × × × × × × × × × × × ○ × ×

メニュー (文

字列)
○ ○ ○ ＼ × ○ × × × × × × × × × ○ × ×

メニュー

(ユーザー)
○ ○ × × ＼ × × × × × × × × × × × × ×

ラジオボタン ○ ○ ○ ○ × ＼ × × × × × × × × × ○ × ×

チェックボック

ス
× × × × × × ＼ × × × × × × × × × × ×

数値 ○ ○ × × × × × ＼ × × × × × × × × × ×

自動計算 ○ ○ × × × × × ○ ＼ × × × × × × × × ×

日付 ○ ○ × × × × × × × ＼ × × × × × × × ×

時刻 ○ ○ × × × × × × × × ＼ × × × × × × ×

日付時刻 ○ ○ × × × × × × × × × ＼ × × × × × ×

時間量 ○ ○ × × × × × × × × × × ＼ × × × × ×

時間計算 ○ ○ × × × × × × × × × × × ＼ × × × ×

ファイル × × × × × × × × × × × × × × ＼ × × ×

イメージURL ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ＼ × ×

自動採番 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × ＼ ×

自動ルック

アップ
× × × × × × × × × × × × × × × × × ＼

※ 「日付」「時刻」「日付時刻」を「文字列（一行）」「文字列（複数行）」にルックアップした場合 「 yyyy/mm/dd hh:mm:ss 」 の書式に

なります。

※ 「時間量」を「文字列（一行）」「文字列（複数行）」 にルックアップした場合 「 dd:hh:mm:ss 」 の書式になります。

31



⽂字列 (1⾏) ⽂字列 (複数⾏) URL メニュー (⽂字列)
メニュー (ユーザー) ラジオボタン チェックボックス 数値
⾃動計算 ⽇付 時刻 ⽇付時刻
時間量 時間計算 ファイル イメージ URL
⾃動採番 ⾃動ルックアップ

各フィールドタイプの設定項⽬

フィールドタイプの設定項⽬について説明します。

設定項⽬は、各フィールドタイプによって異なります。

制限値、初期値、⼊⼒幅などを設定し、設定内容は「レコードの追加」「レコードの編集」「レコード⼀覧」画⾯に反映
されます。

ライブラリ内に同じフィールド名がある場合、そのフィールド名は設定できません。

使⽤するWebブラウザーによって、標準⼊⼒幅、最⼤⼊⼒⽂字数は異なります。

⽂字列（１⾏）

フィールドタイプが「⽂字列（１⾏）」の設定項⽬は、次のとおりです。

「⽂字列（１⾏）」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

⼊⼒欄の横幅

⼊⼒フィールドの横幅を設定します。
半⾓0〜999⽂字の範囲で設定できます。
初期設定では「50」です。
0または、値を設定しない場合は、使⽤するWebブラウザーの標準⼊⼒幅になります。

最⼤⼊⼒⽂字数
⼊⼒できる最⼤の⽂字数を制限します。
0〜999⽂字の範囲で設定できます。
0または、値を設定しない場合は、無制限です。

初期値
フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。
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再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

ルックアップ／リレーショ
ン／取り込むフィールド

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込むかどうかを設定します。
ルックアップ機能を使⽤する場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」に
チェックを⼊れ、使⽤するリレーション、取り込むフィールドを設定します。
※この項⽬は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表⽰されます。

⽂字列（複数⾏）

フィールドタイプが「⽂字列（複数⾏）」の設定項⽬は、次のとおりです。

「⽂字列（複数⾏）」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

⼊⼒欄の横幅
⼊⼒フィールドの横幅を設定します。
半⾓10〜100⽂字の範囲で設定できます。
初期設定では「50」です。

⼊⼒欄の縦幅
⼊⼒フィールドの縦幅を設定します。
1〜30⾏の範囲で設定できます。
初期設定では「5⾏」です。

初期値
フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。

書式編集
書式編集機能を使⽤するかどうかを設定します。
書式編集を使⽤する場合は、「書式編集を使⽤する」にチェックを⼊れてください。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

ルックアップ／リレーショ
ン／取り込むフィールド

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込むかどうかを設定します。
ルックアップ機能を使⽤する場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」に
チェックを⼊れ、使⽤するリレーション、取り込むフィールドを設定します。
※この項⽬は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表⽰されます。

URL

フィールドタイプが「URL」の設定項⽬は、次のとおりです。
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バージョン 8.0.3以降のデヂエでは、次の⽂字列から始まるURLを登録できます。

http:

https:

ftp:

file:

mailto:

「URL」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

⼊⼒欄の横幅

⼊⼒フィールドの横幅を設定します。
半⾓0〜999⽂字の範囲で設定できます。
初期設定では「50」です。
0または、値を設定しない場合は、使⽤するWebブラウザーの標準⼊⼒幅になります。

最⼤⼊⼒⽂字数
⼊⼒できる最⼤の⽂字数を制限します。
0〜999⽂字の範囲で設定できます。
0または、値を設定しない場合は、無制限です。

初期値
フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。

リンク名表⽰

「レコード⼀覧」画⾯でURLを指定した⽂字列で表⽰させるかどうかを設定します。
リンクを⽂字列にする場合は、「リンク名を表⽰する」にチェックを⼊れ、リンク名の
初期値を設定します。「レコードの登録／編集」画⾯に（リンク名）の⼊⼒欄が表⽰さ
れるようになるので、ここで⼊⼒した⽂字列がリンク表⽰されます。

例)
 URL http://xxxx.co.jp
 リンク名 凸凹株式会社
 ⇒リンク表⽰を⾏わない場合 http://xxxx.co.jp
 ⇒リンク表⽰を⾏う場合   凸凹株式会社

ウィンドウ
リンクをクリックしたときに、画⾯を別ウィンドウで表⽰するかどうかを設定します。
「リンク先を別ウィンドウで開く」にチェックを⼊れると、リンクをクリックした場
合、リンク先の画⾯を別ウィンドウで表⽰します。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」
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ルックアップ／リレーショ
ン／取り込むフィールド

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込むかどうかを設定します。
ルックアップ機能を使⽤する場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」に
チェックを⼊れ、使⽤するリレーション、取り込むフィールドを設定します。
※この項⽬は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表⽰されます。

メニュー（⽂字列）

フィールドタイプが「メニュー（⽂字列）」の設定項⽬は、次のとおりです。

「メニュー（⽂字列）」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

メニュー項⽬
選択メニューの項⽬を設定します。
項⽬は、1⾏1項⽬で⽂字列を⼊⼒します。

初期値
「メニュー項⽬」で設定した値の中から、フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。
初期設定として何も⼊⼒しないと、選択時には「--」が表⽰されます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

メニュー（ユーザー）

フィールドタイプが「メニュー（ユーザー）」の設定項⽬は、次のとおりです。

「メニュー（ユーザー）」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例
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メニュー項⽬
選択メニューの項⽬（ユーザー）を設定します。

「候補を選択する」

初期値
「メニュー項⽬」で設定した値の中から、フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。
初期設定として何も⼊⼒しないと、選択時には「--」が表⽰されます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

初期値に「（ログインユーザー）」を指定すると、レコードの登録時にログインしているユーザーの名前
が表⽰されます。ログインしていない場合は、値は表⽰されません。
また、初期値が「ログインユーザー」でログインユーザーがメニュー項⽬に含まれない場合は、「--」が
表⽰されます。

ラジオボタン
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フィールドタイプが「ラジオボタン」の設定項⽬は、次のとおりです。

「ラジオボタン」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

メニュー項⽬
選択メニューの項⽬を設定します。
項⽬は、1⾏1項⽬で⽂字列を⼊⼒します。

初期値
「メニュー項⽬」で設定した値の中から、フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。
初期設定として何も⼊⼒しないと、選択時には「--」が表⽰されます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

チェックボックス

フィールドタイプが「チェックボックス」の設定項⽬は、次のとおりです。

「チェックボックス」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

初期値
フィールドの初期値を設定します。
初期値をチェックを⼊れた状態にする場合は、チェックを⼊れます。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

数値

フィールドタイプが「数値」の設定項⽬は、次のとおりです。
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「数値」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

最⼩値
⼊⼒する数値の最⼩値を設定します。
15桁までの数値を設定できます。
⼩数点を含む数値も指定できます。

最⼤値
⼊⼒する数値の最⼤値を設定します。
15桁までの数値を設定できます。
⼩数点を含む数値も指定できます。

初期値
フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。

単位

数値の単位を設定します。
\／$／US$は、数値の前に表⽰されます。
%／円／千円／万円／百万円は、数値の後に表⽰されます。
その他の単位を設定する場合
(右で指定) を選択して、設定する単位を⼊⼒し、単位の前後表⽰を選択します。

⼩数点以下の有効な桁数
⼩数点以下の数値を有効にする場合、桁数を設定します。
0〜10桁の範囲で設定できます。初期設定では「0」です。
運⽤途中で有効な桁数を減らした場合の計算⽅法は、OSの処理に依存します。

マイナス表⽰

マイナス値の表⽰⽅法を、次の中から選択します。

-1024

△1024

▲1024

(1024)
初期設定では「-1024」です。

桁区切り
数値に桁区切りのカンマを付与します。
カンマ区切りを使⽤する場合は、「「,」を使⽤する」にチェックを⼊れます。
集計結果、各レコード⼀覧ビューにも反映されます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

ルックアップ／リレーショ
ン／取り込むフィールド

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込むかどうかを設定します。
ルックアップ機能を使⽤する場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」に
チェックを⼊れ、使⽤するリレーション、取り込むフィールドを設定します。
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※この項⽬は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表⽰されます。

初期値には、「最⼩値」「最⼤値」「⼩数点以下の有効な桁数」の各制限内の値を設定してください。

⾃動計算

⾃動計算フィールドは、編集中のフィールドより前にある数値フィールドおよび⾃動計算フィールドを使
⽤します。⾃動計算フィールドを使⽤しているときは、フィールドの表⽰順の変更や削除にご注意くださ
い。

フィールドタイプが「⾃動計算」の設定項⽬は、次のとおりです。

「⾃動計算」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例
計算結果が表⽰されます。
  例) 「単価×個数」

単位

数値の単位を設定します。
\／$／US$は、数値の前に表⽰されます。
%／円／千円／万円／百万円は、数値の後に表⽰されます。
その他の単位を設定する場合
(右で指定) を選択して、設定する単位を⼊⼒し、単位の前後表⽰を選択します。

⼩数点以下の有効な桁数

⼩数点以下の数値を有効にする場合、桁数を設定します。
0〜10桁の範囲で設定できます。初期設定では「0」です。
計算結果が⼩数以下の有効な桁数を超えたときに、切り捨て処理を⾏う場合は、「計算
結果が⼩数以下の有効な桁数を超えた場合、切り捨てる」にチェックを⼊れます。
運⽤途中で有効な桁数を減らした場合の計算⽅法は、OSの処理に依存します。

マイナスの表⽰

マイナス値の表⽰⽅法を、次の中から選択します。

-1024

△1024

▲1024

(1024)
初期設定では「-1024」です。

桁区切り
数値に桁区切りのカンマを付与します。
カンマ区切りを使⽤する場合は、「「,」を使⽤する」にチェックを⼊れます。
集計結果、各レコード⼀覧ビューにも反映されます。

計算内容

四則演算
「四則演算」を選択し、対象のフィールドと、演算内容を設定します。
対象フィールドは、フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある数値フィール
ドおよび⾃動計算フィールドから、選択できます。
定数を指定する場合、定数の⼊⼒欄に記⼊します。8桁 (⼩数点を含む場合は15桁) の数
値まで指定できます。
計算対象のフィールド値が空の場合は、「0」として計算されます。
計算対象のフィールドが削除された場合、⾃動計算フィールドの値はエラーとなりま
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す。
計算対象のフィールド値がエラーの場合、計算後のフィールド値についてもエラーとな
ります。
複数フィールドの総和
「合計(選択フィールドの総和)」を選択し、計算対象のフィールドが追加されます。
フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある数値フィールドと⾃動計算フィー
ルドから、選択できます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

⾃動計算フィールドの計算結果は、最⼤15桁まで有効です。それ以上の桁数の場合、正しい結果が表⽰さ
れないときがあります。

⾃動計算処理は、次のタイミングで⾏われます。

レコードを追加したとき

⾃動計算フィールドを新規に追加したとき
既存の全レコードにおいて⾃動計算処理が⾏われます。

数値フィールドおよび⾃動計算フィールドの設定が変更されたとき
既存の全レコードにおいて⾃動計算処理が⾏われます。

計算対象のフィールドが削除されたとき、数値フィールド・⾃動計算フィールド以外のフィールドタ
イプに変更されたとき
既存の全レコードにおいてエラー処理が⾏われます。

CSVファイルでレコードを読み込んだとき
読み込んだレコードにおいて⾃動計算処理が⾏われ、CSVファイルの値は無視されます。

⼀括編集で計算結果に影響のあるフィールドの値が変更されたとき
レコードにおいて⾃動計算処理が⾏われます。

再ルックアップで計算結果に影響のあるフィールドの値がルックアップされたとき
既存の全レコードにおいて⾃動計算処理が⾏われます。

⽇付

フィールドタイプが「⽇付」の設定項⽬は、次のとおりです。

「⽇付」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

初期値
レコードの新規登録時にあらかじめ現在の時刻が設定された状態にするかどうかを設定
します。
現在の⽇付を表⽰する場合は、「現在の⽇付を表⽰する」にチェックを⼊れます。

表⽰書式

⽇付の表⽰書式を選択します。
書式は、次の項⽬から選択できます。

2004/10/12

40



10/12

H16.10.12

平成16年10⽉12⽇

平成16年10⽉

2004年10⽉12⽇

2004年10⽉

10⽉12⽇

10⽉

⽇付

⽇付の⼊⼒を⼿動で⼊⼒するかどうかを設定します。
⽇付を直接⼊⼒する場合は、「直接⼊⼒する」を選択します。
⼊⼒例) 1970年3⽉16⽇の場合 ⇒ 1970/3/16
プルダウンメニューで設定する場合は、「プルダウンメニューで選択する」を選択しま
す。⽇付がプルダウンメニューで表⽰されます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

プルダウンメニューで選択できない範囲の⽇付時刻を⼊⼒する場合は、⽇付時刻を「直接⼊⼒する」に設
定してください。

時刻

フィールドタイプが「時刻」の設定項⽬は、次のとおりです。

「時刻」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

初期値
レコードの新規登録時にあらかじめ現在の⽇付が設定された状態にするかどうかを設定
します。
現在の時刻を表⽰する場合は、「現在の時刻を表⽰する」にチェックを⼊れます。

表⽰書式

時刻の表⽰書式を選択します。
書式は、次の項⽬から選択できます。

15:30

3:30PM
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15時30分

午後3時30分

秒表⽰
秒まで表⽰するかどうかを設定します。
秒まで表⽰する場合は、「「秒」を表⽰する」にチェックを⼊れます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

⽇付時刻

フィールドタイプが「⽇付時刻」の設定項⽬は、次のとおりです。

「⽇付時刻」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

初期値
レコードの新規登録時にあらかじめ現在の⽇時が設定された状態にするかどうかを設定
します。
現在の⽇時を表⽰する場合は、「現在の⽇時を表⽰する」にチェックを⼊れます。

表⽰書式

⽇時の表⽰書式を選択します。
書式は、次の項⽬から選択できます。

2004/10/1215:30

2004/10/123:30PM

平成16年10⽉12⽇15時30分

平成16年10⽉12⽇午後3時30分

2004年10⽉12⽇15時30分

2004年10⽉12⽇午後3時30分

10⽉12⽇15時30分

10⽉12⽇午後3時30分

秒表⽰
秒まで表⽰するかどうかを設定します。
秒まで表⽰する場合は、「「秒」を表⽰する」にチェックを⼊れます。

⽇付時刻

⽇付時刻の⼊⼒を⼿動で⼊⼒するかどうかを設定します。
⽇付時刻を直接⼊⼒する場合は、「直接⼊⼒する」を選択します。
⼊⼒例) 1970年3⽉16⽇ 15時7分の場合 ⇒ 1970/3/16 15:07
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プルダウンメニューで設定する場合は、「プルダウンメニューで選択する」を選択しま
す。⽇付時刻がプルダウンメニューで表⽰されます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

ルックアップ／リレーショ
ン／取り込むフィールド

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込むかどうかを設定します。
ルックアップ機能を使⽤する場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」に
チェックを⼊れ、使⽤するリレーション、取り込むフィールドを設定します。
※この項⽬は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表⽰されます。

プルダウンメニューで選択できない範囲の⽇付を⼊⼒する場合は、⽇付を「直接⼊⼒する」に設定してく
ださい。

時間量

フィールドタイプが「時間量」の設定項⽬は、次のとおりです。

「時間量」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例 ⽇  時間  分  秒

単位

数値の単位を設定します。
単位は、次の項⽬から選択できます。

⽇時間分秒

⽇時間分

⽇時間

⽇

時間分秒

時間分

時間

分秒

分

秒

初期値
フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。
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表⽰書式

時刻の表⽰書式を選択します。
書式は、次の項⽬から選択できます。

1:23:45:12

1⽇23時間45分12秒

1d23h35m12s
初期設定では「1:23:45:12」です。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

時間計算

時間計算フィールドは、編集中のフィールドより前にあるフィールドを使⽤します。時間計算フィールド
を使⽤しているときは、フィールドの表⽰順の変更や削除にご注意ください。

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

フィールドタイプが「時間計算」の設定項⽬は、次のとおりです。

「時間計算」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例
計算結果が表⽰されます。
  例) 「⽇付＋時間量」

計算内容

＋－計算
「＋－計算」を選択し、対象のフィールドと演算内容を設定します。
フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある、⽇付、時刻、⽇付時刻、時間量
フィールド、および時間計算フィールドから選択できます。
定数を指定する場合は、定数の⼊⼒欄に記⼊します。
複数フィールドの総和
「合計(選択フィールドの総和)」を選択し、計算対象のフィールドを追加します。
フィールドの順番が編集中のフィールドより前にある時間量フィールドと、計算結果が
時間量となる時間計算フィールドを選択できます。

単位

時間の単位を設定します。
単位は、次の項⽬から選択できます。

⽇時間分秒
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⽇時間分

⽇時間

⽇

時間分秒

時間分

時間

分秒

分
初期設定では「⽇時間分秒」です。

表⽰書式

数値の表⽰書式を選択します。
書式は、計算結果により異なります。
[⽇付]
2004/10/12、10/12、H16.10.12、平成16年10⽉12⽇、平成16年10⽉、2004年10
⽉12⽇、2004年10⽉、10⽉12⽇、10⽉
[⽇付時刻]
2004/10/1215:30、2004/10/123:30PM、平成16年10⽉12⽇15時30分、2004年10
⽉12⽇15時30分、2004年10⽉12⽇午後3時30分
[時刻]
15:30、3:30PM、15時30分、午後3時30分
[時間量]
1:23:45:12、1⽇23時間45分12秒、1d23h35m12s

「秒」表⽰
計算結果に時刻が含まれる場合に設定します。
秒まで表⽰する場合は、「「秒」を表⽰する」を選択します。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

時間計算可能なフィールドタイプの組み合わせと計算結果のフィールドタイプは、次のとおりです。

時間計算可能な組み合わせ

時間計算可能な組み合わせ 計算結果

時間量 ± 時間量 時間量

⽇付 ± 時間量 ⽇付

⽇付 ± ⽇数 ⽇付

⽇付 － ⽇付 時間量

⽇付 － ⽇付時刻 時間量

時刻 ± 時間量 時刻

時刻 － 時刻 時間量

⽇付時刻 ± 時間量 ⽇付時刻

45



⽇付時刻 ± ⽇数 ⽇付時刻

⽇付時刻 － ⽇付 時間量

⽇付時刻 － ⽇付時刻 時間量

※計算結果のフィールドタイプを「時間計算」フィールドのフィールドタイプとして、計算対象に設定す
ることもできます。

計算対象のフィールド値が空の場合、時間量フィールドは「0」として計算されますが、それ以外の計算
対象フィールド値が空の場合、時間計算フィールドの値はエラーとなります。

計算対象のフィールドが削除された場合、時間計算フィールドの値はエラーとなります。

計算対象のフィールド値がエラーの場合、計算後のフィールド値についてもエラーとなります。

ファイル

「ファイル」は、添付ファイルを設定するフィールドです。指定されたファイルをコピーしてライブラリ
の⼀部として「デヂエ」内に保存します。ファイルを変更する場合は、変更後のファイルを再度添付する
必要があります。

フィールドタイプが「ファイル」の設定項⽬は、次のとおりです。

「ファイル」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例

拡張⼦

添付ファイルに使⽤できるファイルの拡張⼦を制限します。
受け⼊れる拡張⼦を⼊⼒してください。（複数の拡張⼦を設定する場合は間に「︔ (セミ
コロン)」を⼊れます。）
何も設定しない場合はすべてのファイルの添付が可能です。

