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ライブラリ／レコードを印刷する
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個人設定を変更する
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Myリンクを設定する

その他

ライブラリを修復する
ライブラリの運用を切り替える
フォルダを設定する

ユーザーマニュアル　目次

ライブラリに蓄積された情報を効率よく利用するために必要な、各ユーザーが行う操作について説明します。
閲覧するページを選択してください。

「一般ユーザーとは」

各ライブラリで可能な操作は、ライブラリ管理の設定により異なります。ライブラリ管理の設定について
は、ライブラリ管理者に確認してください。ライブラリ管理者は、「ライブラリの情報」画面で確認でき
ます。

「「ライブラリの情報」画面について」

操作の前に

  Webブラウザーを設定する

「デヂエ」にアクセスする
「お客様サポートオンライン」へ問い合わせる

5 



ユーザーマニュアル　画面目次

ライブラリに蓄積された情報を効率よく利用するために必要な、各ユーザーが行う操作について説明します。
閲覧するページを選択してください。

「一般ユーザーとは」

各ライブラリで可能な操作は、ライブラリ管理の設定により異なります。ライブラリ管理の設定について
は、ライブラリ管理者に確認してください。ライブラリ管理者は、「ライブラリの情報」画面で確認でき
ます。

「「ライブラリの情報」画面について」

「デヂエ」を使用する前に、Webブラウザーの設定を確認してください。

Webブラウザーを設定する

「ホーム（ライブラリ一覧）」画面
「レコード一覧」画面
「レコード詳細」画面
「レコードの新規登録／編集／登録（再利用）」画面

「ホーム（ライブラリ一覧）」画面
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「「ホーム」画面を閲覧する」

「「デヂエ」にアクセスする」

「ライブラリを検索する」

「フォルダを設定する」  『ライブラリを追加する』

「個人設定を変更する」  「「お客様サポートオンライン」へ問い合わせる」  『システム設定マニュアル』

「レコード一覧」画面

「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」
「メール通知を確認する」
「ライブラリを修復する」

「レコードを登録する」
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「レコードを検索する」

「ライブラリを印刷する」  「レコードデータをファイルに書き出す」  「レコードをまとめて編集する」
「レコードをまとめて削除する」  「ルックアップしたデータを更新する（再ルックアップ）」  「レコードをコ
ピーする」
「RSS通知を設定／確認する」  「デヂエポートレットを閲覧する」

「 ダイレクト表示とは」  「表示するレコードを絞り込む」  「「レコード一覧ビュー」を切り替える」
「レコードの値を集計する」

「一覧表示を並び替える（ソート）」

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」  「レコードを個別に編集する」  「レコードにコメントを書き
込む」
「関連ライブラリへのリンクについて」

『ライブラリ管理マニュアル』

「レコード詳細」画面

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

「レコードを個別に編集する」  「再利用してレコードを登録する」  「レコードを個別に削除する」  「レコー
ドを印刷する」

「「フィールドレイアウト」を切り替える」

「レコードにコメントを書き込む」

「レコードの新規登録／編集／登録（再利用）」画面

「レコードを登録する」  「レコードを個別に編集する」  「再利用してレコードを登録する」
「ライブラリの運用を切り替える」
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「「フィールドレイアウト」を切り替える」

「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）」
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「デヂエ」にアクセスする

Webブラウザーで「デヂエ」にアクセスします。

「デヂエ」では、ログインしていないユーザーも、「（ログイン前ユーザー）」として製品を使用できます。ただし、ロ
グイン前ユーザーにアクセス権がないライブラリにアクセスしたときは、「ログイン」画面が表示され、「デヂエ」への
ログインが必要になります。

「（ログイン前ユーザー）について」

「デヂエ」にアクセスする前に、Webブラウザーの設定を確認してください。

「Webブラウザーを設定する」

ログインする
ログアウトする

ログインする

「デヂエ」にログインします。

ログイン方法は、システム設定により異なります。

システム設定により、パスワードの有効期限が設定されている場合は、ログイン操作を行うとパスワード
の変更画面やパスワードの有効期限の連絡画面が表示されます。

「パスワードの有効期限について」

「デヂエ」にログインすると、次の操作が可能になります。

個人設定の変更

ライブラリに登録されているレコードコメントの既読／未読の確認

自分が登録したレコードコメントの削除

ライブラリ管理者の変更

連携認証について
連携認証が設定されている場合は、連携先のサイボウズ製品にログインしていると、「デヂエ」でのログ
インを省略できます。連携認証の詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