インライン表⽰

「レコード詳細」画⾯でgif形式、jpeg形式、png形式のファイルをインライン表⽰する
か設定します。
インラインで表⽰する場合は、「画像ファイル(gif, jpeg など)をインラインで表⽰す
る」にチェックを⼊れます。

縮⼩表⽰

画像ファイルを縮⼩して表⽰するかどうかを設定します。
縮⼩して表⽰する場合は、「縮⼩表⽰を⾏う」にチェックを⼊れ、幅と⾼さを⼊⼒しま
す。
縮⼩表⽰する場合は、幅・⾼さのピクセルは必須項⽬です。必ず設定してください。
幅・⾼さは、1〜 999ピクセルの範囲で設定できます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」
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使⽤するWebブラウザーによって、標準⼊⼒幅、最⼤⼊⼒⽂字数は異なります。

添付されたファイルのMIMETYPEは、ファイルの拡張⼦によって⾃動的に決定されます。

縮⼩表⽰を設定しても、リンク切れ、画像データの真偽などのチェックは⾏われません。

イメージURL

「イメージURL」は、指定されたURLに格納されている画像ファイルを参照するフィールドです。指定さ
れたURLに格納されている画像ファイルを変更した場合、「デヂエ」側でも画像が変更されるため、URL
を指定し直す必要はありません。

画像を⼀括でアップする場合や、画像が保存されるディレクトリを変更する場合は、イメージURLフィー
ルドが最適です。

フィールドタイプが「イメージURL」の設定項⽬は、次のとおりです。

「イメージURL」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例
(例 : http://cybozu.co.jp/image.jpg)

⼊⼒幅

⼊⼒フィールドの横幅を設定します。
半⾓0〜999⽂字の範囲で設定できます。
初期設定では「50」です。
0または、値を設定しない場合は、使⽤するWebブラウザーの標準⼊⼒幅になります。

最⼤⼊⼒⽂字数
⼊⼒できる最⼤の⽂字数を制限します。
0〜999⽂字の範囲で設定できます。
0または、値を設定しない場合は、無制限です。

初期値
フィールドの初期値を設定します。
ここで設定した値が、⼊⼒欄にあらかじめ設定されます。

拡張⼦

指定されたURLに格納されているファイルの拡張⼦を制限します。
受け⼊れる拡張⼦を⼊⼒してください。（複数の拡張⼦を設定する場合は間に「︔ (セミ
コロン)」を⼊れます。）
何も設定しない場合はすべてのファイルの添付が可能です。ただし、Webブラウザーが
受け⼊れるファイル形式に限ります。

縮⼩表⽰

画像ファイルを縮⼩して表⽰するかどうかを設定します。
縮⼩して表⽰する場合は、「縮⼩表⽰を⾏う」にチェックを⼊れ、幅と⾼さを⼊⼒しま
す。
縮⼩表⽰する場合は、幅・⾼さのピクセルは必須項⽬です。必ず設定してください。
幅・⾼さは、1〜999ピクセルの範囲で設定できます。

必須項⽬
⼊⼒の必須項⽬に指定するかどうかを設定します。
必須項⽬に指定する場合は、「必須項⽬である」にチェックを⼊れます。
必須項⽬は、「レコードの登録／編集」画⾯で「*」マークが付きます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
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ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

再利⽤

再利⽤時に、再利⽤する項⽬に指定するかどうかを設定します。
再利⽤項⽬に指定しない場合は、「再利⽤時に使⽤しない」にチェックを⼊れます。

「再利⽤してレコードを登録する」

ルックアップ／リレーショ
ン／取り込むフィールド

リレーションが設定された他のライブラリのデータを取り込むかどうかを設定します。
ルックアップ機能を使⽤する場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」に
チェックを⼊れ、使⽤するリレーション、取り込むフィールドを設定します。
※この項⽬は、ライブラリにリレーションが設定されている場合のみ表⽰されます。

使⽤するWebブラウザーによって、標準⼊⼒幅、最⼤⼊⼒⽂字数は異なります。

縮⼩表⽰を設定しても、リンク切れ、画像データの真偽などのチェックは⾏われません。

⾃動採番

「⾃動採番」は、レコード登録時に 1ずつ加算される数値を⾃動的に採番するフィールドです

フィールドタイプが「⾃動採番」の設定項⽬は、次のとおりです。

「⾃動採番」の設定項⽬

項⽬ 説明

表⽰例 1ずつ加算される数値が登録されます。

値の前に付与する⽂字列／
値の後に付与する⽂字列

番号の前後に固定⽂字列を⼊⼒します。

開始番号

どの番号から採番をスタートするかを設定します。
初期設定は「1」です。9桁まで登録できます。
999999999まで採番できます。999999999を超えるとレコードを登録できなくなりま
す。
「⾃動採番」フィールドの追加時には、チェックボックスで「既存のレコードにも設定
する」が表⽰されます。設定を有効にすると、登録⽇時が早い順に採番した番号が振ら
れます。

表⽰桁数
設定した桁数に対し、桁が不⾜している場合は「0」で補われます。
2〜9の範囲で設定できます。初期設定では「指定なし」です。

次に付与する番号

ライブラリ内に登録済のレコードがあり、かつ、⾃動採番フィールドの設定を変更する
場合のみ表⽰されます。
次に登録するレコードの通し番号を、どの番号からスタートするかを設定します。
設定済の通し番号より⼩さい番号は指定できません。9桁まで登録できます。

ソート
「レコード⼀覧」画⾯でレコードの並び替えを⾏う対象フィールドに指定するかどうか
を設定します。
ソートの対象フィールドに指定する場合は、「ソートを⾏う」にチェックを⼊れます。

「⾃動採番」フィールドは、CSVファイルへの書き出しは可能です。ただし、CSVファイルの読み込み時
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に上書きして更新することはできません。

レコードが削除された場合は⽋番となります。

次の状況の場合にのみ、「値の前に付与する⽂字列」「値の後に付与する⽂字列」「開始番号」「表⽰桁
数」の項⽬を変更できます。

レコード⼀括削除によって登録レコード数が0になり、レコードを登録する前まで

新規にライブラリを作成し、レコードを登録する前まで

新規に⾃動採番フィールドを作成し、レコードを登録する前まで

次のタイミングで採番した番号は初期化されます。

レコード⼀括削除によって登録レコード数が0になったとき

ライブラリをテンプレート化したとき

⾃動ルックアップ

「⾃動ルックアップ」は、リレーションが設定された他のライブラリのデータを⾃動的に取り込むタイプ
のフィールドです。

リレーションについては、「リレーションを設定する」を参照してください。

フィールドタイプが「⾃動ルックアップ」の設定項⽬は、次のとおりです。

「⾃動ルックアップ」の設定項⽬

項⽬ 説明

リレーション 取り込むフィールドのライブラリを選択します。

取り込むフィールド 取り込むフィールドを選択します。

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

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

⾃動計算／時間計算の対象として設定

CSVファイルからのデータの読み込み

メール通知の条件として指定

別の⾃動ルックアップの参照先として指定

レコードコピーのコピー元フィールド／コピー先フィールドとして設定

絞り込み／集計対象として指定したり、CSVファイルへの書き出しは可能です。

「⾃動ルックアップ」フィールドは、他フィールドの値が⾃動設定されるため、個別に設定内容を変更す
ることはできません。
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レコード⼀覧ビューを設定する

レコード⼀覧ビューを設定します。

「レコード⼀覧ビュー」を設定しても、メニューにレコード⼀覧ビューを表⽰していない場合は、「レコード⼀覧」
画⾯にレコード⼀覧ビューのメニューは表⽰されません。

「メニューに表⽰する項⽬を変更する」

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

レコード⼀覧ビューとは
「レコード⼀覧」画⾯での、フィールドの表⽰／⾮表⽰や表⽰形式の設定を「レコード⼀覧ビュー」と
呼びます。ライブラリの利⽤状況に応じて複数のビューを⽤意することもできます。
各フィールドには、⽂字や背景に⾊を付けることもできます。
レコード⼀覧ビューには、あらかじめ「（すべて）」が設定されています。「(すべて)」の場合は、登
録されている全フィールドが表⽰され、レコード情報は⾮表⽰になっています。

「レコード詳細／登録／編集」画⾯の表⽰形式は、「フィールドレイアウト」と呼びます。
「フィールドレイアウトとは」

表⽰形式について
レコード⼀覧ビューには、次の表⽰形式が⽤意されています。

表⽰形式

項⽬ 説明

レコード⼀覧形
式

レコードを 1 ⾏ずつ表⽰する形式です。
「レコード⼀覧形式」

レコード閲覧形
式

レコード詳細画⾯と同じ画⾯をカードのように表⽰する形式です。
「レコード閲覧形式」

カレンダー形式

基準となる⽇付フィールドをもとに、時系列に表⽰する形式です。レコードを
時系列に表⽰する形式（カレンダー⼀覧形式）と⽉カレンダーのように表⽰す
る形式（カレンダー表⽰形式）を切り替えられます。

「カレンダー形式」

カテゴリー形式

特定のフィールドをカテゴリーとして、レコードを分類して表⽰する形式で
す。

「カテゴリー形式」
※「カテゴリーになるフィールド」以外のフィールドでは、ソート機能を利⽤
できません。

レコード⼀覧ビューを追加する
レコード⼀覧ビューをコピーする
レコード⼀覧ビューを変更する
レコード⼀覧ビューの表⽰順を変更する
レコード⼀覧ビューを削除する
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レコード⼀覧ビューのデフォルトビューを設定する

レコード⼀覧ビューを追加する

レコード⼀覧ビューを追加します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビューの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「レコード⼀覧ビューの設定」画⾯が表⽰されます。

追加するをクリックする
「レコード⼀覧ビューの追加」画⾯が表⽰されます。

レコード⼀覧ビュー名／追加⽅法を設定し、 追加する をクリックする
「レコード⼀覧ビュー情報の変更」画⾯が表⽰されます。

レコード⼀覧ビュー名／追加⽅法の設定項⽬

項⽬ 説明

レコード⼀覧ビュー名 レコード⼀覧ビュー名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

追加⽅法

レコード⼀覧ビューの追加⽅法を選択します。
新規に追加する場合は、「新規に追加する」を選択してください。
フィールドレイアウトの設定内容をコピーして追加する場合は、「フィール
ドレイアウトの設定をコピーする」を選択し、コピーするフィールドレイア
ウトを選択してください。
※追加⽅法の設定欄は、フィールドレイアウトが追加されている場合のみ表
⽰されます。

「フィールドレイアウトの設定コピーについて」

基本項⽬を設定する

レコード⼀覧ビューの基本項⽬

項⽬ 説明

レコード⼀覧ビュー名 レコード⼀覧ビュー名を変更できます。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

表⽰形式

レコードの表⽰⽅式を選択します。
必須項⽬です。必ず選択してください。

「表⽰形式」
※カテゴリーフィールドとして設定できるフィールドが存在しない場合、
「カテゴリー形式」はメニューに表⽰されません。

各表⽰形式の詳細項⽬を設定する
設定項⽬は、選択するレコード表⽰形式により異なります。

レコード⼀覧形式の設定項⽬
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項⽬ 説明

表⽰フィールド

表⽰するフィールドを設定します。
表⽰するフィールドの追加
「表⽰させないフィールド」⼀覧から表⽰するフィールドを選択し、

←表⽰する をクリックします。
表⽰フィールドの表⽰順の変更

表⽰順を変更するフィールドを選択し、  ／  ／  ／   をクリッ
クし、表⽰順を変更する

「表⽰順を変更する」
表⽰するフィールドの削除
「表⽰させるフィールド」⼀覧から表⽰させないフィールドを選択し、

表⽰しない→ をクリックします。

閲覧・編集のアイコン表⽰
閲覧・編集・レコードコメントの表⽰をアイコン表⽰にするかテキスト表⽰
にするかを選択します。

「閲覧・編集のアイコン表⽰について」

レコード閲覧形式の設定項⽬

項⽬ 説明

横に並ぶレコード数 横に並ぶレコードの個数を選択します。
横に並ぶレコードの個数は、1個／2個／3個から選択できます。

フィールドレイアウト

使⽤するフィールドレイアウトを選択します。
表⽰項⽬の詳細は、使⽤するフィールドレイアウトの設定を変更してくださ
い。

「フィールドレイアウトを設定する」

カレンダー形式の設定項⽬

項⽬ 説明

キーとなる⽇付フィールド

キーとなる⽇付フィールドを選択します。
「カレンダー⼀覧表⽰」では、キーとなる⽇付フィールドとして設定した
フィールドが、時系列で並べるときの基準となります。
初期設定は「登録⽇時」フィールドです。

「キーとなる⽇付フィールドについて」

初期表⽰ 画⾯の初期表⽰を、カレンダー⼀覧表⽰／カレンダー表⽰から選択します。
初期設定は「カレンダー⼀覧表⽰」です。

⾒出しフィールド１／⾒出し
フィールド２

カレンダー表⽰時に、⾒出しとして表⽰されるフィールドを設定します。
⾒出しフィールドは、2 つまで設定できます。
プルダウンメニューには、対象となるフィールドのみが表⽰されます。
初期設定では「------」です。

「⾒出しフィールドについて」

カレンダー⼀覧表⽰
カレンダーの表⽰開始⽇と表⽰期間を設定します。
表⽰開始⽇は、3ヶ⽉前／2ヶ⽉前／今⽉／2ヶ⽉後／3ヶ⽉後／(⽉指定)から
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選択できます。
表⽰期間は、1 ヶ⽉ 〜 12 ヶ⽉の範囲から選択できます。
初期設定は、「今⽉」「1ヶ⽉」です。

表⽰フィールド

表⽰するフィールドを設定します。
表⽰するフィールドの追加
「表⽰させないフィールド」⼀覧から表⽰するフィールドを選択し、

←表⽰する をクリックします。
表⽰フィールドの表⽰順の変更

表⽰順を変更するフィールドを選択し、  ／  ／  ／ をクリック
し、表⽰順を変更する

「表⽰順を変更する」
表⽰するフィールドの削除
「表⽰させるフィールド」⼀覧から表⽰させないフィールドを選択し、

表⽰しない→ をクリックします。

閲覧・編集のアイコン表⽰
閲覧・編集・レコードコメントの表⽰をアイコン表⽰にするかテキスト表⽰
にするかを選択します。

「閲覧・編集のアイコン表⽰について」

カテゴリー形式の設定項⽬

項⽬ 説明

カテゴリーになるフィールド
カテゴリーになるフィールドを設定します。

「カテゴリーフィールドについて」

表⽰フィールド

表⽰するフィールドを設定します。
表⽰するフィールドの追加
「表⽰させないフィールド」⼀覧から表⽰するフィールドを選択し、 ←表
⽰する をクリックします。
表⽰フィールドの表⽰順の変更

表⽰順を変更するフィールドを選択し、  ／  ／  ／   をクリッ
クし、表⽰順を変更する

「表⽰順を変更する」
表⽰するフィールドの削除
「表⽰させるフィールド」⼀覧から表⽰させないフィールドを選択し、 表
⽰しない→ をクリックします。

閲覧・編集のアイコン表⽰
閲覧・編集・レコードコメントの表⽰をアイコン表⽰にするかテキスト表⽰
にするかを選択します。

「閲覧・編集のアイコン表⽰について」

ライブラリ内に同じレコード⼀覧ビュー名がある場合、そのレコード⼀覧ビュー名は設定できません。

レコード⼀覧ビューは、⼿順3で 追加する をクリックした時点で作成されます。

プレビュー表⽰について
設定内容が、実際のレコード⼀覧画⾯でどのように表⽰されるかをプレビューで確認できます。書式の
設定を⾏った場合は、書式の設定もプレビュー画⾯に反映されます。プレビュー画⾯は、「レコード⼀
覧ビューの設定」画⾯で プレビューをクリックすると別画⾯で表⽰されます。カレンダー形式
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は、プレビュー表⽰はできません。

書式・条件書式について
必要に応じて、各フィールドの⽂字や背景の⾊を設定できます。

「書式・条件書式を設定する」
※「レコード閲覧形式」の場合は、指定されたフィールドレイアウトの書式・条件書式を引き継ぎま
す。

フィールドレイアウトの設定コピーについて
⼿順3で「フィールドレイアウトの設定をコピーする」を選択してレコード⼀覧ビューを追加すると、
選択したフィールドレイアウトと同じ設定のレコード⼀覧ビューを追加できます。コピーされる設定は
次のとおりです。

表⽰させるフィールド

書式・条件書式の設定

アクセス権の設定

表⽰フィールドのうち「*」がついているレコード情報は、表⽰順を変更できません。常に表⽰する
フィールドの先頭に表⽰されます。

閲覧・編集のアイコン表⽰について
画⾯に表⽰される閲覧・編集・レコードコメントの表⽰をアイコン表⽰／テキスト表⽰から選択しま
す。

「アイコン表⽰」

「テキスト表⽰」

キーとなる⽇付フィールドについて
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カレンダー形式のキーとなる⽇付フィールドには、次のフィールド／フィールドタイプを設定した
フィールドを設定できます

登録⽇時

更新⽇時

⽇付フィールド

⽇付時刻フィールド

時間計算フィールド (計算結果が⽇付・⽇付時刻フィールド)

⾒出しフィールドについて
カレンダー表⽰形式の⾒出しには、次のフィールドタイプを設定したフィールドを設定できます。

⽂字列 (1 ⾏)

数値

ラジオボタン

メニュー (⽂字列)

メニュー (ユーザー)

⽇付

時刻

⽇付時刻

⾃動計算

⾃動採番

時間量

時間計算

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

カテゴリーフィールドについて
カテゴリー形式のカテゴリーになるフィールドには、次のフィールドタイプを設定したフィールドを設
定できます。

⽂字列 (1 ⾏)

URL

メニュー (⽂字列)

メニュー (ユーザー)

ラジオボタン

数値

⾃動計算

⽇付

時刻

⽇付時刻

時間量

時間計算

イメージ URL

⾃動採番
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レコード⼀覧ビューをコピーする

レコード⼀覧ビューをコピーして追加します。

すでに追加されているレコード⼀覧ビューと同じ条件のレコード⼀覧ビューを追加できます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビューの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「レコード⼀覧ビューの設定」画⾯が表⽰されます。

コピーするレコード⼀覧ビューの コピー をクリックする
レコード⼀覧ビュー⼀覧の⼀番下に、コピーしたレコード⼀覧ビューが追加されます。

「（すべて）」はコピーできません。

レコード⼀覧ビューを変更する

追加されているレコード⼀覧ビューの設定条件を変更します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビューの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「レコード⼀覧ビューの設定」画⾯が表⽰されます。

変更するレコード⼀覧ビューの 変更をクリックする
「レコード⼀覧ビュー情報の変更」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
「レコード⼀覧ビューの基本項⽬」  「レコード⼀覧形式の設定項⽬」  「レコード閲覧形式の設定項

⽬」
「カレンダー形式の設定項⽬」  「カテゴリー形式の設定項⽬」

レコード⼀覧ビューの表⽰順を変更する

レコード⼀覧ビュー⼀覧の表⽰順を変更します。

「レコード⼀覧」画⾯に表⽰されるレコード⼀覧ビューメニューの順番は、レコード⼀覧ビュー⼀覧の表⽰順と同じ
順番になります。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビューの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする
「レコード⼀覧ビューの設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更するをクリックする
「レコード⼀覧ビューの順番変更」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

56



「表⽰順を変更する」

「（すべて）」は表⽰順を変更できません。常に⼀番上に表⽰されます。

レコード⼀覧ビューを削除する

追加されているレコード⼀覧ビューを削除します。

レコード⼀覧ビューを削除すると、そのレコード⼀覧ビューに設定されたアクセス権やデフォルト
ビューの設定も削除されます。各ユーザーの最初に表⽰される画⾯などに影響が出る場合があります。
ご注意ください。

ダイレクトメニューに設定しているレコード⼀覧ビューを削除すると、ダイレクトメニューの設定が変
更されます。レコード⼀覧ビューを削除する場合は、使⽤しているダイレクトメニューがないかどうか
を確認してください。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビューの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする
「レコード⼀覧ビューの設定」画⾯が表⽰されます。

削除するレコード⼀覧ビューの 削除をクリックする
「レコード⼀覧ビューの削除」画⾯が表⽰されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

「（すべて）」は削除できません。

デフォルトビューに設定しているレコード⼀覧ビューを削除すると、「（すべて）」にデフォルト
ビューの設定が変更されます。

レコード⼀覧ビューのデフォルトビューを設定する

レコード⼀覧ビューのデフォルトビューを設定します。

ユーザー／グループごとのデフォルトビューの設定については、「デフォルトビューを設定する」を参照してくださ
い。

初期設定では、「（すべて）」がデフォルトビューに設定されています。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビューの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする
「レコード⼀覧ビューの設定」画⾯が表⽰されます。

デフォルトビュー欄の 変更するをクリックする
「デフォルトビューの設定（レコード⼀覧ビュー）」画⾯が表⽰されます。

デフォルトビューに設定するレコード⼀覧ビューを選択し、 設定する をクリックする

「（すべて）」をデフォルトビューに設定することもできます。
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フィールドレイアウトを設定する

フィールドレイアウトを設定します。

「フィールドレイアウト」を設定しても、メニューにフィールドレイアウトを表示していない場合は、「レコード一覧」画面にフィールド

レイアウトのメニューは表示されません。

「メニューに表示する項目を変更する」

フィールドレイアウトのアクセス権については、「フィールドレイアウトのアクセス権を設定する」を参照してください。

フィールドレイアウトとは

「レコード詳細／登録／編集」画面での、フィールドの表示／非表示や表示形式の設定を「フィールドレイアウト」

と呼びます。ライブラリの利用状況に応じて複数のビューを用意することもできます。

各フィールドには、文字や背景に色を付けることもできます。

フィールドレイアウトには、あらかじめ「（すべて）」が設定されています。「(すべて)」の場合は、登録されている全

フィールドが表示され、レコード情報は非表示になっています。

「レコード一覧」画面の表示形式は、「レコード一覧ビュー」と呼びます。

「レコード一覧ビューとは」

フィールドレイアウトを追加する

フィールドレイアウトをコピーする

フィールドレイアウトを変更する

フィールドレイアウトの表示順を変更する

フィールドレイアウトを削除する

フィールドレイアウトのデフォルトビューを設定する

フィールドレイアウトを追加する

フィールドレイアウトを追加します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリビューの設定 → フィールドレイアウト の順にクリックす

る

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。

追加する をクリックする

「フィールドレイアウトの追加」画面が表示されます。

フィールドレイアウト名／追加方法を入力し、 追加する をクリックする

「フィールドレイアウト情報の変更」画面が表示されます。

フィールドレイアウト名／追加方法の設定項目

項目 説明

フィールドレイアウト名
フィールドレイアウト名を入力します。

必須項目です。必ず入力してください。
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追加方法

フィールドレイアウトの追加方法を選択します。

新規に追加する場合は、「新規に追加する」を選択してください。

レコード一覧ビューの設定内容をコピーして追加する場合は、「レコード一覧ビュー

の設定をコピーする」を選択し、コピーするレコード一覧ビューを選択してください。

追加方法の設定欄は、レコード一覧ビューが追加されている場合のみ表示されま

す。

「レコード一覧ビューの設定コピーについて」

必要な項目を設定する

フィールドレイアウトの設定項目

項目 説明

フィールドレイアウト名
フィールドレイアウト名を変更できます。

必須項目です。必ず入力してください。

標準フィールド／カスタマイズ

フィールド

表示するフィールドを設定します。

表示するフィールドの追加

「表示させないフィールド」一覧から表示するフィールドを選択し、

←表示する をクリックします。

表示フィールドの表示順の変更

表示順を変更するフィールドを選択し、  ／  ／  ／  　をクリックし、表

示順を変更する

「表示順を変更する」

表示するフィールドの削除

「表示させるフィールド」一覧から表示させないフィールドを選択し、

表示しない→ をクリックします。

表示フィールドの連続表示

「表示させるフィールド」一覧から続けて表示するフィールドを選択し、

続けて表示 をクリックします。

※カスタマイズフィールドのみ設定できます。

区切り線の追加

カスタマイズフィールドの「表示させないフィールド」一覧から「－－－区切り線

－－－」を選択し、 ←表示する をクリックします。

「区切り線について」

※カスタマイズフィールドのみ設定できます。

閲覧画面のレイアウト 他の行とレイアウトをあわせるかどうかを選択します。

ライブラリ内に同じフィールドレイアウト名がある場合、そのフィールドレイアウト名は設定できません。

フィールド名に「*」が付いたフィールドは、必須項目のフィールドです。非表示には設定できません。

フィールドレイアウトは、手順３で 追加する をクリックした時点で作成されます。

プレビュー表示について

設定内容が、実際のレコード登録／編集画面でどのように表示されるかをプレビューで確認できます。書式の設

定を行った場合は、書式の設定もプレビュー画面に反映されます。ただし、表示させるフィールドが設定されてい

ない場合は、プレビュー表示はできません。プレビュー画面は、「フィールドレイアウトの設定」画面で プレ

ビュー をクリックすると別画面で表示されます。プレビュー画面で レコード登録/編集画面のプレビュー  ／

レコード詳細画面のプレビュー をクリックし、プレビュー画面を切替できます。
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書式・条件書式について

必要に応じて、各フィールドの文字や背景の色を設定できます。

「書式・条件書式を設定する」

レコード一覧ビューの設定コピーについて

手順３で「レコード一覧ビューの設定をコピーする」を選択してフィールドレイアウトを追加すると、選択したレコー

ド一覧ビューと同じ設定のフィールドレイアウトを追加できます。コピーされる設定は次のとおりです。

表示させる項目

表示させるフィールド

書式・条件書式の設定

アクセス権の設定

区切り線について

各フィールドの間に区切り線を設定できます。区切り線はコメントに変更することもできます。区切り線の変更

は、書式の設定で行います。

「区切り線（書式を設定する）」

「線を表示する」

「コメントを表示する」

表示項目は、表示順を変更できません。常に表示フィールドより上に表示されます。

フィールド名に「&」が付いたフィールドは、上のフィールドに続けて表示されるフィールドです。

手順４で閲覧画面のレイアウトで、「他の行とレイアウトをあわせない」を選択すると、フィールドレイアウトの書

式・条件書式の設定で、「フィールド名の書式設定」の「折り返し」設定が、折り返されないように変更されます。
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フィールドレイアウトをコピーする

フィールドレイアウトをコピーして追加します。

すでに追加されているフィールドレイアウトと同じ条件のフィールドレイアウトを追加できます。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリビューの設定 → フィールドレイアウト の順にクリックす

る

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。

コピーするフィールドレイアウトの コピー をクリックする

フィールドレイアウト一覧の一番下に、コピーしたフィールドレイアウトが追加されます。

「（すべて）」はコピーできません。

フィールドレイアウトを変更する

追加されているフィールドレイアウトの設定条件を変更します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリビューの設定 → フィールドレイアウト の順にクリックす

る

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。

変更するフィールドレイアウトの 変更 をクリックする

「フィールドレイアウト情報の変更」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

「フィールドレイアウトの設定項目」

フィールドレイアウトの表示順を変更する

フィールドレイアウト一覧の表示順を変更します。

「レコード詳細／登録／編集」画面に表示されるフィールドレイアウトメニューの順番は、フィールドレイアウト一覧の表示順と同

じ順番になります。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリビューの設定 → フィールドレイアウト の順にクリックす

る

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。

順番を変更する をクリックする

「フィールドレイアウトの順番変更」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」

「（すべて）」は表示順を変更できません。常に一番上に表示されます。
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フィールドレイアウトを削除する

追加されているフィールドレイアウトを削除します。

フィールドレイアウトを削除すると、そのフィールドレイアウトに設定されたアクセス権やデフォルトビューの設定も

削除されます。各ユーザーの 初に表示される画面などに影響が出る場合があります。ご注意ください。

ダイレクトメニューに設定しているフィールドレイアウトを削除すると、ダイレクトメニューの設定が変更されます。

フィールドレイアウトを削除する場合は、使用しているダイレクトメニューがないかどうかを確認してください。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリビューの設定 → フィールドレイアウト の順にクリックす

る

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。

削除するフィールドレイアウトの 削除 をクリックする

「フィールドレイアウトの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

「（すべて）」は削除できません。

デフォルトビューに設定しているフィールドレイアウトを削除すると、「（すべて）」にデフォルトビューの設定が変更

されます。

フィールドレイアウトのデフォルトビューを設定する

フィールドレイアウトのデフォルトビューを設定します。

ユーザー／グループごとのデフォルトビューの設定については、「デフォルトビューを設定する」を参照してください。

初期設定では、「（すべて）」がデフォルトビューに設定されています。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリビューの設定 → フィールドレイアウト の順にクリックす

る

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「フィールドレイアウトの設定」画面が表示されます。

デフォルトビュー欄の 変更する をクリックする

「デフォルトビューの設定（フィールドレイアウト）」画面が表示されます。

デフォルトビューに設定するレコード一覧ビューを選択し、 設定する をクリックする

「（すべて）」をデフォルトビューに設定することもできます。
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書式／条件書式を設定する

レコード⼀覧ビュー／フィールドレイアウトの設定で、各フィールドの横幅や背景⾊、⽂字のスタイル、⽂字⾊などの書式
を設定します。

「在庫の残りが「100個以下」だったら」、「「担当」が「部⻑」だったら」、などの条件に合わせて⾊やフォントを変
える条件書式を設定することもできます。

レコード⼀覧画⾯の書式・条件書式の設定はレコード⼀覧ビューの設定で、レコード詳細画⾯の設定はフィールドレイア
ウトの設定で⾏います。

プレビュー表⽰について
設定内容が、実際のレコード登録画⾯などでどのように表⽰されるかをプレビューで確認できます。プレ
ビュー画⾯は、「レコード⼀覧」／「フィールドレイアウトの設定」画⾯で プレビューを⾒るをク
リックすると別画⾯で表⽰されます。

書式を設定する
条件書式の設定例
条件書式を追加する
条件書式をコピーする
条件書式を変更する
条件書式の表⽰順を変更する
条件書式を削除する

書式を設定する

レコード⼀覧ビュー／フィールドレイアウトの設定で、フィールドの書式を設定します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビュー／
フィールドレイアウトの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「レコード⼀覧ビューの設定／フィールドレイアウトの設定」画⾯が表⽰されます。

A書式・条件書式をクリックし、書式欄の 変更するをクリックする
「フィールドの書式情報の変更」画⾯が表⽰されます。
背景が⾚⾊の項⽬は、カレンダー形式でキーフィールドとして設定されているフィールドです。

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする
設定できる項⽬は、フィールドごとに異なります。

フィールド名の書式設定

項⽬ 説明

背景⾊

表⽰するフィールドの背景⾊を設定します。
背景⾊は、次から選択できます。

⽩

灰
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⻘

緑

⾚

⽔

紫

⻩
初期設定は、「灰」です。

横位置／縦位置

フィールド値の横と縦の配置を設定します。
位置は、次から選択できます。

横 : 左、中央、右

縦 : 上、中央、下
初期設定は、横「左」縦「中央」です。
※フィールドレイアウトのみ設定できます。

折り返し

表⽰内容が多い場合、⽂字の折り返しを設定します。
セルの横幅にしたがって⽂字を折り返して表⽰する場合は､「表⽰内容が⻑い
場合は折り返す」にチェックを⼊れます。
初期設定では、レコード⼀覧ビュー：折り返さない、フィールドレイアウト：
折り返すに設定されています。

⽂字

⽂字のサイズや⾊を設定します。
サイズ標準を「±0」とし、「-2」〜「+3」の範囲で設定できます。
⽂字の⾊は、次から選択できます。

⿊

灰

⻘

緑

⾚

⽔

紫

⻩
初期設定は、「±0」「⿊」です。

フィールド値の書式設定

項⽬ 説明

セルの横幅

表⽰するフィールドの最⼩の横幅を設定します。
半⾓5〜500⽂字の範囲で設定できます。
初期値は設定されていません。
※レコード⼀覧ビューのみ設定できます。

背景⾊
表⽰するフィールドの背景⾊を設定します。
背景⾊は、次から選択できます。
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⽩

灰

⻘

緑

⾚

⽔

紫

⻩
初期設定は、「⽩」です。

横位置／縦位置

フィールド値の横と縦の配置を設定します。
位置は、次から選択できます。

横 : 左、中央、右

縦 : 上、中央、下
初期設定は、横「左」縦「中央」です。
レコード⼀覧ビューのレコード番号の初期設定は横「右」です。
フィールドレイアウトの⽂字列（複数⾏）フィールドの初期設定は「上」とな
ります。

縮⼩表⽰
画像ファイルを縮⼩して表⽰する場合は、「縮⼩表⽰を⾏う」を選択し、幅と
⾼さを⼊⼒します。
幅と⾼さは、1から999ピクセルの範囲で設定します。

表⽰⽂字数

レコード⼀覧ビューで表⽰させる⽂字数を設定します。
(すべて)、または 10〜1000⽂字の範囲で設定できます。
設定値より⽂字数が多い場合、設定⽂字数以降は「...」が表⽰されます。
初期設定は、「（全て）」です。
※レコード⼀覧ビューのみ設定できます。
※レコード情報の場合、設定できません。

折り返し

表⽰内容が多い場合、⽂字の折り返しを設定します。
セルの横幅にしたがって⽂字を折り返して表⽰する場合は､「表⽰内容が⻑い
場合は折り返す」にチェックを⼊れます。
初期設定では、折り返すように設定されています。

⽂字

⽂字のサイズや⾊、スタイルを設定します。
⽂字のサイズは、サイズ標準を「±0」とし、「-2」〜「+3」の範囲で設定で
きます。
⽂字の⾊は、次から選択できます。

⿊

灰

⻘

緑

⾚

⽔
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紫

⻩
⽂字のスタイルは、次から選択できます。

太字 (ボールド)

斜体 (イタリック)

下線
初期設定は、「±0」「⿊」です。

⽇付時刻書式

フィールドが登録⽇時または更新⽇時のときのみ⽇付時刻書式を設定できま
す。
書式は、次から選択できます。

2004/10/12 15:30

2004/10/12 3:30PM

平成16年10⽉12⽇15時30分

平成16年10⽉12⽇午後3時30分

2004年10⽉12⽇15時30分

2004年10⽉12⽇午後3時30分

10⽉12⽇15時30分

10⽉12⽇午後3時30分

コメントの書式設定

項⽬ 説明

表⽰位置

フィールドに対するコメントの配置を設定します。
位置は、次から選択できます。

上

下
初期設定は、「下」です。
※フィールドレイアウトのみ設定できます。

⽂字

⽂字のサイズと⾊を設定します。
サイズ標準を「±0」とし、「-2」〜「+3」の範囲で設定できます。
⽂字の⾊は、次から選択できます。

⿊

灰

⻘

緑

⾚

⽔

紫
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⻩
初期設定は、「-1」「緑」です。
※フィールドレイアウトのみ設定できます。

区切り線

項⽬ 説明

内容

区切り線の表⽰内容は、次から選択できます。
線で表⽰する場合
「区切り線を表⽰する」を選択してください。
コメントで表⽰する場合
「コメントを表⽰する」を選択し、コメントを⼊⼒してください。
書式編集機能を使⽤する場合は、「書式編集」を選択します。

「書式編集を使う」

「区切り線について」

カレンダー形式のレコード⼀覧ビューで設定した書式・条件書式は、カレンダー⼀覧表⽰画⾯にのみ反映
されます。カレンダー表⽰画⾯の書式・条件書式は設定できません。

レコード閲覧形式のレコード⼀覧ビューでは、使⽤するフィールドレイアウトで設定した書式・条件書式
の設定が引き継がれます。

「（すべて）」は、書式を設定できません。

書式の⼀括変更について
複数のフィールドに対して同じ内容の書式を設定する場合は、⼀括で変更できます。
⼀括変更する書式にチェックを⼊れ、 ⼀括変更する をクリックします。書式の⼀括変更画⾯で、設定
項⽬名の背景が⾚⾊で表⽰されている項⽬は、⼀部のフィールドタイプのみに反映されます。

「⼀括変更できる書式設定」

「⾃動ルックアップ」フィールドは、対象のフィールドタイプによって、レコード値の書式設定が無効と
なる項⽬があります。

「「⾃動ルックアップ」フィールドで無効となる項⽬」

条件書式の設定例

在庫管理を⾏っているライブラリで、次の条件でレコード⼀覧画⾯の書式を変更します。

在庫数が100以下の場合

在庫数が101〜199の場合 在庫数が200以上の場合

レコード⼀覧ビューの書式の設定では、次のように設定します。

セル条件書式の設定項⽬

在庫数が200以上の場合

条件名 200以上

条件値 200以上
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背景⾊ ⽔⾊

⽂字⾊ ⻘⾊

在庫数が101〜199の場合

条件名 101〜199

条件値 200より⼩さい

背景⾊ 緑⾊

⽂字⾊ 緑⾊

在庫数が100以下の場合

条件名 100以下

条件値 100以下

背景⾊ ⻩⾊

⽂字⾊
サイズ：+1
⾊：⾚⾊
スタイル：太字

条件書式では、「セル条件書式の設定」画⾯で上部に表⽰されている条件が優先されます。
そのため、上記の条件を正しく反映させるには、セル条件書式の設定画⾯の順番に注意してください。設
定例の場合は、次の表⽰順に設定してください。

レコード⼀覧画⾯では、次のように表⽰されます。

レコード⼀覧画⾯の表⽰例

同様の設定をフィールドレイアウトの設定で⾏った場合は、レコード詳細画⾯では次のように表⽰されま
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す。

レコード詳細画⾯の表⽰例

条件書式を追加する

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビュー／
フィールドレイアウトの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「レコード⼀覧ビューの設定／フィールドレイアウトの設定」画⾯が表⽰されます。

A書式・条件書式をクリックし、書式欄の 設定するをクリックする
「フィールドの条件書式の設定」画⾯が表⽰されます。
背景が⻘⾊の項⽬は、レコード情報です。
背景が⾚⾊の項⽬は、カレンダー形式でキーフィールドとして設定されているフィールドです。

追加するをクリックする
「条件書式の追加」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
フィールドタイプにより、設定できる項⽬は異なります。

「フィールドタイプ別の設定項⽬」

セル条件書式の設定項⽬

項⽬ 説明

条件名
条件名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

条件値

条件値を設定します。

「条件を設定する」

「フィールドタイプ別の検索演算⼦」

背景⾊

表⽰するフィールドの背景⾊を設定します。
背景⾊は、次から選択できます。

⽩

灰

⻘

緑

⾚

⽔
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紫

⻩
初期設定は、「⽩」です。

⽂字

⽂字のサイズと⾊を設定します。
サイズ標準を「±0」とし、「-2」〜「+3」の範囲で設定できます。
⽂字の⾊は、次から選択できます。

⿊

灰

⻘

緑

⾚

⽔

紫

⻩
⽂字のスタイルは、次から選択できます。
太字 (ボールド)、斜体 (イタリック)、下線
初期設定は、「±0」「⿊」です。

「（すべて）」は、条件書式を設定できません。

条件書式をコピーする

条件書式をコピーして追加します。

すでに追加されている条件書式と同じ条件の条件書式を追加できます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビュー／
フィールドレイアウトの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「レコード⼀覧ビューの設定／フィールドレイアウトの設定」画⾯が表⽰されます。

A書式・条件書式をクリックし、書式欄の 設定するをクリックする
「フィールドの条件書式の設定」画⾯が表⽰されます。
背景が⻘⾊の項⽬は、レコード情報です。
背景が⾚⾊の項⽬は、カレンダー形式でキーフィールドとして設定されているフィールドです。

コピーする条件書式の コピーする をクリックする
条件書式⼀覧の⼀番下に、コピーした条件書式が追加されます。

条件書式を変更する

追加されている条件書式の設定条件を変更します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビュー／
フィールドレイアウトの順にクリックする
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「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする

「レコード⼀覧ビューの設定／フィールドレイアウトの設定」画⾯が表⽰されます。

A書式・条件書式をクリックし、書式欄の 設定するをクリックする
「フィールドの条件書式の設定」画⾯が表⽰されます。
背景が⻘⾊の項⽬は、レコード情報です。
背景が⾚⾊の項⽬は、カレンダー形式でキーフィールドとして設定されているフィールドです。

変更する条件書式の 変更するをクリックする
「条件書式の変更」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
「セル条件書式の設定項⽬」

条件書式の表⽰順を変更する

条件書式⼀覧の表⽰順を変更します。

条件書式の設定は、条件書式⼀覧の上に表⽰されている条件が優先されます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビュー／
フィールドレイアウトの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする

「レコード⼀覧ビューの設定／フィールドレイアウトの設定」画⾯が表⽰されます。

A書式・条件書式をクリックし、書式欄の 設定するをクリックする
「フィールドの条件書式の設定」画⾯が表⽰されます。
背景が⻘⾊の項⽬は、レコード情報です。
背景が⾚⾊の項⽬は、カレンダー形式でキーフィールドとして設定されているフィールドです。

順番を変更するをクリックする
「条件書式の順番変更」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」

条件書式を削除する

追加されている条件書式を削除します。

条件書式を削除すると、そのレコード⼀覧ビューを使⽤している各ユーザーの画⾯などに影響が出る場合
があります。ご注意ください。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビュー／
フィールドレイアウトの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする

「レコード⼀覧ビューの設定／フィールドレイアウトの設定」画⾯が表⽰されます。

A書式・条件書式をクリックし、書式欄の 設定するをクリックする
「フィールドの条件書式の設定」画⾯が表⽰されます。
背景が⻘⾊の項⽬は、レコード情報です。
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背景が⾚⾊の項⽬は、カレンダー形式でキーフィールドとして設定されているフィールドです。