「デヂエ」にログインしているかどうかは、画面のヘッダで確認できます。ユーザー名が表示されている
場合はログインしています。
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Webブラウザーで「デヂエ」のアクセスURLにアクセスする
「デヂエ」の画面が表示されます。

アクセスするURLは、サーバーの環境により異なります。
次のURLは、標準で「デヂエ」をインストールした場合のURLです。
サーバーのIPアドレスまたはホスト名、インストール識別子に関しては、システム管理者にお問い合わせください。

「デヂエ」のアクセスURL

環境 アクセスURLの例

Windowsサーバー
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）/scripts/cbdb/db.exe
※cbdbの部分はインストール識別子になります。

Linuxサーバー
http://（サーバーの IP アドレスまたはホスト名）/cgi-bin/cbdb/db.cgi
※cbdbの部分はインストール識別子になります。

画面のヘッダ部分にある ログイン をクリックする
「ログイン」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 ログイン をクリックする
ヘッダにログイン名が表示されます。

名前を選ぶログイン方法
メニューから名前を選択し、パスワードを入力します。

グループと名前を選ぶログイン方法
メニューから名前を選択し、パスワードを入力します。
グループを切り替える場合は、［切り替える］をクリックし、表示するグループを選択します。

ログイン名を入力するログイン方法
ログイン名を入力し、パスワードを入力します。
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次の場合は、システム管理者にお問い合わせください。

ログイン名とパスワードの初期設定が分からない場合

パスワードが違う場合や忘れた場合

ログイン名やパスワードは、大文字小文字を区別し、正しく入力してください。

「デヂエ」のアクセスURLは、ブックマークやお気に入りに登録しておくと便利です。

（ログイン前ユーザー）について
 製品にログインしていない状態のユーザーを「（ログイン前ユーザー）」と呼びます。「デヂエ」では、

製品にログインすることなくライブラリの閲覧や各種操作が可能です。
 ただし、システム設定により、ログイン前ユーザーの操作が許可されていない場合があります。この場

合、製品にアクセスすると必ずログイン操作を要求されます。

ログアウトする

「デヂエ」からログアウトします。

席を外すなど、「デヂエ」を他人に操作させたくない場合にご利用ください。

画面のヘッダ部分の ログアウト をクリックする
ヘッダからログイン名が消えます。

ログアウトしないでWebブラウザーを終了すると、次回「デヂエ」のアクセスURLにアクセスしてもログ
アウト状態になります。

サイボウズ共通認証を使用している場合のログアウト操作について
 サイボウズ共通認証を使用している場合は、認証先の製品からログアウトしていないと、「デヂエ」から

ログアウトできません。
 サイボウズ共通認証を使用中に「デヂエ」からログアウトする場合は、次のどちらかの手順でログアウト

してください。

起動しているWebブラウザーをすべて閉じる

まず認証先の製品からログアウトし、続いて「デヂエ」からログアウトする
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「お客様サポートオンライン」へ問い合わせる

運用上の不明点、困ったこと、操作上の不明点などを「お客様サポートオンライン」へ問い合わせます。
問い合わせの返答は、サイボウズ株式会社のサポート担当が行います。

「お客様サポートオンライン」へ問い合わせることができるユーザーは、システム設定により「サポート
登録者」に設定されたユーザーです。

送信情報の中にはセキュリティ上重要な情報が含まれるため、「お客様サポートオンライン」側へ送信す
る情報は、「サポート登録者」が問い合わせ時に任意に設定します。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」を使用している場合、「Office」に関するお問い合わせは、アプリ

ケーションメニューで デヂエ以外のアプリケーションメニューを選択してから、 サポートをク

リックします。

画面右下の サポートをクリックする

「お客様サポートオンライン」を利用する場合：
　「会社名/個人名」と必要な項目を入力し、[変更する]をクリックします。

「お客様サポートオンライン」へ送信する情報を変更する場合：
　 変更するをクリックします。

⇒「お客様サポートオンライン」に問い合わせる をクリックする
「お客様サポートオンライン」画面が表示されます。

画面の指示に従って、問い合わせる

動作環境やネットワーク環境の情報を自動的に取得し、「お客様サポートオンライン」へ送信できます。
問題の解決に必要な情報が問い合わせと同時に「お客様サポートオンライン」に届くので、より迅速な対
応が可能です。
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ライブラリ／レコードを閲覧する