削除する条件書式の 削除するをクリックする
「条件書式の削除」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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デフォルトビューを設定する

デフォルトビューを設定します。

デフォルトビューとは

ライブラリにアクセスした際に最初に表示される画面を「デフォルトビュー」と呼びます。

「ソート順」「レコード一覧ビュー」「フィールドレイアウト」「絞り込み」の設定を、ユーザー／グループごとに設定で

きます。

「デフォルトビューの設定」は、「レコード一覧ビュー」「フィールドレイアウト」「絞り込み」の設定画面でも設定でき

ます。

「レコード一覧ビューのデフォルトビューを設定する」

「フィールドレイアウトのデフォルトビューを設定する」  「絞り込みのデフォルトビューを設定する」

デフォルトビューの設定は、次の順番で優先されます。

[ユーザー名] ＞ [グループ名] ＞ [全登録ユーザー／ログイン前ユーザー] ＞ [デフォルト設定]

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリビューの設定 → デフォルトビュー の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「デフォルトビューの設定」画面が表示されます。

ユーザー／グループごとにデフォルトビューを設定する

「アクセス権（権限）を編集する」

初期設定では、次のように設定されています。

ソート順：レコード番号／降順

レコード一覧ビュー：(すべて)

フィールドレイアウト：(すべて)

絞り込み：(すべて)

「デフォルト設定」は削除できません。
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画⾯のデザインを変更する

画⾯のデザインや、背景⾊を変更します。

画⾯のデザインはライブラリごとに変更できます。

「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。ライブラリごとにデザインの
設定は変更できません。

「ライブラリ管理」画⾯で、 デザイン/メニューの設定→ デザインの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「デザインの設定」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

画⾯デザインの設定項⽬

項⽬ 説明

アイコン ライブラリのアイコンを設定します。
初期値は、 です。

デザイン 画⾯のデザインを選択します。

背景

画⾯の背景を選択します。
ヘッダ・フッタの⾊で選択されているデザインの背景を使⽤する場合は、「標準の
背景」を選択します。
URLで指定した背景を使⽤する場合は、「オリジナルの背景」を選択し、指定する
背景画像のURLを⼊⼒します。

旧製品で使⽤していた画⾯デザインについて
「デヂエ 6」からバージョンアップして使⽤している場合、バージョンアップ前に画⾯デザインを「サ
イボウズ(R) Office 6 デザイン」に設定していたライブラリは、「緑」に変更されます。
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ヘッダ／フッタの表示を変更する

ヘッダ・フッタの表示項目や、表示方法を変更します。

画面左上にあるロゴ画像の設定も変更できます。

「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。ライブラリごとにヘッダ／フッタの表示の

設定は変更できません。

「ライブラリ管理」画面で、 デザイン/メニューの設定 → ヘッダ・フッタ の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「ヘッダ・フッタの設定」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

メニューの設定項目

項目 説明

ヘッダの表示方法
ヘッダ部分に表示されるリンクの表示方法を、アイコン表示／テキスト表示から選択しま

す。

フッタの表示方法
フッタ部分に表示されるリンクの表示方法を、アイコン表示／テキスト表示から選択しま

す。

ヘッダの背景

ヘッダ部分の背景デザインを設定します。

標準の背景を使用する場合は、「標準の背景」を選択します。

URLで指定した画像を使用する場合は、「オリジナルの背景」を選択し、指定する画像の

URLを入力します。

ロゴ

ロゴ画像の表示方法を選択します。

「デヂエ」のロゴを使用する場合は、「標準のロゴ」を選択します。

URLで指定した画像を使用する場合は、「オリジナルのロゴ」を選択し、指定する画像の

URLを入力します。

文字列のロゴを使用する場合は、「テキストロゴ」を選択し、表示する文字列を入力しま

す。

ロゴ画像を表示しない場合は、「ロゴを表示しない」を選択します。

ロゴのリンク先
ロゴをクリックしたときのリンク先を設定します。

リンク先のURLを入力します。

表示項目
ホーム、ログイン/ログアウト、ヘルプをヘッダ・フッタに表示するかどうかを設定します。

表示しない項目は、チェックを外します。

ヘッダ・フッタの表示方法では、次のようにリンクの表示方法を変更できます。

「アイコン表示」
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「テキスト表示」

ロゴ画像は、次のように表示を変更できます。

「オリジナルの画像をロゴとして使用する」

「入力した文字列をロゴとして使用する」

「使用しない」
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ヘッダの背景は、次のように表示を変更できます。

ロゴのリンク先の設定は、初期設定では「デヂエ」のホーム画面のURLです。また、標準のロゴを使用する場合

は、ロゴのリンク先のURLは無効になります。

表示項目では、次のようにフッダ・ヘッタにホームなどのリンクを表示しないように設定できます。

「ホームを表示する」

「ホームを表示しない」
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メニューに表示する項目を変更する

各機能の操作リンクの表示項目を変更します。

アクセス権の設定や各機能を有効に設定した場合も、リンクを表示しないと操作できません。使用する機能について、メニュー

に表示するかどうかを確認してください。

検索結果に該当件数を表示するかどうかも設定できます。

検索・絞り込みのヒット件数を「表示する」に設定すると、レコード数が多い場合に処理が遅くなる場合がありま

す。

メニューの設定にかかわらず、操作権限のない機能のリンクは、権限のないユーザーの操作画面には表示され

ません。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、表示項目で「ライブラリの場所」は設定を変更できません。常に表示

されます。

「ライブラリ管理」画面で、 デザイン/メニューの設定 → メニュー の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「メニューの設定」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

メニューの設定項目

項目 説明

表示項目 表示する項目にチェックを入れます。表示しない項目はチェックを外してください。

ヒット件数表示（検索・絞り

込み）

検索や絞り込みの操作結果画面に該当するレコードの件数を表示するかどうかを選択し

ます。

ツールメニュー
メニューに表示する機能を選択します。

「候補を設定する」

ダイレクト表示

ダイレクトメニューを設定します。 メニューに表示する場合は、追加したダイレクトメニュー

を選択し、 ←表示する をクリックしてください。

「候補を設定する」

表示項目では、次の項目を表示するかどうかを設定できます。

 ライブラリの場所  ライブラリの詳細  ライブラリメモ  印刷  絞り込み

 レコード一覧ビュー  集計  フィールドレイアウト  リンクリスト  検索  詳細検索

「レコード一覧」画面
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「レコード詳細」画面

ヒット件数表示（検索・絞り込み）とは

検索・絞り込みの結果画面の左上に表示される件数です。

ツールメニューとは

「レコード一覧」画面の次の部分をツールメニューと呼びます。
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ライブラリに手動ルックアップまたはレコードコピーが設定されていない場合は、「再ルックアップ」または「レコー

ドコピー」のリンクは表示されません。

ダイレクト表示とは

絞り込み・レコード一覧ビュー・ソートの設定を組み合わせた表示設定をダイレクト表示と呼びます。特定の条件

でレコード一覧を表示する場合などに利用できます。

ダイレクト表示欄の 追加する をクリックし、絞り込み、レコード一覧ビュー、およびソートを設定すると、ダイレ

クト表示を追加できます。

変更／削除するダイレクト表示を選択し、ダイレクト表示欄の 変更する ／ 削除する をクリックすると、選

択したダイレクト表示を変更／削除できます。

ダイレクトメニューは、レコード一覧画面でツールメニューの下に表示されます。

ダイレクト表示で設定するソートは、カレンダー形式のレコード一覧ビューでは設定できません。また、カテゴリー

形式のレコード一覧ビューでは、降順／昇順の設定のみ設定できます。
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関連リンクを設定する

関連リンクを設定します。

「関連リンク」を設定しても、メニューにリンクリストを表示していない場合は、「レコード一覧」／「レコード詳細」画面でリンクリスト

は表示できません。

「メニューに表示する項目を変更する」

関連リンクとは

ライブラリ管理者が設定するリンク集です。関連リンクは、ライブラリごとに設定されています。

関連リンクは、ユーザーが個人設定で設定するＭｙリンクと一緒にリンクリストに表示されます。

ライブラリ管理者は、「レコードの一覧」／「レコードの詳細」画面でリンクリストに表示される 関連リンクの設

定へ をクリックしても、関連リンクの設定を変更できます。

「関連リンクの設定」画面の関連リンクリストに表示されるタイトルの前に がついているリンクはライブラリのリ

ンクです。 がついているリンクは指定したURLのリンクです。

関連リンクを追加する

関連リンクの表示順を変更する

関連リンクを削除する

関連リンクを追加する

関連リンクを追加します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 関連リンク の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「関連リンクの設定」画面が表示されます。

追加する をクリックする

「関連リンクの追加」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

関連リンクの設定項目

項目 説明

ライブラリへのリンク
ライブラリのリンクを追加する場合に選択します。

ライブラリ一覧から追加するライブラリを選択してください。

任意のホームページへのリンク

任意のホームページへのリンクを追加する場合に選択します。

リンク先のタイトルとURLを入力してください。

タイトルとURLは必須項目です。必ず入力してください。

関連リンクの表示順を変更する

関連リンク一覧の表示順を変更します。
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リンクリストに表示される関連リンクの順番は、関連リンク一覧の表示順と同じ順番になります。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 関連リンク の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「関連リンクの設定」画面が表示されます。

順番を変更する の順にクリックする

「関連リンクの順番変更」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」

関連リンクを削除する

追加されている関連リンクを削除します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 関連リンク の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「関連リンクの設定」画面が表示されます。

削除する関連リンクの 削除する をクリックする
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絞り込みを設定する

絞り込みを設定します。

「絞り込み」を設定しても、メニューに絞り込みを表示していない場合は、「レコード一覧」画面に絞り込みのメニューは表示され

ません。

「メニューに表示する項目を変更する」

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

絞り込みと検索の違いについて

絞り込みと検索は、共に指定した条件で表示するレコードを絞り込みます。

絞り込みがライブラリ管理者が条件を設定するのに対して、検索はユーザーが検索の条件を設定できます。

絞り込み結果のアクセスURLは固定になりますが、検索結果のURLは変動します。このため、絞り込んだレコー

ドを他のユーザーに連絡するときなどは、絞り込み結果のアクセスURLを使用してください。

絞り込みの設定例

絞り込みを追加する

絞り込みをコピーする

絞り込みを変更する

絞り込みの表示順を変更する

絞り込みを削除する

絞り込みのデフォルトビューを設定する

絞り込みの設定例

担当者が「田中さん」または「佐藤さん」で、対応状況が「完了」になっているレコードを絞り込む場合は、次のように設定します。

「検索条件」タブで、「以下のいずれかの条件を満たす場合」を選択し、

・「担当者」フィールド が 　田中　 と同じ

・「担当者」フィールド が 　佐藤　 と同じ

と設定します。

「さらに絞り込む条件」　で、「以下のすべての条件を満たす場合」を選択し

・「状況」フィールド が 　完了　 と同じ

と設定します。

絞り込みを追加する

絞り込みを追加します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 絞り込み の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「絞り込みの設定」画面が表示されます。

追加する をクリックする

「絞り込みの追加」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

絞り込みの設定項目
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項目 説明

絞り込み名

絞り込み名を入力します。

必須項目です。必ず入力してください。

設定した絞り込み名は、絞り込みメニューに表示されます。

「さらに絞り込む条件」タブ さらに条件を掛け合わせて絞り込む場合に選択します。

「以下のすべての条件を満たす

場合」
指定したすべての条件を満たすレコードを絞り込む場合に選択します。

「以下のいずれかの条件を満た

す場合」
どれかの条件を満たすレコードを絞り込む場合に選択します。

絞り込み対象／絞り込み条件

絞り込む対象のフィールドを選択し、絞り込むキーワードを設定します。

「条件を設定する」

「フィールド別の絞り込み演算子」

削除する 選択した絞り込み条件を削除します。

条件を増やす 新しい絞り込み条件を追加します。

条件をすべて削除する すべての絞り込み条件を削除します。

「さらに絞り込む条件」タブで絞り込み条件を設定した場合は、「さらに絞り込む条件」タブを選択した状態で

追加する をクリックしてください。「絞り込み条件」タブを選択した状態で絞り込みを追加すると、「さらに絞り

込む条件」タブで設定した絞り込み条件は反映されません。

自動ルックアップフィールドを対象とした絞り込みは、通常より表示に時間がかかります。

ライブラリ内に同じ絞り込み名がある場合、その絞り込み名は設定できません。

絞り込みをコピーする

絞り込みをコピーして追加します。

すでに追加されている絞り込みと同じ条件の絞り込みを追加できます。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 絞り込み の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「絞り込みの設定」画面が表示されます。

コピーする絞り込みの コピー をクリックする

絞り込み一覧の一番下に、コピーした絞り込みが追加されます。

「（すべて）」はコピーできません。

絞り込みを変更する

追加されている絞り込みの設定条件を変更します。
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「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 絞り込み の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「絞り込みの設定」画面が表示されます。

変更する絞り込みの 変更 をクリックする

「絞り込みの変更」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

「絞り込みの設定項目」

絞り込みの表示順を変更する

絞り込み一覧の表示順を変更します。

「レコード一覧」画面に表示される絞り込みメニューの順番は、絞り込み一覧の表示順と同じ順番になります。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 絞り込み の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「絞り込みの設定」画面が表示されます。

順番を変更する をクリックする

「絞り込みの順番変更」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」

「（すべて）」は表示順を変更できません。常に一番上に表示されます。

絞り込みを削除する

追加されている絞り込みを削除します。

絞り込みを削除すると、その絞り込みに設定されたアクセス権やデフォルトビューの設定も削除されます。各ユー

ザーの最初に表示される画面などに影響が出る場合があります。ご注意ください。

ダイレクトメニューに設定している絞り込みを削除すると、ダイレクトメニューの設定が変更されます。絞り込みを

削除する場合は、使用しているダイレクトメニューがないかどうかを確認してください。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 絞り込み の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「絞り込みの設定」画面が表示されます。

削除する絞り込みの 削除 をクリックする

「絞り込みの削除」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

「（すべて）」は削除できません。

デフォルトビューに設定している絞り込みを削除すると、「（すべて）」にデフォルトビューの設定が変更されます。
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絞り込みのデフォルトビューを設定する

絞り込みのデフォルトビューを設定します。

ユーザー／グループごとのデフォルトビューの設定については、「デフォルトビューを設定する」を参照してください。

初期設定では、「（すべて）」がデフォルトビューに設定されています。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → 絞り込み の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「絞り込みの設定」画面が表示されます。

デフォルトビュー欄の 変更する をクリックする

「デフォルトビューの設定（絞り込み）」画面が表示されます。

デフォルトビューに設定する絞り込みを選択し、 設定する をクリックする

「（すべて）」をデフォルトビューに設定することもできます。

86



集計を設定する

集計を設定します。

「集計」を設定しても、メニューに集計を表⽰していない場合は、「レコード⼀覧」画⾯に集計のメニューは表⽰されま
せん。

「メニューに表⽰する項⽬を変更する」

集計は機能⾃体にアクセス権を設定できません。ただし、集計対象フィールドと⼩計対象フィールドの閲覧権限がある
ユーザーのみ集計を実⾏できます。

集計の設定例
集計を追加する
集計をコピーする
集計を変更する
集計の表⽰順を変更する
集計を削除する

集計の設定例

商品ごとの売上⾼の合計値を⽉別に集計する場合は、次のように設定します。
  集計の種類 : 合計値
  集計名 : 商品毎⽉次売上
  合計値を集計するフィールド：売上額
  ⼩計対象 1 : 売上⽉
  ⼩計対象 2 : 商品名
※ 対象ライブラリには、「売上⽉」「商品名」「売上額」の各フィールドが設定されていることを前提とします。
※ 「売上⽉」のフィールドには、「⽂字列」フィールドを使⽤してください。

「レコード⼀覧」画⾯で絞り込みから「商品毎⽉次売上」を選択すると、次の画⾯が表⽰されます。

「商品毎⽉次売上の集計結果画⾯」

「グラフ表⽰した場合の集計結果画⾯」
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集計を追加する

集計を追加します。

集計の種類が「レコード数」以外の集計は、「数値」「⾃動計算」「時間量」「時間計算」「⾃動ルック
アップ」フィールドに対してのみ設定できます。
ただし、「⾃動ルックアップ」フィールドに対する設定は、参照先が「数値」「⾃動計算」「時間量」
「時間計算」フィールドの場合のみ可能です。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ 集計の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「集計の設定」画⾯が表⽰されます。

追加するをクリックする
「集計の追加」画⾯が表⽰されます。

集計の種類を選択し、 次に、集計の詳細情報を設定する >> をクリックする

集計の種類

項⽬ 説明

合計値 指定したフィールドの合計値を表⽰します。

平均値 指定したフィールドの平均値を表⽰します。

最⼤値 指定したフィールドの最⼤値を表⽰します。

最⼩値 指定したフィールドの最⼩値を表⽰します。

レコード数 指定したフィールドのレコード数を表⽰します。

必要な項⽬を設定し、 追加する をクリックする

集計の設定項⽬

項⽬ 説明

集計名 集計名を⼊⼒します。
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必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。
設定した集計名は、集計メニューに表⽰されます。

集計の種類 集計するフィールドを選択します。
※ 集計の種類が「合計値」「平均値」「最⼤値」「最⼩値」の場合は設定します。

⼩計対象フィールド

⼩計対象のフィールドを3つまで指定します。
⼩計対象フィールドのフィールドタイプが「⽇付」「⽇付時刻」の場合は、集計対象
を選択します。
集計の種類が「合計値」「レコード数」の場合は、各⼩計対象の横に「グラフを表⽰
する」が表⽰されます。チェックを⼊れると、集計結果画⾯で集計値の右側に横棒グ
ラフが表⽰されます。

クロス集計

クロス集計を実⾏するかどうかを設定します。
クロス集計を実⾏する場合は、「クロス集計を⾏う」にチェックを⼊れ、⼩計対象
（横軸）で集計対象を選択します。

「⼩計対象とクロス集計について」

ソート 集計結果の並び順を選択します。

⾃動ルックアップフィールドを対象とした集計は、通常より表⽰に時間がかかります。

ライブラリ内に同じ集計名がある場合、その集計名は設定できません。

集計するフィールドには、次のフィールドタイプのフィールドを設定できます。

数値

⾃動計算

時間量

時間計算

⾃動ルックアップ(参照先が上記のフィールドタイプの場合)

次のフィールドは、⼩計対象に設定できません。

レコード番号

「⽂字列(複数⾏)」フィールド

「ファイル」フィールド

「⾃動採番」フィールド

「⾃動ルックアップ」フィールド
参照先が「⽂字列(複数⾏)」、「ファイル」、「⾃動採番」のフィールドタイプの場合、⼩計対象に
設定できません。

集計対象と同じフィールドを⼩計対象には設定できません。

集計結果および⼩計値が負の場合は、グラフを表⽰できません。

⼩計対象は、 1 ⇒ 2 ⇒ 3 の順に実⾏されます。

⼩計対象とクロス集計について

⼩計対象1〜3では、それぞれ１つ上の⼩計対象の内訳を算出します。⼩計対象は、「集計結果」画
⾯に表⽰される表の縦軸になります。

クロス集計を設定すると、⼩計対象1を指定したフィールドを元に分類します。クロス集計は、「集
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計結果」画⾯に表⽰される表の横軸になります。

ソートの初期設定では「⼩計値／降順」です。ソート順は、集計結果画⾯でも変更できます。

⼩数点以下の表⽰桁数について

集計の種類が「合計値」「最⼤値」「最⼩値」の場合
集計対象のフィールドの表⽰桁数の設定に併せて表⽰されます。

集計の種類が「平均値」の場合
集計対象フィールドの表⽰桁数＋ 1 桁まで表⽰されます。

⼩計対象の項⽬数が1001件以上の場合、集計画⾯でエラーが表⽰されます。
ライブラリの運⽤管理者に、⼩計対象を1000件以内にするよう依頼してください。

集計をコピーする

集計をコピーして追加します。

すでに追加されている集計と同じ条件の集計を追加できます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ 集計の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「集計の設定」画⾯が表⽰されます。

コピーする集計の コピー をクリックする
集計⼀覧の⼀番下に、コピーした集計が追加されます。

集計を変更する

追加されている集計の設定条件を変更します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ 集計の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする

「集計の設定」画⾯が表⽰されます。

変更する集計の 変更をクリックする
「集計の変更」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
「集計の種類」  「集計の設定項⽬」
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集計が実⾏できない設定がある場合は、集計の⼀覧画⾯下部にエラーメッセージが表⽰されます。
変更するをクリックすると、設定内容を変更できます。

集計の表⽰順を変更する

集計⼀覧の表⽰順を変更します。

「レコード⼀覧」画⾯に表⽰される集計メニューの順番は、集計⼀覧の表⽰順と同じ順番になります。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ 集計の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする

「集計の設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更するをクリックする
「集計の順番変更」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」

集計を削除する

追加されている集計を削除します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ 集計の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする

「集計の設定」画⾯が表⽰されます。

削除する集計の 削除をクリックする
「集計の削除」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

集計が実⾏できない設定がある場合は、集計の⼀覧画⾯下部にエラーメッセージが表⽰されます。
削除するをクリックすると、集計を削除できます。
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リレーションを設定する

リレーションを設定します。

「リレーション」の設定は、ルックアップ機能で使用します。

フィールドの設定でルックアップ機能を設定する前に、リレーションの設定を行ってください。

操作するユーザーがリレーションのキーとなるフィールドやルックアップ先のフィールドに対するアクセス権がな

い場合は、ルックアップ操作は実行できません。

リレーション･ルックアップの設定例

リレーションを追加する

リレーションを変更する

リレーションの表示順を変更する

リレーションを削除する

リレーション・ルックアップの設定例

複数のライブラリのデータを連携すると、管理や登録の作業を省略し、作業効率を上げることができます。

これを実現するのが、「リレーション」機能と「ルックアップ」機能です。

リレーション機能を利用すると、重複して情報を保存することがなくなるため、それぞれでデータ管理することがなくなります。

複数のライブラリで利用される情報で、頻繁に変更されない場合は、「マスタライブラリ」として別途、連携用にライブラリを作成さ

れることをお勧めします。

　例) 社員マスタ、商品マスタ、担当者マスタ、仕入先マスタ

リレーション・ルックアップは次の手順で設定します。

2つの関連づけるライブラリを用意する

　例）「社員マスタ」と「社員住所録」

関連づけのキーとなるフィールドを設定する

この関連づける設定を、「リレーション」といいます。

　例）「社員マスタ」の「社員番号」フィールド　⇔　「社員住所録」の「社員番号」フィールド

操作の詳細については、「リレーションの基本設定」を参照してください。

どのフィールドに何の情報を取得するかを設定する

例）「社員マスタ」の「氏名」フィールド　⇔　「社員住所録」の「氏名」フィールド

　　「社員マスタ」の「部署」フィールド　⇔　「社員住所録」の「部署」フィールド
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操作の詳細については、「ルックアップフィールドの設定項目」を参照してください。

「自動ルックアップ」フィールドを使用する場合は、次のように設定します。

操作の詳細については、「自動ルックアップ」を参照してください。

キーとなるフィールドに値を入力し、関連するライブラリのデータを取り込む

この操作を、「ルックアップ」といいます。

操作の詳細については、「関連付けられたレコードのデータを利用する（ルックアップ）」を参照してください。

「手動ルックアップの場合」

「自動ルックアップの場合」

「検索ルックアップの場合」
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データを関連づける

社員番号「001」の佐藤さんが、総務部から経理部に異動した場合、「社員マスタ」ライブラリで変更した情報が「社員住所録」

ライブラリに反映されます。

手動ルックアップ・検索ルックアップの場合は、「社員マスタ」の情報を変更後、「社員住所録」で再ルックアップの操作を実行

する必要があります。

関連ライブラリへのリンクについて

リレーションの設定で、関連ライブラリへのリンクを表示するように設定すると、設定したフィールドを表示したとき

に関連ライブラリへのリンクが表示されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
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リレーションを追加する

リレーションを追加します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → リレーション の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「リレーションの設定」画面が表示されます。

追加する をクリックする

「リレーションの追加 - Step 1/2」画面が表示されます。

リレーションの基本項目を設定し、 次に、フィールドの関連付けを設定する >> をクリックする

「リレーションの追加 - Step 2/2」画面が表示されます。

リレーションの基本設定

項目 説明

リレーション名

リレーション名を入力します。

必須項目です。必ず入力してください。

設定したリレーション名は、リレーションメニューに表示されます。

関連づけるライブラリ
関連づけるライブラリを選択します。

ここで選択したライブラリ間でレコードデータを紐付けます。

キーになるフィールド

関連付けのキーになるフィールドを選択します。

リレーション元のライブラリ（現在表示しているライブラリ）とリレーション先のライブラ

リでそれぞれフィールドを選択してください。

「キーとなるフィールドに設定できるフィールドの組み合わせ」

ここで選択したフィールドの値が一致した場合、関連づいたライブラリのデータを取

得します。

検索ルックアップ

検索ルックアップ機能を使用するかどうかを設定します。 検索ルックアップ機能を

使用する場合は、「検索ルックアップを行う」にチェックを入れてください。

「検索ルックアップ」

関連ライブラリへのリンク

関連づけられたライブラリへのリンクを表示するかどうかを設定します。

レコード一覧画面にリンクを表示する場合は、「レコード一覧画面に表示する」に

チェックを入れてください。

レコードの詳細画面にリンクを表示する場合は、「レコード詳細画面に表示する」に

チェックを入れてください。
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「関連ライブラリへのリンクについて」

ルックアップするフィールドを設定し、 追加する をクリックする

ルックアップフィールドの設定項目

項目 説明

このライブラリのフィールド
リレーション元のライブラリ（現在表示しているライブラリ）でルックアップ機能を使用

するフィールドを選択します。

関連づけるライブラリのフィールド
リレーション先のライブラリの関連づけるフィールドを選択します。

「リレーションを設定できるフィールドの組み合わせ」

関連づけを増やす 関連づけるフィールドを追加します。

リレーションとアクセス権の関係について

次の場合、手順３で「関連づけるライブラリ」にライブラリが表示されません。

リレーション先のライブラリが格納されているフォルダのアクセス権がない場合

次の場合、手順３で「キーフィールドの関連づけ」にフィールドが表示されません。

リレーション先のライブラリの閲覧権限がない場合

リレーション先の関連付けるフィールドの閲覧権限がない場合

ルックアップ対象フィールドが「自動ルックアップ」フィールドの場合は、検索ルックアップは使用できません。

手順４で、このライブラリの同じフィールドに複数のルックアップを設定した場合は、最後に設定した（下に追加し

た）ルックアップの設定が有効となります。

ライブラリ内に同じリレーション名がある場合、そのリレーション名は設定できません。

関連付けるフィールドは、フィールド名が同じである必要はありません

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

　例) [type=文字列 (1 行)]

手順３で設定するルックアップの設定は、フィールドごとに設定を変更できます。

「各フィールドタイプの設定項目」

リレーションを変更する

追加されているリレーションの設定条件を変更します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → リレーション の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「リレーションの設定」画面が表示されます。

変更するリレーションの 変更 をクリックする

「リレーションの変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 変更する をクリックする
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「リレーションの基本設定」  「ルックアップフィールドの設定項目」

ライブラリの関連づけができないリレーションがある場合は、リレーションの一覧画面下部にエラーメッセージが

表示されます。 変更する をクリックすると、設定内容を変更できます。

リレーションの表示順を変更する

リレーション一覧の表示順を変更します。

「フィールドの設定」画面に表示されるリレーションメニューの順番は、リレーション一覧の表示順と同じ順番になります。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → リレーション の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「リレーションの設定」画面が表示されます。

順番を変更する をクリックする

「リレーションの順番変更」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」

リレーションを削除する

追加されているリレーションを削除します。

リレーションを削除すると、そのリレーションを使用しているフィールドの設定が変更されます。リレーションを削除

する場合は、使用しているフィールドがないかどうかを確認してください。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → リレーション の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする

「リレーションの設定」画面が表示されます。

削除するリレーションの 削除 をクリックする

「リレーションの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

ライブラリの関連づけができないリレーションがある場合は、リレーションの一覧画面下部にエラーメッセージが

表示されます。 削除する をクリックすると、リレーションを削除できます。

リレーションの削除により、使用できるリレーションがなくなった場合は、「自動ルックアップ」フィールドの「フィー

ルドの変更」画面で次のようなエラーメッセージが表示されます。 リレーションの設定へ をクリックし、リレー

ションを設定するか、 管理メニューへ をクリックし、フィールドを削除してください。

フィールドやリレーションの削除により、関連するライブラリからデータを取得できない場合は、ユーザーの操作

画面に「Error!!」と表示されます。リレーションの設定を見直してください。
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メール読み込みを設定する

メール読み込みの設定を変更し、メール読み込みを実⾏します。

メール読み込みの設定では、受信するメールサーバーの設定や受信許可するサイズやアドレスを設定できます。

メール読み込みの設定項⽬

項⽬ 説明

受信メールサーバー メール読み込みで使⽤する受信メールサーバーと受信⽤のアカウントを設定しま
す。

受信するメールのサイズ制限 受信するメールのサイズを制限します。

受信を許可するアドレスの設定 受信を許可するアドレス／ドメインを制限します。

スパムメールの設定 受信許可されていないメールをサーバーから削除するかどうかを設定します。

メールヘッダの読み込み書式 メールヘッダ（From、Subject、Date）をどのフィールドに読み込むかを設定
します。

メール内容の読み込み書式 メールの内容（本⽂、添付ファイル、ソース）をどのフィールドに読み込みかを
設定します。

メール読み込みの設定は、条件を設定しても機能⾃体を有効にしていない場合は、メール読み込みを実
⾏できません。機能が有効になっているかどうかを確認してください。

読み込むメールの制限事項については、「受信メールの制限事項」を確認してください。

メール読み込みとは
指定したメールアドレス宛のメールを受信すると、受信したメールをレコードとして登録できます。

メール読み込みを有効にする
メール読み込みを設定する
メール読み込みを変更する
メール読み込みを実⾏する

メール読み込みを有効にする

メール読み込み機能を有効にします。

読み込み条件を設定しても機能⾃体を有効にしていない場合は、メール読み込みは実⾏できません。メール読み込み
機能を使⽤する場合は、機能⾃体が有効になっているかどうかを確認してください。

読み込み条件を設定していない場合、本操作は実⾏できません。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール読み込みの順にクリックす
る
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「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「メール読み込みの設定」画⾯が表⽰されます。

有効にする をクリックする
メール読み込み機能を無効にする場合は、 無効にする をクリックする

メール読み込みを設定する

メール読み込みの条件を設定します。

受信メールサーバーはPOP3サーバーに対応しています。（APOP 認証に対応しています。）

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール読み込みの順にクリックす
る

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「メール読み込みの設定 - Step 1/4」画⾯が表⽰されます。

受信メールサーバーを設定し、 次に、受信許可するメールを設定する >> をクリックする
「メール読み込みの設定 - Step 2/4」画⾯が表⽰されます。

受信メールサーバーの設定項⽬

項⽬ 説明

受信メールサーバー名(POP3)

受信メールサーバー (POP3) のIPアドレス、またはホスト名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。
POP3 サーバーがAPOP認証に対応している場合は、「APOP認証を⾏う」に
チェックを⼊れます。
POP3サーバーにメールを残す場合は、「受信メールサーバー(POP3)にメー
ルを残す」チェックを⼊れます。
※POP3サーバーにメールを残す場合、POP3 サーバーを圧迫する可能性があ
ります。POP3サーバーにはメールを残さないことをお勧めします。

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。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

POP3パスワード 受信メールサーバー (POP3) へのパスワードを⼊⼒します。 必須項⽬です。
必ず⼊⼒してください。

POP3接続ポート番号
受信メールサーバー (POP3) が使⽤するポート番号を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。
初期設定では「110」です。

サイズの制限 ⼀度の操作で受信する、1通あたりのメールのサイズの上限を選択します。

受信許可リストを設定し、 次に、読み込み書式を設定する >> をクリックする
「メール読み込みの設定 - Step 3/4」画⾯が表⽰されます。

受信許可リストの設定項⽬

項⽬ 説明
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指定受信
受信許可するアドレスおよびドメインを限定する場合は、「受信許可リストの
メールのみ読み込む」にチェックを⼊れます。

受信許可リスト

受信を許可するメールアドレスおよびドメインを設定します。
メールアドレスおよびドメインを指定する場合
 メールアドレス／ドメインを⼊⼒し、 ←追加 をクリックします。
受信を許可するユーザーを指定する場合
 ユーザーを選択し、 ←追加 をクリックします。

「候補を設定する」

受信許可リストから項⽬を削除する場合
 削除する対象を選択し、 リストから削除 をクリックします。

その他のメール
許可されていないメールを受信すると、⾃動的にメールを削除する場合は、
「受信許可リスト以外のメールをサーバーから削除する」にチェックを⼊れて
ください。

メールヘッダの読み込み書式を設定し、 次に、読み込み書式（メール本⽂）を設定する >>
をクリックする
「メール読み込みの設定 - Step 4/4」画⾯が表⽰されます。

メールヘッダ読み込み書式の設定項⽬

項⽬ 説明

「差出⼈ (From)」
読み込むフィールドを選択します。
読み込むフィールドを追加することもできます。
「⽂字列 (1⾏)」フィールドのみ指定できます。

「件名 (Subject)」
読み込むフィールドを選択します。
読み込むフィールドを追加することもできます。
「⽂字列 (1⾏)」フィールドのみ指定できます。

「送信⽇時 (Date)」

読み込むフィールドを選択します。
読み込むフィールドを追加することもできます。
「⽂字列 (1⾏)」フィールド、または 「⽇付時刻」フィールドのみ指定できま
す。

任意のメールヘッダ項⽬

読み込むメールヘッダ項⽬を追加する場合は、 項⽬を追加する をクリック
し、読み込むフィールドを選択します。
読み込むフィールドを追加することもできます。
「⽂字列 (1⾏)」フィールド、または 「⽂字列(複数⾏)」フィールドのみ指定
できます。

メールの内容の読み込み書式を設定し、 変更する をクリックする

メール内容読み込み書式の設定項⽬

項⽬ 説明

本⽂
読み込むフィールドを選択します。
読み込むフィールドを追加することもできます。
「⽂字列 (複数⾏)」フィールドのみ指定できます。
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添付ファイル
読み込むフィールドを選択します。
読み込むフィールドを追加することもできます。
「ファイル」フィールドのみ指定できます。

メールソース
読み込むフィールドを選択します。
読み込むフィールドを追加することもできます。
「ファイル」フィールドのみ指定できます。

受信メールに複数のファイルが添付されている場合、読み込まれるファイルは 1 ファイルのみです。
フィールドの拡張⼦条件に最初にマッチした添付ファイルが読み込まれます。

受信メールのサイズ制限について
設定できるメールサイズは、512KB／1MB／3MB／5MB／10MB／無制限 です。
「無制限」を設定した場合は、メールの送受信時にサーバーに負荷がかかる場合があります。

ライブラリに送信されたメールがサイズ制限を超えた場合は、メールを受信できません。
メールサーバーから削除するか、他のメーラーから読み込むかを選択できます。

「未受信メールの削除について」

メール読み込みを変更する

追加されているメール読み込みの条件を変更します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール読み込みの順にクリックす
る

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「メール読み込みの設定」画⾯が表⽰されます。

設定を変更する項⽬の 変更するをクリックする

必要な項⽬を変更し、 変更する をクリックする
「受信メールサーバーの設定項⽬」  「受信許可リストの設定項⽬」
「メールヘッダ読み込み書式の設定」  「項⽬メール内容読み込み書式の設定項⽬」

メール読み込みの設定を初期化する場合は、⼿順２で 初期化する をクリックしてください。

メール読み込みを実⾏する

メール読み込みを実⾏します。

メールを受信し、レコードとして登録します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの⼊出⼒/削除→ メールからの読み込みの順に
クリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「メールからの読み込み」画⾯が表⽰されます。

メールを受信し、ライブラリに読み込む をクリックする
読み込むフィールドなどを変更する場合は、 変更するをクリックし読み込むフィールドを変更してください。
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メール読み込みを実⾏するには、あらかじめメール読み込みの設定が必要です。メール読み込みの設定
が無効の場合や設定が不⼗分の場合はエラーメッセージが表⽰されます。メール読み込みの設定をク
リックし、メール読み込みの設定を変更してください。

メール読み込み後のレコード数の合計が 11個 以上になる場合は、ライブラリが本運⽤でないとメール
の読み込みを実⾏できません。仮運⽤のライブラリの場合は、本運⽤に切り替えたあとに、メール読み
込みを再度実⾏してください。

「ライブラリの運⽤を切り替える」

1 回の操作で受信できるのは、受信メール総数 100 件まで、または受信メール総サイズ 10MB までで
す。いずれかの制限を超えた場合は、メール受信が中断されます。すべてのメールを受信できなかった
場合は、再度メール読み込みを実⾏してください。

受信メールの制限事項
メール読み込み機能を使⽤する場合は、受信するメールに関して次の項⽬に注意してください。

メール本⽂がtext 形式 (ContentType : text/plain) のメールのみ読み込み可能です。HTML 形
式の場合などは、本⽂を読み込みできません。

分割されたメールはメール受信時に結合されません。

uuencode ⽅式でエンコードされた添付ファイルは、読み込みできません。

Unicode (UTF-8 など) 形式のメールは⽂字化けして表⽰されるため、読み込みできません。

「デヂエ」が認識するメールの⽇付形式は次のとおりです。
 これ以外の形式のメールは⽇時を正しく読み込みできません。
 [day, ]date mon year hour:min:sec[ ("+"/"-")HH:MM]
 [day, ]date mon year hour:min:sec[ zone]

 例) Date: Tue, 22 Jan 2009 14:12:41 +0900
   Date: Tue, 22 Jan 2009 14:12:41 JST
   Date: 22 Jan 2009 14:12:41 +0900

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

未受信メールの削除について
ライブラリに送信されたメールがサイズ制限を超えた場合や、スパムメールの設定で受信許可リスト以
外から送信されたメールをサーバーから削除するに設定していない場合は、⼿動でメールを削除する
か、他のメールソフトからメールを受信してください。
未受信メールがある場合は、次のような画⾯に表⽰されます。未受信メールを削除するまで表⽰されま
す。

削除するメールにチェックを⼊れ、 削除する をクリックして、 はい をクリックすると未受信
メールを削除できます。
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レコードコピーを設定する

レコードコピーを設定します。

レコードコピーでは、ファイルデータも含めた全レコード、または絞り込み／検索したレコードを、任意のライブラリにコピーできま

す。これにより、ライブラリ結合・分割が可能になり、レコード分割によるライブラリの軽量化が図れます。ただし、レコードコメント

はコピーされません。

「レコードコピー」を設定しても、メニューにレコードコピーを表示していない場合は、「レコード一覧」画面にレコードコピーのメ

ニューは表示されません。

「メニューに表示する項目を変更する」

レコードコピーのアクセス権については、「ツールメニューのアクセス権を設定する」を参照してください。

レコードコピーを追加する

レコードコピーをコピーする

レコードコピーを変更する

レコードコピーの表示順を変更する

レコードコピーを削除する

レコードコピーを追加する

レコードコピーを追加します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → レコードコピー の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「レコードコピーの設定」画面が表示されます。

追加する をクリックする

「レコードコピーの追加」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 追加する をクリックする

レコードコピーの設定項目

項目 説明

レコードコピー名

レコードコピーの設定名を入力します。

必須項目です。必ず入力してください。

設定したコピー設定名は、コピー設定名メニューに表示されます。

コピー先ライブラリ
コピー先のライブラリを選択します。

ここで選択したライブラリにコピーしたレコードが追加されます。

コピーするフィールド

コピー先とコピー元のそれぞれのフィールドを選択します。

「レコードコピーの組み合わせ」

コピーするフィールドを追加する場合は、 フィールドを増やす をクリックし、コピー

先とコピー元のそれぞれのフィールドを選択してください。

手順3で、同じフィールドは複数指定できません。
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手順３のコピー先ライブラリには、次のライブラリが表示されます。

コピー元ライブラリではない

コピー先フォルダへのアクセス権がある

コピー先となるライブラリに対して管理者権限がある

レコードコピーをコピーする

レコードコピーをコピーして追加します。

すでに追加されているレコードコピーの設定と同じ条件のレコードコピーを追加できます。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → レコードコピー の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「レコードコピーの設定」画面が表示されます。

コピーするレコードコピーの コピー をクリックする

レコードコピー一覧の一番下に、コピーしたレコードコピーが追加されます。

レコードコピーを変更する

追加されているレコードコピーの設定条件を変更します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → レコードコピー の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「レコードコピーの設定」画面が表示されます。

変更するレコードコピーの 変更 をクリックする

「レコードコピーの変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 変更する  をクリックする

「レコードコピーの設定項目」

レコードコピーの表示順を変更する

レコードコピー一覧の表示順を変更します。

「レコードコピー」画面に表示されるコピー設定名メニューの順番は、レコードコピー一覧の表示順と同じ順番になります。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → レコードコピー の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「レコードコピーの設定」画面が表示されます。

順番を変更する をクリックする

「レコードコピーの順番変更」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」
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レコードコピーを削除する

追加されているレコードコピーを削除します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定 → レコードコピー の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「レコードコピーの設定」画面が表示されます。

削除するレコードコピーの 削除 をクリックする

「レコードコピーの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい  をクリックする
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レコードコメントを設定する