「ホーム」画面でライブラリの一覧を閲覧したり、目的のライブラリを表示してレコードの一覧を閲覧したり、目的のレコ
ードの詳細画面を閲覧したりします。

「ホーム」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
一覧表示を並び替える(ソート)
ソート順を確認する
レコード(「レコード詳細」画面)を閲覧する
リンクリストを閲覧する

「ホーム」画面を閲覧する

「ホーム」画面に表示される、ライブラリ一覧やリンクリストなどを閲覧します。

各画面の左上の  (ロゴ画像)または、ホームをクリックする
「ホーム」画面が表示されます

 ※　ライブラリ管理の設定により、ボタンやリンクが表示されていない場合や、リンク先が異なる場合があります。

画面に表示される内容を閲覧する

 

 ヘッダ

項目 説明

 (ロゴ画像) 「ホーム」画面を表示します。

○○さん ログインしている場合は、ログインしているユーザーの名前が表示されます。

ホーム 「ホーム」画面を表示します。

ログイン ／ ログアウト 「デヂエ」にログイン／ログアウトします。
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「ログインする」  「ログアウトする」

ヘルプ 製品のバージョン情報や、製品を紹介するサイトへのリンクを表示します。

リンク名
リンク先のページを表示します。

 ※システム管理者が共有リンクを設定している場合のみ表示されます。

 

 フォルダ一覧

項目 説明

(ルートフォルダ) ルートフォルダ(「ホーム」画面)を表示します。

(リンクリスト)
Myリンクを表示します。

「リンクリストを閲覧する」

(テンプレート一覧)

テンプレート一覧を表示します。
 ※ライブラリの作成権限のないユーザーには表示されません。

『ライブラリ管理マニュアル』の「テンプレートからライブラリを追加す
る」

フォルダ名

画面右に選択されているフォルダに追加されているライブラリが表示されま
す。

 
※  ／  をクリックすると、フォルダ直下のサブフォルダを開閉します。

 ※フォルダ名の後ろに表示される数字は、サブフォルダ数を現します。
 

※  はライブラリが追加されているフォルダです。

 

 フォルダメニュー

項目 説明

ライブラリを追加する

ライブラリを追加します。
 ※ライブラリの作成権限のないユーザーには表示されません。

『ライブラリ管理マニュアル』の「ライブラリを追加する」

フォルダを追加する
フォルダを追加します。

「フォルダを追加する」

フォルダの詳細
表示しているフォルダの「フォルダの情報」画面を表示します。

「フォルダ情報を確認／変更する」

フォルダ/ライブラリの順
番を変更する

現在表示しているフォルダ名に追加されているフォルダやライブラリの表示順
を変更します。

「フォルダ／ライブラリの表示順を変更する」

※　リンクリストで Myリンクの順番を変更するをクリックすると、Myリ
ンクの表示順を変更できます。

「Myリンクを設定する」

※　テンプレート一覧で テンプレートの順番を変更するをクリックする
と、テンプレートの表示順を変更できます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「テンプレートの表示順を変更する」
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フォルダ「フォルダ名」を
削除する

フォルダを削除します。

「フォルダを削除する」

ライブラリ検索 ［詳細検
索］

ライブラリを、「ライブラリ名」「ライブラリメモ」をキーワードにして検索
します。

「ライブラリを検索する」

検索対象のフォルダを指定する場合や、「レコード値」を対象にして検索する
場合は、［詳細検索］をクリックします。

 ※システム管理の設定により、 ライブラリ検索 や［詳細検索］が表示され
ない場合があります。

 

 現在表示しているフォルダ

項目 説明

フォルダ名
現在表示しているフォルダ名が表示されます。

 フォルダのメモが設定されている場合は、フォルダ名の下にフォルダのメモが
表示されます。

おすすめのライブラリを見
る (「ホーム」画面のみ)

「サイボウズ デヂエ 8 おすすめライブラリ」のサイトが表示されます。
 ライブラリ作成権限のあるユーザーまたはシステム管理者にのみ表示されま

す。
 サイトでは、お勧めのライブラリが定期的に配信されます。

『サイボウズ デヂエ 8 おすすめライブラリ』

 