レコードコメント機能を有効にするかどうかを設定します。

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

レコードコメントのアクセス権については、「レコードコメントのアクセス権を設定する」を参照してください。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定→ レコードコメントの順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「レコードコメントの設定」画面が表示されます。

レコードコメントの設定欄で、 有効にする をクリックする

レコードコメント機能を無効にする場合は、 無効にする をクリックしてください。

初期設定では、レコードコメントの設定は「無効」に設定されています。

レコードコメントは、次の操作について対象外となります。

レコードコピー

XML書き出し

CSV書き出し

一括編集（文字列置換）

印刷

ライブラリ管理者は、すべてのコメントを削除できます。

ログイン前ユーザーが書き込んだコメントは、ライブラリ管理者のみ削除できます。
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ガルーンポートレットを設定する

「Garoon」パッケージ版にデヂエポートレットを表⽰するかどうかを設定します。

ガルーンポートレットを設定すると、「Garoon」パッケージ版のデヂエポートレットに指定するライブラリコードが作
成されます。デヂエポートレーットにライブラリコードを設定すると、「Garoon」パッケージ版のポートレットにデヂ
エのレコード⼀覧が表⽰されます。

「ガルーンポートレットを利⽤するまでの流れ」

「ガルーンポートレット」を設定しても、メニューにガルーンポートレット⼀覧を表⽰していない場合は、「レコード⼀
覧」画⾯にガルーンポートレット⼀覧のメニューは表⽰されません。また、ガルーンポートレット⼀覧のリンクは、メニ
ューを表⽰するユーザーも設定できます。

「メニューに表⽰する項⽬を変更する」  「ガルーンポートレットの表⽰ユーザーを設定する」

ガルーンポートレットのアクセス権について
 ガルーンポートレットにアクセス権は設定できません。また、ライブラリに設定しているフィールド／レ

コード⼀覧ビュー／絞込のアクセス権の設定も無効になります。アクセス権の設定で参照できないレコー
ドやフィールドでも、ポートレットには、その内容が書き出されます。

デヂエポートレットを利⽤するまでの流れ
ガルーンポートレットを追加する
ガルーンポートレットをコピーする
ガルーンポートレットを変更する
ガルーンポートレットの表⽰順を変更する
ガルーンポートレットを削除する
ガルーンポートレットの表⽰ユーザーを設定する

デヂエポートレットを利⽤するまでの流れ

「Garoon」パッケージ版の「デヂエポートレット」にデヂエのレコード⼀覧を表⽰するまでの⼀連の流れを説明します。

 

「デヂエ」のライブラリ管理で、ガルーンポートレットを設定する
「ガルーンポートレットを追加する」

 

「デヂエ」のライブラリ⼀覧から、ライブラリコードを確認する
「デヂエポートレットを設定する」

 

「Garoon」パッケージ版で、デヂエポートレットを設定する
「ポートレットの設定（デヂエ）」画⾯で、ステップ2で確認したライブラリコードを指定します。

『サイボウズ ガルーン バージョン 4.x デヂエ連携ガイド』の「3.4.1 Myポータルにデヂエポー
トレットを追加する

 

「Garoon」パッケージ版のポータルで、表⽰を確認する
「Garoon」パッケージ版のポータルに設定されているデヂエポートレットにレコード⼀覧が表⽰さ
れていることを確認してください。
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ガルーンポートレットを追加する

ガルーンポートレットを追加します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ ガルーンポートレットの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ガルーンポートレットの設定」画⾯が表⽰されます。

追加する をクリックする
「ガルーンポートレットの追加」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
フィールド／レコード⼀覧ビュー／絞込のアクセス権の設定が無効になる警告画⾯が表⽰されます。

ガルーンポートレットの設定項⽬

項⽬ 説明

ポートレット名 ポートレットのタイトルを⼊⼒します。初期設定では、ライブラリ名が設定されています。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

表⽰内容 ポートレットに表⽰するレコード⼀覧ビュー／集計を選択します。

絞り込み ポートレットに表⽰するレコード⼀覧の絞り込みを選択します。

ソート順 ポートレットに表⽰するレコード⼀覧のソート順を選択します。

表⽰レコード数 ポートレットに表⽰するレコード⼀覧のレコード数を5〜100から選択します。

レコード登録 レコード登録ボタンを表⽰するかどうかを設定します。

ガルーンポートレットを追加する場合は、 OK をクリックする

ガルーンポートレットをコピーする

ガルーンポートレットをコピーして追加します。

すでに追加されているガルーンポートレットの設定と同じ条件のガルーンポートレットを追加できます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ ガルーンポートレットの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ガルーンポートレットの設定」画⾯が表⽰されます。

コピーするガルーンポートレットの コピー  をクリックする
ガルーンポートレット⼀覧の⼀番下に、コピーしたガルーンポートレットが追加されます。

ガルーンポートレットを変更する

追加されているガルーンポートレットの設定条件を変更します。
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「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ ガルーンポートレットの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ガルーンポートレットの設定」画⾯が表⽰されます。

変更するガルーンポートレットの 変更 をクリックする
「ガルーンポートレットの変更」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
「ガルーンポートレットの設定項⽬」

ガルーンポートレットの表⽰順を変更する

ガルーンポートレット⼀覧の表⽰順を変更します。

「ガルーンポートレット⼀覧」画⾯に表⽰されるガルーンポートレットの順番は、ガルーンポートレット⼀覧の表⽰順と
同じ順番になります。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ ガルーンポートレットの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ガルーンポートレットの設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更する をクリックする
「ガルーンポートレットの順番変更」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」

ガルーンポートレットを削除する

追加されているガルーンポートレットを削除します。

ガルーンポートレットを削除すると、「ガルーン」パッケージ版のデヂエポートレットに何も表⽰されなくなります。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ ガルーンポートレットの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ガルーンポートレットの設定」画⾯が表⽰されます。

削除するガルーンポートレットの 削除 をクリックする
「ガルーンポートレットの削除」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

ガルーンポートレットの表⽰ユーザーを設定する

「ガルーンポートレット⼀覧」画⾯を表⽰できるユーザーを設定します。

ガルーンポートレットはアクセス権を設定できません。ガルーンポートレットを使⽤するユーザーを制限する場合は、表
⽰ユーザーの設定で⾏ってください。
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初期設定では、「全員」が表⽰ユーザーに設定されています。

表⽰ユーザーに設定されていないユーザーでも、ガルーンポートレットの URL を直接⼊⼒してアクセス
した場合、その ガルーンポートレットを参照できます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ ガルーンポートレットの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ガルーンポートレットの設定」画⾯が表⽰されます。

表⽰ユーザーを設定するガルーンポートレットの 表⽰ユーザー をクリックする
「ガルーンポートレットの表⽰ユーザーの設定」画⾯が表⽰されます。

表⽰可能なユーザーを設定し、 変更する をクリックする
「候補を選択する」
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メール通知を設定する

ライブラリの更新をメールで通知するかどうかを設定します。

メール通知の設定は、CSVファイルに書き出すこともできます。

ライブラリの更新はRSSで通知することもできます。
「RSS通知を設定する」

メール通知で使⽤するメールサーバーや通知先に記載されるURLはシステム管理者が設定します。詳し
くは、システム管理者にお問い合わせください。

メール通知の設定は、通知条件を追加しても機能⾃体を有効にしていない場合は、メール通知が実⾏さ
れません。機能が有効になっているかどうかを確認してください。

次の項⽬に関してメール通知を⾏うかどうかを設定できます。

メール通知

項⽬ メール通知される条件

レコード追加

・レコードが追加されたとき
・CSVファイル読込が実⾏されたとき
・メール読み込みが実⾏されたとき
・レコードコピーでレコードが追加されたとき

レコード編集
・レコードが編集されたとき
・再ルックアップが実⾏されたとき
・レコード⼀括編集でレコードが編集されたとき

レコード削除 ・レコードが削除されたとき
・レコード⼀括削除が実⾏されたとき

指定レコード値 ・レコードの追加／編集により、レコードが指定した値になったと
き

指定フィールド更新 ・レコードの編集により指定したフィールドが更新されたとき

レコードコメント書き込み ・レコードコメントが書き込まれたとき

レコードの登録者に対してメール通知を実⾏できます。これにより「申請者に申請結果を通知する」な
どの設定が可能です。

メール通知の注意点
メール通知を有効にする
メール通知条件を追加する
メール通知条件を変更する
メール通知条件の表⽰順を変更する
メール通知条件を削除する
メール通知条件をCSVファイルに書き出す
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メール通知の注意点

メール通知の設定では、次の点に注意してください。

メール通知の宛先は、Cc／Bccでは送信できません。
セキュリティーなどの問題がある場合は、メーリングリストの利⽤をお勧めします。

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

CSVファイル読み込み／⼀括編集／再ルックアップ／レコード⼀括削除によってメール通知が⾏われる場合、通知
メールには、設定した内容ではなく、実⾏動作と実⾏されたレコード件数が表⽰されます。通知されるメールは、機
能実⾏につき1通です。

CSVファイル読み込み／メール読み込み／レコードコピー／再ルックアップ／レコード⼀括編集の実⾏時は、次の項
⽬に注意してください。

指定された値に変更されても、「指定レコード値」の通知は実⾏されません。

指定された値に変更されても、「指定フィールド更新」の通知は実⾏されません。

レコード登録者にも設定するにチェックを⼊れても、レコード登録者に対する通知は実⾏されません

「レコード編集」の通知は、データ変更がない場合でも変更したタイミングで実⾏されます。「指定レコード値」の
通知は、データ変更がない場合は実⾏されません。

レコード⼀括編集／再ルックアップが実⾏された場合も、「レコード編集」の通知は実⾏されます。ただし、⼀括編
集実⾏によるデータ変更が0件だった場合は、通知されません。再ルックアップは、データ変更がない場合でも通知さ
れます。

CSVファイルからのレコード読み込み／メール読み込み／レコードコピーによるレコード追加が0件だった場合は、通
知されません。
ただし、CSVファイル読み込みにより、追加されたレコードは0件でも、編集されたレコードが存在する場合は、メー
ル通知が送信されます。

レコード⼀括削除が実⾏された場合は、削除されたレコードが 1件もなくても「レコード削除」の通知は実⾏されま
す。

1回の操作で「指定レコード値」「指定フィールド更新」の通知条件が重なった場合は、両条件とも通知されます。た
だし、両⽅の通知条件に同じ通知先が含まれている場合は、「メール通知条件の設定」画⾯のリストで上部に表⽰さ
れている通知条件のみ通知が実⾏されます。

「ファイル」フィールドでは、ファイル名が変更されていなくても、指定した値と同じファイル名の場合は、「指定
レコード値」の通知は実⾏されます。

「URL」フィールドでは、リンク名のみが変更されURLの値は変更されなくても、指定した値と同じURLの場合は、
「指定レコード値」の通知は実⾏されます。

「レコード登録者に通知する」を設定する場合は、次の点に注意してください。

メールアドレスが設定されていないユーザーがレコード登録者の場合は、メール通知は実⾏されません。

「通知先リスト」に すでに100個のアドレスが設定されている場合は、設定できません。

「通知先リスト」に設定されているユーザーがレコード登録者の場合は、「レコード登録者に通知する」を設定し
ていなくてもメール通知が実⾏されます。

CSV読み込み／再ルックアップ／レコード⼀括編集／メールからの読み込み／レコードコピーが実⾏された場合
は、ライブラリに対する変更とみなされるため、メール通知は実⾏されません。

メール通知先の設定／レコード登録者へ通知する設定は、DBMファイルに書き出すと無効になります。

メール通知を有効にする

メール通知機能を有効にします。
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通知条件を追加しても機能⾃体を有効にしていない場合は、メール通知が実⾏されません。メール通知機能を使⽤す
る場合は、機能⾃体が有効になっているかどうかを確認してください。

通知条件が１つも追加されていない場合、本操作は実⾏できません。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

有効にする をクリックする
メール通知機能を無効にする場合は、 無効にする をクリックしてください。

メール通知条件を追加する

メール通知条件を追加します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

追加するをクリックする
「メール通知の追加- Step 1/2」画⾯が表⽰されます。

通知条件を設定し、 次に、通知内容を設定する >> をクリックする
「メール通知の追加- Step 2/2」画⾯が表⽰されます。

通知条件の設定項⽬

項⽬ 説明

条件名 条件名を⼊⼒します。
必須項⽬です。必ず⼊⼒してください。

通知条件

通知する条件を選択します。
「メール通知」

「指定レコード値」を選択した場合は、対象のフィールドと詳細条件を設定しま
す。

「フィールドタイプ別の検索演算⼦」
「指定フィールド更新」を選択した場合は、対象のフィールドを選択します。

通知先リスト

メールアドレスを⼊⼒して設定する場合
 メールアドレスを⼊⼒し、 ←追加 をクリックします。
ユーザーを選択して設定する場合
 ユーザーを選択し、 ←追加 をクリックします。

「候補を設定する」
レコード登録者に通知する場合
 「レコード登録者にも通知する」にチェックを⼊れます。

通知内容を設定し、 追加する をクリックする

通知内容の設定項⽬
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項⽬ 説明

メールの⾒出し

メールの⾒出し（件名）を⼊⼒します。
右のリストから変数を選択し、 ←追加 をクリックしてください。変数は、メー
ル送信時には該当する内容に切り替わります。

初期化する をクリックすると、設定内容を初期化できます。

通知内容 通知する内容にチェックを⼊れます。

通知フィールド

通知するフィールドを選択します。
「候補を設定する」

通知フィールドの設定は、通知内容の「レコード内容」にチェックが⼊っている場
合のみ有効です。

署名 メール本⽂の末尾に表⽰する署名を⼊⼒します。

プレビュー メールのプレビューが表⽰されます。

ライブラリ内に同じ条件名がある場合、その条件名は設定できません。

ライブラリ内に同じ条件がある場合、その条件は設定できません。

通知先のリストに設定できるアドレスは、100件までです。

条件名は、100⽂字まで⼊⼒できます。

「指定レコード値」「指定フィールド更新」の対象フィールドとして、「⾃動ルックアップ」フィール
ドは選択できません。

⼿順3の通知先リストには、メールアドレスが登録されているユーザーのみ表⽰されます。

⼿順4の通知内容の設定内容は、イベント内容／レコードのURL／レコードの内容から選択できます。
通知条件が「レコードコメントの書き込み」の場合は、コメント内容も選択できます。
通知条件が「レコード削除」の場合は、「レコード内容」は表⽰されません。

メール通知条件を変更する

追加されているメール通知条件を変更します。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」
「メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

設定内容を変更する通知条件の 変更をクリックする
「メール通知の変更- Step 1/2」画⾯が表⽰されます。

必要な通知条件を変更し、 次に、通知内容を設定する >> をクリックする
「メール通知の変更- Step 2/2」画⾯が表⽰されます。

「通知条件の設定項⽬」

必要な通知内容を変更し、 変更する をクリックする
「通知内容の設定項⽬」
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メール通知条件の表⽰順を変更する

メール通知条件の表⽰順を変更します。

1回の操作で「指定レコード値」「指定フィールド更新」の通知条件が重なり、両⽅の通知条件に同じ通知先が含まれ
ていた場合は、「メール通知条件の設定」画⾯のリストで上部に表⽰されている通知条件のみ通知されます。通知条
件の表⽰順を変更する場合は、注意してください。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする
「メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

順番を変更するをクリックする
「メール通知の順番変更」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」

メール通知条件を削除する

メール通知条件を削除します。

⼀時的にメール通知を停⽌する場合は、メール通知機能を無効にする⽅法もあります。
「メール通知を有効にする」

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする
「メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

削除する通知条件の 削除をクリックする
「メール通知の削除」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

メール通知条件をCSVファイルに書き出す

メール通知条件をCSVファイルに書き出します。

書き出したCSVファイルを読み込むことはできません。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ メール通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする
「メール通知の設定」画⾯が表⽰されます。

「メール通知の設定をCSVファイルへ書き出す」をクリックする

ファイルを保存する
表⽰される画⾯にしたがって、ファイルを保存する操作を⾏ってください。
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RSS通知を設定する

ライブラリの更新をRSSで通知するかどうかを設定します。

「RSS通知」を設定しても、メニューにRSS書き出しを表示していない場合は、「レコード一覧」画面にRSS書き出しのメ

ニューは表示されません。また、RSS書き出しのリンクは、メニューを表示するユーザーも設定できます。

「メニューに表示する項目を変更する」  「RSS通知の表示ユーザーを設定する」

RSSで通知される内容の詳細については、「RSS書き出しについて」を参照してください。

ライブラリの更新はメールで通知することもできます。

「メール通知を設定する」

RSS通知のアクセス権について

RSS通知にアクセス権は設定できません。

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

が書き出されます。

RSS通知を追加する

RSS通知をコピーする

RSS通知を変更する

RSS通知の表示順を変更する

RSS通知を削除する

RSS通知の表示ユーザーを設定する

RSS通知を追加する

RSS通知を追加します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定→ RSS通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「RSS通知の設定」画面が表示されます。

追加するをクリックする

「RSS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

RSS通知の設定項目

項目 説明

RSS通知名

RSS通知のタイトルを入力します。初期設定では、ライブラリ名が設定されて

います。

必須項目です。必ず入力してください。

RSSリーダーによっては、この値が差出人欄に表示されます。
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通知条件

フィールドタイプが「URL」「イメージ URL」のフィールドが設定されている場合

のみ、通知内容を選択できます。

「RSS通知の通知内容」

ホームページURL

通知内容が「ライブラリレコード」の場合は、レコード一覧画面へのURLが自

動設定され、変更できません。

通知内容が「URLフィールド」の場合は、このRSS通知への参照URLを入力し

ます。初期設定では、レコード一覧画面へのURLが設定されています。

説明文
RSS通知を複数設定した場合に、ユーザーが識別するための説明文を入力

します。 初期設定では、ライブラリメモの値が設定されます。

絞り込み条件 RSS通知対象になるレコードの一覧を絞り込みで指定できます。

表示件数

RSS書き出し実行で、RDF 形式のファイルに書き出される件数を、

5／10／15／20／25／30／35／40／45／50　から選択します。 初期設定で

は「15」です。

●記事の設定

タイトルフィールド
RSSで通知される記事のタイトルの値として利用するフィールドを選択しま

す。

参照先URL 記事への参照URLとして利用するフィールドを選択します。

更新日時フィールド 記事が更新された日時として利用するフィールドを選択します。

要約文フィールド RSSで通知される記事の要約文の値として利用するフィールドを選択します。

要約文の最大文字数

RSSで通知される記事の要約文の最大文字数を

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

「50文字」です。

次の場合、一部の情報が配信されないときがあります。

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

ない

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

い

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

次の場合、一部の設定が無効になるときがあります。

「絞り込み条件」で設定している絞り込みが存在しない

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

い

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

記事の「更新日時フィールド」で指定している日付時刻フィールドが存在しない

RSS通知の絞り込みについて

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

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

書き出す順番は、RSS通知の設定で、「記事の更新日時フィールド」に指定したフィールドの昇順（時間が

新しい順）です。

RSS通知の内容は次の項目から選択できます。

RSS通知の通知内容

項目 説明

ライブラリの更新情報を通知

する

レコードの内容をRSSで通知します。記事の参照先のリンクは、「レ

コード一覧」画面または「レコード詳細」画面のどちらかを選択しま

す。

URL、イメージURLフィールド

で指定したURLの更新情報

を通知する

レコードに登録されている「URL」フィールド／「イメージ URL」フィー

ルドのレコード値を参照先のリンクとして設定します。

記事の設定の各設定項目には、次のフィールドが設定できます。

記事の設定に設定できるフィールド

項目 説明

タイトルフィールド

「文字列 (1行)」「メニュー (文字列)」「メニュー (ユーザー)」「ラジオボ

タン」「数値」「自動計算」「日付」「時刻」「日付時刻」「時間量」「時間

計算」「自動採番」のフィールドタイプのフィールド

参照先URL

通知内容を「ライブラリレコード」にしている場合 

　　レコード一覧画面へのURL、レコード詳細画面へのURL 通知内

容を「URL」にしている場合 

　　「URL」「 イメージ UR」のフィールドタイプのフィールド

更新日時フィールド
「日付時刻」のフィールドタイプのフィールド、登録日時、更新日時、

最新コメントの書き込み日時（レコードコメント有効の場合のみ）

要約文フィールド

「文字列 (1行)」「文字列 (複数行)」「メニュー (文字列)」「メニュー

(ユーザー)」「ラジオボタン」「URL」「イメージ URL」「数値」「自動計

算」「日付」「時刻」「日付時刻」「時間量」「時間計算」「ファイル」「自動

採番」のフィールドタイプのフィールド、最新コメント（レコードコメント

有効の場合のみ）
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RSS通知をコピーする

RSS通知をコピーして追加します。

すでに追加されているRSS通知の設定と同じ条件のRSS通知を追加できます。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定→ RSS通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「RSS通知の設定」画面が表示されます。