 フォルダ／ライブラリ一覧

項目 説明

ライブラリ名
選択したライブラリの「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」

ライブラリ名／ リンク
名

リンクリストで、設定されているライブラリやリンクを表示します。

「リンクリストを閲覧する」

テンプレート名

テンプレート一覧で、「テンプレート」画面を表示します。
 ［ライブラリを追加する］をクリックすると、選択したテンプレートからライ

ブラリを追加できます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「テンプレート一覧を確認する」

 

 フッタ

項目 説明

サポート

「「お客様サポートオンライン」への問い合わせ」画面を表示します。
 ※サポート登録者に設定されているユーザーのみ表示されます。

「「お客様サポートオンライン」へ問い合わせる」

個人設定 「個人設定」画面を表示します。
 ※ログインしているユーザーのみ表示されます。
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「個人設定を変更する」

システム設定

「システム設定」画面を表示します。
 ※システム管理者に設定されているユーザーのみ表示されます。

『システム設定マニュアル』の「システム設定画面にアクセスする」

ライブラリ(「レコード一覧」画面)を閲覧する

各ライブラリの「レコード一覧」画面を閲覧します。

「レコード一覧」画面に表示される次の項目は、ライブラリ管理者が設定しています。ライブラリごとに
表示内容が異なります。

レコード一覧ビューのデフォルトビュー

画面デザイン

ヘッダ・フッタの表示内容

表示される機能

レコード一覧ビュー／フィールド／絞込のアクセス権

「Garoon」パッケージ版のポートレットで、ライブラリ(「レコード一覧」画面)を閲覧することもできま
す。

「デヂエポートレットを閲覧する」

「ホーム」画面で、フォルダを選択し、閲覧するライブラリをクリックする
「「ホーム」画面を閲覧する」

ライブラリの「レコード一覧」画面が表示されます。

「レコード一覧ビュー」を選択し、レコードの一覧を閲覧する
選択した「レコード一覧ビュー」の表示に切り替わります。

「「レコード一覧ビュー」を切り替える」
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 ヘッダ
表示される項目は、「ホーム」画面と同じです。

「 　ヘッダ」

 ライブラリ名／メモ

項目 説明

(ルートフォルダ)  > ライブラ
リ名

選択したフォルダ名の「ライブラリ一覧」画面を表示します。

ライブラリ名 ライブラリ名が表示されています。ライブラリ名をクリックすると、レコード
一覧画面の先頭画面を表示します。

 メモを見る／  メモを隠す ライブラリの情報に入力されているメモを表示したり隠したりします。

 ライブラリ管理

「ライブラリ管理」画面を表示します。
※ライブラリ管理者に設定されているユーザーのみ表示されます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「ライブラリ管理画面にアクセスする」

 ライブラリメニュー

項目 説明

レコードを登録する
新しいレコードを登録します。

「レコードを新規に登録する」

検索 ［詳細検索］

全フィールド×全レコードを対象に、指定した文字や数値を含むレコードを検
索します。

「レコードを検索する」
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検索対象のフィールドを指定する場合は、［詳細検索］をクリックしてくださ
い。

ライブラリの詳細
ライブラリ情報を確認します。

「「ライブラリの情報」画面について」

印刷用画面
ライブラリを印刷します。

「ライブラリを印刷する」

CSVファイルに書き出す
レコードのデータをCSVファイルに書き出します。

「ライブラリデータをCSVファイルに書き出す」

レコードを一括編集する
レコードのデータをまとめて編集します。

「レコードをまとめて編集する」

レコードを一括削除する
レコードをまとめて削除します。

「レコードをまとめて削除する」

データを再ルックアップす
る

リレーションが設定されているレコードのデータを最新のデータに更新しま
す。

「ルックアップしたデータを更新する(再ルックアップ)」

レコードをコピーする
レコードをコピーし、指定したライブラリに追加します。

「レコードをコピーする」

RSS一覧
RSS通知用のURL一覧を表示します。

「更新通知を登録する」

ガルーンポートレット一覧
デヂエポートレットに設定するライブラリコードの一覧を表示します。

「デヂエポートレットを閲覧する」

 XMLファイルに書き出す
レコードのデータをXMLファイルに書き出します。

「ライブラリデータをXMLファイルに書き出す」

「その他の操作」メニュー
にまとめる

レコードを登録する 以外の操作を「その他の操作」メニューにまとめ
ます。
操作のリンクを元の表示に戻す場合は、メニュー内の「 「その他の操作」
メニューを展開する」をクリックします。