コピーするRSS通知の コピー をクリックする

RSS通知一覧の一番下に、コピーしたRSS通知が追加されます。

RSS通知を変更する

追加されているRSS通知の設定条件を変更します。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定→ RSS通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「RSS通知の設定」画面が表示されます。

変更するRSS通知の 変更をクリックする

「RSS通知の変更」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

「RSS通知の設定項目」

RSS通知の表示順を変更する

RSS通知一覧の表示順を変更します。

「RSS書き出し」画面に表示されるRSS通知一覧の順番は、RSS通知一覧の表示順と同じ順番になります。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定→ RSS通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「RSS通知の設定」画面が表示されます。

順番を変更するをクリックする

「RSS通知の順番変更」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」

RSS通知を削除する
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追加されているRSS通知を削除します。

RSS通知を削除すると、RSS書き出し実行のURLに直接アクセスした場合などは、何も書き出されません。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定→ RSS通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「RSS通知の設定」画面が表示されます。

削除するRSS通知の 削除をクリックする

「RSS通知の削除」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

RSS通知の表示ユーザーを設定する

「RSS書き出し」画面を表示できるユーザーを設定します。

RSS通知はアクセス権を設定できません。RSS通知を使用するユーザーを制限する場合は、表示ユーザーの

設定で行ってください。

初期設定では、「全員」が表示ユーザーに設定されています。

表示ユーザーに設定されていないユーザーでも、RSS通知のURLを直接入力してアクセスした

場合、そのRSS通知を参照できます。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの基本設定→ RSS通知の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「RSS通知の設定」画面が表示されます。

表示ユーザーを設定するRSS通知の 表示ユーザーをクリックする

「RSS通知の表示ユーザーの設定」画面が表示されます。

表示可能なユーザーを設定し、 変更する  をクリックする

「候補を選択する」
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アクセス権を設定する

ライブラリ・フィールドなどの各項⽬にアクセス権を設定します。

アクセス権の設定は、ライブラリごとに⾏います。

各アクセス権の初期設定では、全員にすべての権限がある状態に設定されています。

「全員」にすべての権限が設定されていると、ユーザー／グループごとに設定したアクセス権は無効にな
ります。ユーザー／グループにアクセス権を設定する場合は、「全員」の設定内容を変更するか、または
削除してください。

集計については、アクセス権は設定できません。ライブラリの閲覧権限のあるすべてのユーザーが閲覧で
きます。

フォルダのアクセス権、ライブラリの作成・運⽤切替の権限については、システム管理者が設定します。

「システム設定マニュアル」の「ライブラリとフォルダの運⽤権限を設定する」

ライブラリ管理では、次の項⽬に関してアクセス権・権限を設定できます。

ライブラリ管理のアクセス権

項⽬ 設定できるアクセス権・権限

ライブラリ 閲覧

レコード 編集・追加・削除

ツールメニュー
（CSV書き出し、⼀括編集、⼀括削除、再ルック
アップ、XML書き出し、レコードコピー）

操作

フィールド 閲覧・編集

レコード⼀覧ビュー 閲覧

フィールドレイアウト 閲覧

絞込 閲覧

レコードコメント 閲覧

ダイレクト表⽰のアクセス権について
閲覧権限のないレコード⼀覧ビューや絞込が設定されている場合、そのダイレクト表⽰は表⽰されませ
ん。

アクセス権の設定例
ライブラリ／レコードのアクセス権を設定する
ツールメニューのアクセス権を設定する
フィールドのアクセス権を設定する
レコード⼀覧ビューのアクセス権を設定する
フィールドレイアウトのアクセス権を設定する
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絞り込みのアクセス権を設定する
レコードコメントのアクセス権を設定する

アクセス権の設定例

「デヂエ」では、ライブラリやレコードに対して、閲覧・追加・編集・削除のアクセス権を設定できます。個々のフィール
ドや絞り込みなどにアクセス権を設定することも可能です。
アクセス権の設定により、登録されたレコードのデータを、⼀部のユーザーにのみ閲覧可能に設定したり、レコードの登録
⾃体を限られたユーザーに限定したりできます。

アクセス権は次の⼿順で設定します。

アクセス権を設定するユーザーを検討する

アクセス権を設定するユーザーの例

項⽬ 説明

レコード登録者 「アンケート登録者」、「レポート登録者」など、実際に操作を⾏うユーザー
です。

管理者
「アンケート管理者」、「レポート管理者」「ライセンスキー発⾏者」など、
特別な権限を与えるユーザーです。

その他のユーザー

操作に直接関係のないユーザーです。
初期設定では、［全員］にすべての権限が与えられています。
このユーザーの権限を変更することで、他のユーザーに個別の権限を設定でき
ます。

設定するアクセス権を検討する

設定するアクセス権の例

項⽬ 説明

レコード登録者（登録前）
他のユーザーのレコード（アンケート結果など）は閲覧できないが、レコード
の追加のみ可能

レコード登録者（登録後） ⾃分の登録したレコードは、閲覧・編集・削除できる

管理者 すべての操作が可能

その他のユーザー ライブラリ⾃体を閲覧できない

考察したユーザーごとにアクセス権を設定する
操作の詳細については、「ライブラリ／レコードのアクセス権を設定する」を参照してください。

アクセス権の設定例

項⽬ 説明

レコード登録者（登録前）
［全登録ユーザー］に追加権限のみ与える
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※「ゲスト」などのユーザーを作成することで、アンケートなどを匿名で実施
することもできます。
ユーザーの作成については、システム管理者が⾏います。

レコード登録者（登録後）

すべての権限を与える場合

論⽂の提出など、提出後の閲覧と編集は可能で、削除のみ不可にする場合

ライセンスの発⾏など、内容の閲覧のみを許可する場合は、次のようなアクセ
ス権をレコード登録者に設定します。

管理者

すべての操作が可能

その他のユーザー ［全員]のアクセス権を削除します。

その他の注意点

ライブラリ管理者は、常にライブラリを閲覧できます。必ずライブラリ管理者
の設定も⾏ってください。
不要な操作のリンクは、ご操作を防ぐためにも⾮表⽰に設定してください。

「メニューに表⽰する項⽬を変更する」

特定のユーザーにのみ登録するフィールドを設定する場合は、フィールドにア
クセス権を設定してください。

ユーザーにライブラリのURLを連絡する
「レコードの追加」画⾯のURLを連絡することで、閲覧権限のないユーザーにレコードの追加のみ依頼できます。管理
者がレコードを登録し、レコード登録者を変更することで、閲覧のみ可能なレコードを作成できます。

「レコード登録者を変更する」

ユーザーがライブラリの操作を実⾏する
アンケートや論⽂の提出など、操作の権限に期限を設けることも可能です。

アクセス権の設定例

項⽬ 説明
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レコード登録者（登録前）

提出期限になった時点でレコード登録者の編集・削除を禁⽌する場合

ライブラリ／レコードのアクセス権を設定する

ライブラリ／レコードに対するアクセス権を設定します。

ライブラリの閲覧、レコードの編集・追加・削除権限を設定します。

初期設定では、「全員」にすべてのアクセス権が設定されています。

ライブラリ管理者は、アクセス権（閲覧権限）が設定されていない場合でもライブラリを閲覧できます。

閲覧権限のあるライブラリでも、フォルダのアクセス権がない場合は、そのライブラリを閲覧できませ
ん。フォルダのアクセス権は、システム管理者に確認してください。

レコード登録者に対するアクセス権について
個々のレコードの登録者に対してアクセス権を設定できます。ライブラリへのアクセス権がないユーザー
は、⾃分が登録したレコードに対しては、レコード登録者に許可するアクセス権の設定が優先されます。
初期設定では、このアクセス権は「使⽤しない」設定 (閲覧・編集・削除は不可) になっています。

「ライブラリ管理」画⾯で、 アクセス権の設定→ ライブラリの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ライブラリのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定する
「アクセス権（権限）を編集する」

レコード登録者にアクセス権を設定する場合は、画⾯上部の「レコード登録者のアクセス権」の設定を変更してくださ
い。

ライブラリにアクセス権（閲覧権限）を設定した場合でも、ライブラリ⼀覧にライブラリのタイトルが表
⽰されます。

ライブラリへのアクセス権が設定されている場合でも、フォルダのアクセス権がないと、フォルダ内のラ
イブラリは閲覧できません。フォルダのアクセス権については、システム管理者に確認してください。

ライブラリ管理者が「全員」に設定されている場合は、全員がライブラリの閲覧は可能な状態になってい
ます。アクセス権を設定する場合は、あらかじめライブラリ管理者を「全員」以外に設定してください。

ライブラリへのアクセス権が「全員」に設定されている場合は、レコード登録者に許可するアクセス権を
設定しても、全員が閲覧・編集・削除が可能です。レコード登録者に許可するアクセス権を設定する場合
は、ライブラリへのアクセス権を「全員」以外に設定してください。

ログイン前ユーザーがレコードを登録した場合は、「レコード登録者」情報は空欄となります。このた
め、レコード登録者に対するアクセス権を設定していても、ログイン前ユーザーは⾃分の登録したレコー
ドにアクセスできなくなりますので、注意してください。

編集・追加・削除のアクセス権を設定する場合は、必ず閲覧のアクセス権も設定してください。閲覧権限
が設定されていないライブラリにはアクセスできないため、編集・追加・削除の操作が実⾏できません。
ただし、ライブラリの閲覧権限がない場合でも、追加・編集・削除画⾯のURLへ直接アクセスした場合の
み操作を実⾏できます。
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⼿順２で、ライブラリ管理者が［全員］に設定されている場合は、 変更するのリンクが表⽰されま
す。クリックすると、ライブラリ管理者を変更できます。

レコード登録者に対するアクセス権は、⼿順２で 初期化するをクリックすると初期化できます。

ツールメニューのアクセス権を設定する

ツールメニューに表⽰される各機能のアクセス権を設定します。

ツールメニューに表⽰される操作の使⽤権限を設定します。

初期設定では、「全員」にすべてのアクセス権が設定されています。

表⽰していない機能については、使⽤権限を設定してもリンクが表⽰されないため使⽤できません。

RSS通知については、使⽤権限を設定できません。

「ライブラリ管理」画⾯で、 アクセス権の設定→ ツールメニューの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ツールメニューのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定する
「アクセス権（権限）を編集する」

フィールドのアクセス権を設定する

レコードの各フィールドに対するアクセス権を設定します。

フィールドごとの閲覧・編集権限を設定します。

初期設定では、「全員」にすべてのアクセス権が設定されています。

「ライブラリ管理」画⾯で、 フィールドの設定をクリックする
「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「フィールドの設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定するをクリックする
「フィールドのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定するフィールドの アクセス権を変更するをクリックする
「フィールドのアクセス権の変更」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定する
「アクセス権（権限）を編集する」

ライブラリ管理者であっても、閲覧権限のないフィールドは閲覧できません。

ライブラリの編集権限がない場合は、フィールドの編集権限は無効となります。

閲覧権限のないフィールドは、絞込結果／レコード⼀覧ビュー／フィールドレイアウトにも表⽰されませ
ん。

編集権限を設定すると、⾃動的に閲覧権限も設定されます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 アクセス権の設定→ フィールドの順にクリックし、アクセス権を
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設定することもできます。

レコード⼀覧ビューのアクセス権を設定する

レコード⼀覧ビューに対するアクセス権を設定します。

レコード⼀覧ビューごとに閲覧権限を設定します。

初期設定では、「全員」にすべてのアクセス権が設定されています。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ レコード⼀覧ビューの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「レコード⼀覧ビューの設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定するをクリックする
「レコード⼀覧ビューのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定するレコード⼀覧ビューの アクセス権を変更するをクリックする
「レコード⼀覧ビューのアクセス権の変更」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定する
「アクセス権（権限）を編集する」

レコード閲覧形式のレコード⼀覧ビューでは、レコード⼀覧ビューのアクセス権だけでなく、使⽤してい
るフィールドレイアウトのアクセス権が許可されているものだけが使⽤可能となります。

デフォルトビューに設定されている項⽬のアクセス権について
デフォルトビューに設定されているレコード⼀覧ビューに閲覧権限がない場合は、デフォルトビューの設
定項⽬ ＞ （すべて） ＞ 各設定の最上位の項⽬ の順番で項⽬が採⽤されて表⽰内容が選択されま
す。閲覧可能なレコード⼀覧ビューがない場合は、エラーメッセージを表⽰します。

絞り込みのアクセス権に関する詳細は、「よくあるご質問」を参照してください。

「（すべて）」にアクセス権を設定することもできます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 アクセス権の設定→ レコード⼀覧ビューの順にクリックし、アクセ
ス権を設定することもできます。

フィールドレイアウトのアクセス権を設定する

フィールドレイアウトに対するアクセス権を設定します。

フィールドレイアウトごとに閲覧権限を設定します。

初期設定では、「全員」にすべてのアクセス権が設定されています。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリビューの設定→ フィールドレイアウトの順にク
リックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「フィールドレイアウトの設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定するをクリックする
「フィールドレイアウトのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。
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アクセス権を設定するフィールドレイアウトの アクセス権を変更するをクリックする
「フィールドレイアウトのアクセス権の変更」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定する
「アクセス権（権限）を編集する」

デフォルトビューに設定されている項⽬のアクセス権について
デフォルトビューに設定されているフィールドレイアウトに閲覧権限がない場合は、デフォルトビューの
設定項⽬ ＞ （すべて） ＞ 各設定の最上位の項⽬ の順番で項⽬が採⽤されて表⽰内容が選択され
ます。閲覧可能なフィールドレイアウトがない場合は、エラーメッセージを表⽰します。

「（すべて）」にアクセス権を設定することもできます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 アクセス権の設定→ フィールドレイアウトの順にクリックし、ア

クセス権を設定することもできます。

絞り込みのアクセス権を設定する

絞り込みに対するアクセス権を設定します。

絞り込みごとに、利⽤できるユーザー／グループを設定します。

初期設定では、すべての絞り込みで「全員」が利⽤可能に設定されています。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ 絞り込みの順にクリックする

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「絞り込みの設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定する絞り込みの アクセス権をクリックする
「絞り込みのアクセス権の設定」画⾯が表⽰されます。

アクセス権を設定する
「アクセス権（権限）を編集する」

デフォルトビューに設定されている項⽬のアクセス権について
デフォルトビューに設定されている絞込に閲覧権限がない場合は、デフォルトビューの設定項⽬ ＞ 
（すべて） ＞ 各設定の最上位の項⽬ の順番で項⽬が採⽤されて表⽰内容が選択されます。閲覧可能
な絞込がない場合は、エラーメッセージを表⽰します。

絞り込みのアクセス権に関する詳細については、「よくあるご質問」を参照してください。

「（すべて）」にアクセス権を設定することもできます。

アクセス権が設定されている絞り込みは、絞り込み⼀覧で絞り込み名の後に「アクセス制限あり」と表⽰
されます。

「ライブラリ管理」画⾯で、 アクセス権の設定→ 絞り込みの順にクリックし、アクセス権を設

定することもできます。

レコードコメントのアクセス権を設定する

レコードコメントに対するアクセス権を設定します。
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レコードコメントの閲覧・書込権限を設定します。

初期設定では、「全員」にすべてのアクセス権が設定されています。

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリの基本設定→ レコードコメントの順にクリック
する

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「レコードコメントの設定」画⾯が表⽰されます。

レコードコメントのアクセス権の設定欄で、アクセス権を設定する
「アクセス権（権限）を編集する」

「ライブラリ管理」画⾯で、 アクセス権の設定→ レコードコメントの順にクリックし、アクセ

ス権を設定することもできます。
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外部ファイルに入出力する

ライブラリデータを、外部ファイルに入出力します。

各種ファイルの使用時の注意点については、「各種ファイルの注意点」を参照してください。

入出力できるファイルについて

「デヂエ」では、次の形式のファイルにライブラリデータを入出力できます。

入出力できるファイル形式

項目 説明

CSVファイル
レコードデータをコンマ (,) で区切るファイル形式です。

レコードデータのみファイルに書き出します。

DBMファイル
「デヂエ」独自のファイル形式です。

レコードデータとライブラリ管理の設定をファイルに書き出します。

ライブラリデータをDBMファイルに書き出す

レコードデータのCSVファイルを読み込む

レコードデータをCSVファイルに書き出す

ライブラリデータをDBMファイルに書き出す

ライブラリデータをDBMファイルに書き出します。

DBMファイルには、レコードデータにあわせ、ライブラリ管理の設定が書き出されます。

テンプレートをDBMファイルに書き出すこともできます。

「テンプレートをDBMファイルに書き出す」

DBMファイルの読み込みについては、「DBMファイルからライブラリを追加する」を参照してください。

DBMファイルに書き出すときの注意点については、「DBMファイル書き出し時の注意点」を参照してください。

DBMファイルに書き出したライブラリデータは、ファイル上で内容を編集できません。書き出したレコードデータを

編集する場合は、CSVファイルにレコードデータを書き出してください。

「レコードデータをCSVファイルに書き出す」

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの入出力/削除 → DBMファイル(*.dbm)への書き出し

の順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「DBMファイル(*.dbm)への書き出し」画面が表示されます。

書き出すファイル名をクリックし、ファイルを保存する

表示される画面にしたがって、ファイルを保存する操作を行ってください。
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手順2で、ライブラリ名に日本語を使用していると、正常にファイルをダウンロードできない場合があり
ます。この場合は、画面下のライブラリIDがファイル名になったリンクをクリックしてください。

レコードデータのCSVファイルを読み込む

レコードデータのCSVファイルを読み込みます。

CSVファイルの書き出しについては、「レコードデータをCSVファイルに書き出す」を参照してください。

CSVファイルからライブラリを追加することもできます。

「CSVファイルからライブラリを追加する」

CSVファイルを読み込むときの注意点については、「CSVファイル読み込み時の注意点」を参照してくだ
さい。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの入出力/削除→ CSVファイル(*.csv)の読み
込みの順にクリックする
「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「CSVファイルからの読み込み ‒ Step 1/3」画面が表示されます。

読み込むCSVファイルを選択し、 次に、ファイルの中身を確認する　>> をクリックする
「CSVファイルからの読み込み ‒ Step 2/3」画面が表示されます。

「ファイルを選択する」

読み込むレコード情報と、先頭行をフィールド名として無視するかどうかを設定し、
次に、データの割り当てを確認する　>> をクリックする

「CSVファイルからの読み込み ‒ Step 3/3」画面が表示されます。
画面に読み込もうとしているCSVファイルの5行分の内容が表示されます。

レコード情報と先頭行の設定項目

項目 説明

レコード情報
読み込むフィールドを選択します。

「候補を設定する」

ファイルの先頭行 CSVファイルの先頭行をフィールド名として書き出さない場合は、「先頭行をフィー
ルド名として無視する」にチェックを入れてください。

内容を確認し、 読み込む をクリックする
追加するライブラリの運用は、レコードが10個以下の場合は仮運用、11個以上の場合は本運用になります。

CSVファイルを読み込むと、現在のデータに追加/上書きされ、読み込む前の状態に戻すことはできませ
ん。読み込みを実行する前に、現在登録されているライブラリ情報を CSVファイルに保存する場合は、手
順４で画面下部のライブラリ欄で現在のレコードデータをCSVファイルに書き出してから作業を行ってく
ださい。

レコードデータをCSVファイルに書き出す

レコードデータをCSVファイルに書き出します。

CSVファイルには、レコードデータのみ書き出されます。

CSVファイルに書き出したレコードデータはファイル上で内容を変更できます。レコードデータを大量に編集する場合な
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CSVファイルに書き出したレコードデータはファイル上で内容を変更できます。レコードデータを大量に編集する場合な
どは、CSVファイルに書き出し、データを編集することをお勧めします。

ユーザーが「レコード一覧」画面でレコードデータをCSVファイルに書き出すこともできます。

「レコードデータをCSVファイルに書き出す」

レコードコメントは書き出されません。

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリの入出力/削除→ CSVファイル(*.csv)への書
き出しの順にクリックする
「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「CSVファイルへの書き出し ‒ Step 1/2」画面が表示されます。

書き出す項目を設定し、 次に、書き出す内容を確認する　>> をクリックする
「CSVファイルへの書き出し ‒ Step 2/2」画面が表示されます。
書き出すフィールドを追加する場合は、書き出さないフィールド欄から書き出すフィールドを選択し、 ←　書き出
す をクリックします。
書き出すフィールドを削除する場合は、書き出すフィールド欄から削除するフィールドを選択し、 →　書き出さな
い をクリックします。
先頭行にフィールド名を書き出す場合は、「先頭行にフィールド名を書き出す」にチェックを入れます。

内容を確認し、 書き出す をクリックする
項目の設定に戻る場合は、 <<前への画面へ戻る をクリックする

ファイルを保存する
表示される画面にしたがって、ファイルを保存する操作を行ってください。
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各種ファイルの注意点

各種ファイルの書き出し時や読み込み時の注意点について説明します。

DBMファイル書き出し時の注意点
CSVファイル読み込み時の注意点
RSS書き出しについて

DBMファイル書き出し時の注意点

ライブラリデータをDBMファイルに書き出す場合は、次の点に注意してください。

DBMファイル書き出し時には、次の設定が無効になります。

ライブラリ管理者

「メニュー（ユーザー）」フィールドのメニュー項⽬の設定

「ファイル」フィールドの添付ファイル（ファイル名のみ読み込まれます）

アクセス権の設定

メール通知の設定

リレーションの設定

メール読み込みの設定

レコードコピーの設定

CSVファイル読み込み時の注意点

レコードデータをCSVファイルから読み込む場合は、次の点に注意してください。

11個以上レコードが登録されたCSVファイルの読み込みは、システム管理者または運⽤切替権限のあるユーザーのみ
実⾏できます。

読み込むライブラリのフィールドと、CSVファイルの項⽬の並び順が揃っていない場合は、正常に読み込まれませ
ん。読み込み作業の前に、CSVファイルの項⽬の並び順を確認してください。

データの追加および上書きについて
「レコード番号」がCSVファイルの項⽬に含まれている場合、⼀致したデータを上書きします。
レコード番号が⼀致しない場合やレコード番号の項⽬がない場合は、新しいレコード番号を採番し新規レコードとし
て追加します。

レコード番号の⾃動採番について
レコード番号が設定されていないレコードのうち、CSVファイルの上位にあるデータから順に採番されます。
新規に採番される番号は、読み込むライブラリに追加されているレコード番号の中で最⼤のレコード番号値に1を⾜し
た数になります。

読み込んだレコードデータの表⽰順について
CSVファイル読み込み後に「レコード⼀覧」画⾯を表⽰すると、採番されたレコード番号の降順に表⽰されます。こ
のため、CSVファイルの⼀番下にあるデータが、「レコード⼀覧」画⾯の最上部に表⽰されます。

「'」(アポストロフィー)の付いたデータを読み込む場合
数値フィールドに読み込むと、空⽩のデータとして読み込まれます。
⽂字列フィールドなどに読み込むと、「'⽥中」のように読み込まれます。
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CSVファイルを読み込む場合は、⽂字列の先頭に付いた「'」を事前に削除するかどうかを注意してください。
「「,」(カンマ)、「'」(アポストロフィー)の削除⽅法」

フィールドタイプ別の注意点は次のとおりです。

フィールドタイプ別の注意点

項⽬ 説明

「更新者」「登録⽇時」「更新
⽇時」

この項⽬は上書きされません。
「更新者」には、CSVファイルを読み込んだユーザーが設定されます。
読み込んだユーザーがログイン前ユーザーの場合は、空欄になります。

「登録者」

「デヂエ」に登録されていない名前があった場合も読み込みできます。
「登録者」が「デヂエ」に登録されているユーザーの名前と完全⼀致した場合
は、「レコード登録者に許可するアクセス権」が有効になります。
⽒名の間の全⾓半⾓なども区別されるため「登録者」を読み込む場合は、注意
してください。

⽇付フィールド 「yyyy/mm/dd」形式にして読み込んでください。
例)  2005/2/4

チェックボックスフィールド
CSV ファイルのデータとフィールドの関係は、次のようになります。
 1 ：チェック済
 0 ：未チェック

URLフィールド
URLとリンク名を CSVファイルから読み込む場合は、CSVファイルの1つのセ
ルの中にURLとリンク名を「,」 (カンマ) で区切って登録してください。
例)  http://xxxx/co.jp, リンク名

数値フィールド

桁区切りのカンマ「,」が含まれるデータを数値フィールドに読み込んだ場合
は、空欄となります。数値フィールドに読み込むときは、桁区切りのカンマが
含まれないデータを使⽤してください。
数値フィールドに16桁以上のものを読み込んだ場合は、空⽩になります。

「「,」(カンマ)、「'」(アポストロフィー)の削除⽅法」

⽂字列（複数⾏）フィールド

「セル内改⾏」を含んだCSVファイルを読み込む場合は、正確にデータを認識
できない場合があります。これは、CSVファイルのデータに「デヂエ」で採⽤
している以外の「セル内改⾏⽂字」が使われている場合に発⽣します。
※「デヂエ」では、セル内改⾏⽂字として【LF】を採⽤しています。

「改⾏コードを【LF】にする⽅法」  「セル内改⾏を削除する⽅法」

ファイルフィールド

ファイルのデータ⾃体を読み込むことはできません。
空⽩の値をファイルフィールド上書きで読み込んだ場合は、添付されている
ファイルを削除します。
また、登録されているファイル名と異なる値を読み込んだ場合は、元のファイ
ル名とファイルのデータを保存します。

「,」(カンマ)、「'」(アポストロフィー)の削除⽅法
Excel の機能を利⽤し、次の⼿順でファイルに含まれる「,」(カンマ)、「'」(アポストロフィー)を削除
できます。
 1. ExcelでCSVファイルを開く
 2. 空⽩セルに「1」という数値を⼊⼒する
 3. セルを選択し、[編集] メニューから「コピー」を選択する
 4. ⽂字列として保存されているデータを変換するセルを選択する
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   ⼀度に複数のセルの「,」(カンマ)、「'」(アポストロフィー)を削除する場合は、削除するセルの
   範囲を選択します。
 5. [編集] メニューから「形式を選択して貼り付け」を選択する
   「形式を指定して貼り付け」ダイアログが表⽰されます。
 6. 「演算」の「乗算」ラジオボタンを選択し、[OK] をクリックする
 7. ⼿順 2. でセルに⼊⼒した内容を削除する

改⾏コードを【LF】にする⽅法
次の⼿順で改⾏コードを【LF】に変換できます。ここでは、テキストエディタ「秀丸」の場合を例に説
明します。
詳細については、お使いになる製品のマニュアルまたはヘルプを参照してください。
 1.「秀丸」を起動し、CSVファイルを開く
 2. [ファイル] メニューから「名前をつけて保存」を選択し、ダイアログ右下にあるプルダウンメ
  ニューから「改⾏=LF」を選択して保存する

セル内改⾏を削除する⽅法
次の⼿順でセル内改⾏を削除できます。ここでは、Excel の機能を利⽤して⾏います。
Excelの機能の詳細については、Excelのヘルプを参照してください。
 1. [編集] メニューから「置換」を選択する
  「置換」ダイアログが表⽰されます。
 2.「検索する⽂字列」ボックスをクリックし、[Ctrl]＋[J] キーを押す
   この操作を⾏っても表⽰上の変化はありませんが、置換対象として、セル内改⾏が設定されます。
 3.「置換後の⽂字列」ボックスは空欄のまま「すべて置換」をクリックする
 4.セル内の改⾏がすべて削除され、データが1⾏で表⽰されていることを確認する

RSS書き出しについて

「RSSの書き出し」を実⾏すると、RSS通知の設定にしたがって、レコードの内容がRDF形式で書き出されます。 RDF
ファイルには、次の項⽬が書き出されます。

RDFファイルに書き出される項⽬

項⽬ 説明

ファイルの仕様
xmlのバージョン、使⽤⽂字コード、ファイルのフォーマット、使⽤⾔語が書き
出されます。

「ファイルの仕様について」

RSS
通知のタイトル、通知への参照URL、通知の説明、通知の更新⽇時が書き出され
ます。

「RSSについて」

記事
記事のタイトル、記事への参照URL、記事の要約、記事の更新⽇時が書き出され
ます。

「記事について」

書き出される RDFファイルの書式は、次のとおりです。

RDFファイルの書式

 このファイルの説明が書かれています。  

 <rdf:RDF> </rdf:RDF> まで、RSSで通知される情報が書かれています。  
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 <channel> </channel> まで、このRSS通知についての基本情報が書かれていま
す。  

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

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

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

 </items>  

 </channel>  

 <item> </item> まで、各記事の詳細情報が書かれています。  

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

 </rdf:RDF>  

ファイルの仕様について
書き出されるファイルの仕様は、最初の6⾏に記載されます。

ファイルの仕様

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
     xml:lang="ja">

XMLのバージョンは、1.0で、使⽤している⽂字コードはUTF-8です。
ファイルのフォーマットは、RDFフォーマットで、使⽤⾔語は、⽇本語です。

RSSについて
RSS通知の設定で、「全体の設定」に対して指定された値を元に表⽰されます。

RSSの情報

<channel rdf:about=" (現在アクセスしているURL) "/>
 <title>" (「RSSのタイトル」に設定した値) "</title>
 <link>" (「ホームページURL」に設定した値) "</link>
 <description>" (「説明⽂」に設定した値) "</description>
 <dc:language>ja</dc:language>
 <dc:date>" (このURLにアクセスした⽇時) "</dc:date>
 <items>
  <rdf:Seq>
    <rdf:li rdf:resource=" (この通知内の記事の参照先URL)>/>
               :
       [表⽰件数分表⽰される]
               :
  </rdf:Seq>
 </items>
</channel>

参照先URLは、各記事の設定で、「参照先 URL」に指定したフィールドのレコード値が書き出されま
す。

記事について
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RSS 通知の設定で、各RSS通知の「記事の設定」に対して指定された値を元に表⽰されます。

記事の情報

<itemrdf:about=" (参照先URLに指定されたフィールドのレコード値) ">
 <title>" (タイトルフィールドに指定されたフィールドのレコード値) "</title>
 <link>" (参照先URLに指定されたフィールドのレコード値) "</link>
 <description>" (要約⽂フィールドに指定されたフィールドのレコード値) "</description>
 <dc:date>" (更新⽇時フィールドに指定されたフィールドのレコード値) "</dc:date>
</item>

記事の数は、全体の設定で、「表⽰件数」で指定した件数分表⽰され、「更新⽇時フィールド」に指定
したフィールドの昇順で書き出されます。

レコードの値が空の場合、RSS書き出しでも値は空で書き出されます。
レコードの値が「ERROR!」(⾃動計算、時間計算) の場合、またはフィールドが削除されている場合
も、値は空で書き出されます。
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ライブラリログを設定する

どの操作が⾏われた場合にログに保存するかを設定します。

ライブラリログは、利⽤頻度の測定や情報漏洩の対策などに利⽤できます。

ライブラリに対する基本的な操作について、「いつ」「誰が」「何をした」といった情報をログに保存します。

ライブラリログは、書き出す期間を指定し、CSV ファイルに書き出すことができます。

「ライブラリログを書き出す」

初期設定では、すべての操作のチェックが外れているため、ログは保存されていません。

システム設定により、ライブラリ管理者にライブラリログの保存設定の変更が許可されていない場合があ
ります。

システム管理者は、システム設定の「ライブラリログ」でライブラリログ保存設定を変更できます。

『システム設定マニュアル』の「ライブラリログ保存の設定を変更する」

「ライブラリ管理」画⾯で、 ライブラリログ→ ライブラリログの設定の順にクリックす
る

「ライブラリ管理」画⾯にアクセスする」

「ライブラリログの設定」画⾯が表⽰されます。

ログを保存する操作にチェックを⼊れ、 設定する をクリックする

システム設定により、ライブラリ管理者にライブラリログの保存設定の変更が許可されていない場合は、
設定内容のみ確認できます。

ログに保存する操作について
次の項⽬から、ログに保存する操作を選択できます。

ログに保存できる操作

項⽬ 説明

レコード⼀覧画⾯表⽰

次の操作時に、ログが保存されます。

「レコード⼀覧」画⾯の表⽰

「簡易検索結果」画⾯の表⽰

「詳細検索結果」画⾯の表⽰

ソートの実⾏／ソート順の切替

絞り込みの切替

レコード⼀覧ビューの切替

ダイレクト表⽰の表⽰

次の N 件／先頭／末尾のクリック
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リンクリストの表⽰／⾮表⽰の切替

※Webブラウザーで、「再読み込み」操作を実⾏した場合もログに保存さ
れます。

レコード詳細画⾯表⽰

次の操作時に、ログが保存されます。

「レコード詳細」画⾯の表⽰

フィールドレイアウトの切替

先頭／前／次／末尾のクリック

My リンクリストの表⽰／⾮表⽰の切替

レコードの登録 (確認画⾯)

レコードの編集 (確認画⾯)

レコード登録者変更 (確認画⾯)

※Webブラウザーで、「再読み込み」操作を実⾏した場合もログに保存さ
れます。

集計画⾯表⽰

次の操作時に、ログが保存されます。

「集計」画⾯の表⽰

ソートの実⾏／ソート順の切替

絞り込みの切替

※Webブラウザーで、「再読み込み」操作を実⾏した場合もログに保存さ
れます。

レコード登録
次の操作時に、ログが保存されます。

レコードの登録

レコード編集
次の操作時に、ログが保存されます。

レコードの編集

レコード削除

次の操作時に、ログが保存されます。

レコードの1件削除

レコードの⼀括削除

※レコードの⼀括削除は、レコードが1件も削除されなかった場合でもログ
に記録されます。

レコードコメント書き
込み

次の操作時に、ログが保存されます。

レコードコメントの書き込み

レコードコメント削除
次の操作時に、ログが保存されます。

レコードコメントの削除

レコード⼀括編集

次の操作時に、ログが保存されます。

レコードの⼀括編集
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※レコードの⼀括編集は、1件以上のデータ変更が⾏われた場合のみログに
記録されます。

再ルックアップ

次の操作時に、ログが保存されます。

再ルックアップの実⾏

※再ルックアックは、データが1件も変更されなかった場合でもログに記録
されます。

メール読み込み

次の操作時に、ログが保存されます。

メール読み込みの実⾏

※メール読み込みは、1件以上のデータが読み込まれた場合のみログに記録
されます。

ライブラリのデータ⼊
出⼒

次の操作時に、ログが保存されます。

CSVファイルの読み込み

CSVファイルへの書き出し

XMLファイルへの書き出し

DBMファイルへの 書き出し

コマンドラインによる、CSVファイルの読み込み

コマンドラインによる、CSVファイルの書き出し

RSSファイルの取得 (参照)

※CSVファイルの読み込みは、1件以上のレコードが読み込まれた場合のみ
ログに記録されます。
※DBMファイルへの書き出しは、システム設定の「ライブラリファイルの
最適化」画⾯でDBMファイルをダウンロードした場合にもログに記録され
ます。
※RSSファイルの取得は、「RSS書き出し」画⾯で表⽰されている、各RSS
通知のページを表⽰した場合にログに記録されます。

レコードコピー

次の操作時に、ログが保存されます。

レコードコピーの実⾏

レコードコピー実⾏によるレコードの追加

ライブラリログ設定

次の操作時に、ログが保存されます。

ライブラリログの設定の変更

※ライブラリログ設定のログは必ずログに記録されます。
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ライブラリログを書き出す

書き出す期間を指定し、ライブラリログをCSV ファイルに書き出します。

ファイルには、日付／時刻／IPアドレス／ユーザー／操作／備考の項目が書き出されます。

ライブラリログの設定で、ログを保存する操作を設定していない場合はログが保存されていません。ログが保存

されているかどうかを確認してください。

「ライブラリログを設定する」

システム管理者は、システム設定の「ライブラリログ」でライブラリログを書き出したり、削除することができます。

『システム設定マニュアル』の「ライブラリログを確認する」

「ライブラリ管理」画面で、 ライブラリログ → ライブラリログの書き出しの順にクリックする

「ライブラリ管理」画面にアクセスする」

「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選択し、 書き出す をクリックする

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。

ログを保存する設定を行う以前のログは書き出されません。

ログファイルの備考欄に書き出される内容について

備考欄に書き出される情報

項目 書き出される情報

レコード一覧画面表示

次の内容が、備考欄に書き出されます。

ビュー=(レコード一覧ビュー名)

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

ソート=(実行しているフィールド)／(昇降順)

※レコード一覧ビューや絞込が「(すべて)」の場合、ビューや絞り込みは書き出さ

れません。

※レコード番号でソートが行われている場合、ソートは書き出されません

レコード詳細画面表示

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード=(レコード番号)

フィールドレイアウト=(フィールドレイアウト名)

※フィールドレイアウトが「(すべて)」の場合、フィールドレイアウトは書き出されま

せん。
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集計画面表示

次の内容が、備考欄に書き出されます。

集計=(集計名)

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。

レコード登録

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード=(レコード番号)

フィールドレイアウト=(フィールドレイアウト名)

※フィールドレイアウトが「(すべて)」の場合、フィールドレイアウトは書き出されま

せん。

レコード編集

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード=(レコード番号)

フィールドレイアウト=(フィールドレイアウト名)

※フィールドレイアウトが「(すべて)」の場合、フィールドレイアウトは書き出されま

せん。

レコード

削除

1件削除

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード =( レコード番号 )

一括削除

次の内容が、備考欄に書き出されます。

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。

レコードコメント書き込

み

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード=(レコード番号)

レコードコメント削除

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード=(レコード番号)

一括編集

次の内容が、備考欄に書き出されます。

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

置換前=(置換前文字列)

置換／更新後=(置換後文字列／更新後のデータ)

フィールド=(フィールド名)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。

※すべてのフィールドで文字列置換を行った場合は、フィールドは書き出されま

せん。
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再ルックアップ

次の内容が、備考欄に書き出されます。

リレーション=(リレーション名)

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。

メール読み込み

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード数=(読み込みレコード数)

ライブラ

リのデー

タ入出力

CSVファイ

ルの読み

込み

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコード数=(読み込みレコード数)

CSVファイ

ルの書き

出し

次の内容が、備考欄に書き出されます。

集計=(集計名)

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。

XMLファイ

ルの書き

出し

次の内容が、備考欄に書き出されます。

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。

DBMファイ

ルの書き

出し

備考欄に書き出される内容はありません。

RSS ファ

イルの取

得 (参照)

次の内容が、備考欄に書き出されます。

RSS=(表示された RSS のタイトル)

※ユーザー名は書き出されません。

レコード

コピー

レコードコ

ピー

次の内容が、備考欄に書き出されます。

レコードコピー=(コピー名)

絞り込み=(絞り込み名)

簡易検索=(簡易検索時に設定した検索文字列)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。

レコードコ

ピーによる

レコード追

加

次の内容が、備考欄に書き出されます。

コピー元=(コピー元ライブラリ名)

レコードコピー=(コピー名)

レコード数=(読み込みレコード数)

※絞込が「(すべて)」の場合、絞り込みは書き出されません。
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ライブラリログ設定 備考欄に書き出される内容はありません。
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ライブラリ管理者の操作について

ライブラリ管理者が実行できる操作について説明します。

ライブラリ管理者は、「ライブラリ管理」画面での管理機能の操作以外に、「レコード詳細」画面など（ユーザーの操作画面）でいく

つかの操作の権限を与えられています。

レコード登録者を変更する

編集中のロックを解除する

レコードコメントを削除する

レコード登録者を変更する

レコード登録者を変更します。

ライブラリ管理者は、「レコード詳細」画面や、レコード詳細表示形式の「レコード一覧」画面でレコード登録者を変更できます。

メール通知の設定で「レコード登録者にも通知する」にチェックを入れている場合、レコード登録者を変更すると、通知先のユー

ザーが変更されます。ご注意ください。

レコード登録者を変更するレコードの「レコード詳細」画面を表示する

レコード詳細表示形式のライブラリは、「レコード一覧」画面でも同様の操作が可能です。

「レコード（「レコード詳細」画面）」を閲覧する」  「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」

登録者欄の ［変更する］ をクリックする

「レコード登録者の変更」画面が表示されます。

レコード登録者を変更し、 変更する をクリックする

「候補を選択する」

ライブラリ管理者は、レコード登録者に対するアクセス権を設定できます。

「レコード登録者に対するアクセス権について」

CSVファイルを使用し、レコード登録者をまとめて変更できます。

「レコードデータのCSVファイルを読み込む」

編集中のロックを解除する
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編集中のロックを解除します。

ライブラリ管理者は、レコードの編集ロックを強制的に解除できます。

編集ロックを解除すると、他のユーザーも編集が可能になります。ご注意ください。

編集ロック中のレコードの「レコード詳細」画面を表示する

「レコード（「レコード詳細」画面）」を閲覧する」

ロック解除 をクリックする

「レコードのロック解除」画面が表示されます。

ロックを解除する場合は、 はい をクリックする

「レコード一覧」画面から、編集ロック中のレコードを編集しようとすると、次の画面が表示されます。

ロックを解除 をクリックし、ロックを解除することもできます。

レコードコメントを削除する

レコードコメントを削除します。

ライブラリ管理者は、他のユーザーが書き込んだレコードコメントも削除できます。

ログイン前ユーザーが書き込んだコメントを削除できるのは、ライブラリ管理者だけです。

レコードコメントを削除するレコードの「レコード詳細」画面を表示する

「レコード（「レコード詳細」画面）」を閲覧する」

削除するコメントの 削除する をクリックする

「コメントの削除」画面が表示されます。
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削除する場合は、 はい をクリックする
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