 その他の操作▼
その他のメニューを表示します。
メニューを閉じる場合は、「  閉じる」をクリックします。

ダイレクト表示

設定された絞り込み／レコード一覧ビュー／ソートの条件でレコードを表示し
ます。

「 ダイレクト表示とは」

 ／ 
リンクリストを開閉します。

「リンクリストを閲覧する」
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総レコード数 ライブラリに登録されている閲覧可能なレコードの総数が表示されます。

絞込
設定された条件に該当するレコードを絞り込んで表示します。

「表示するレコードを絞り込む」

レコード一覧ビュー
設定された条件で「レコード一覧」画面の表示を切り替えます。

「「レコード一覧ビュー」を切り替える」

集計
レコードに登録されている値を集計し、グラフに表示します。

「レコードの値を集計する」

 レコード一覧
表示される内容は、レコード一覧ビューの設定により異なります。

「レコード一覧ビューとは」

ライブラリ管理者のみ、次のリンクが表示されます。

項目 説明

ライブラリ管理

「ライブラリ管理」画面を表示します。
※ライブラリ管理者に設定されているユーザーのみ表示されます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「「ライブラリ管理」画面にアクセスす
る」

 フッタ
表示される項目は、「ホーム」画面と同じです。

「 　フッタ」

アクセス権のないライブラリを表示すると、次の画面が表示されます。表示するライブラリを再確認する
か、「デヂエ」にログインしているかどうかを確認してください。

「レコード一覧」画面で1画面に表示するレコードの件数を個人設定で変更できます。

「レコードの表示件数を設定する」

「ライブラリの情報」画面について
「ライブラリの情報」画面では、ライブラリ名やライブラリ管理者などのライブラリの基本情報と、運用
やロック時間などのライブラリの基本的な設定を確認できます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「ライブラリ情報を確認する」

 ダイレクト表示とは
絞込／レコード一覧ビュー／ソートを組み合わせた表示方式をダイレクト表示と呼びます。クリックする
と、指定された絞込／レコード一覧ビュー／ソートが選択された「レコード一覧」画面が表示されます。
「ダイレクト表示」の設定はライブラリ管理者が行います。

「レコード一覧ビュー」を切り替えた状態で「絞込」を実行したり、「検索」や「絞込」などで表示を絞

20 



り込んでいる状態で、「レコード一覧ビュー」を切り替えたりすることもできます。

画像の表示ついて
フィールドタイプがファイルまたはイメージURLのフィールドに画像を登録している場合、画像ファイル
やファイル名のリンクをクリックすると、画像が拡大して表示されます。 × をクリックすると元の画
面に戻ります。

一覧表示を並び替える(ソート)

「レコード一覧」画面に表示されるレコードの表示を並び替えます。

すべてのライブラリは、レコード番号・更新日時で並び替えできます。

絞込やレコード一覧ビューを切り替えた状態でも、レコードを並び替えできます。

レコードの並び替えは、1つのフィールド値においてのみ実行されます。

ライブラリ管理者によりソートが設定されていない項目では、ソート機能を使用できません。

カレンダー形式のレコード一覧ビューでは、ライブラリ管理者が設定する「キーとなる日付フィールド」
を昇順でソートされています。その他の日付では並び替えできません。

レコード閲覧形式のレコード一覧ビューでは、ソート機能は使用できません。

カテゴリー形式のレコード一覧ビューでは、カテゴリーに設定されているフィールドのみソート機能を利
用できます。カテゴリー内のレコードをソート機能を利用し並び替えることはできません。

「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」

並び替える項目の横の  ／  をクリックする
クリックした項目を基準に、レコードの表示が並び替わります。
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数値と文字列では、降順／昇順のソート順が異なります。
詳細は次のページを参照してください。

ソート順を確認する

ソート順を確認する

｢数値｣フィールドのソート順
次の順番でソートされます。
昇順の場合は、数字の小さい順(1,2…..10)にソートされます。
降順の場合は、数字の大きい順(10,9…..1)にソートされます。

｢文字列｣フィールドのソート順

降順 昇順 文字列

1 12
半角英小文字
半角英大文字
大文字、小文字は区別されません。

2 11 半角スペース

3 10 半角記号

4 9
半角数字
左端の数字でソートされます。
例： 001,002,1,10,2,3........

5 8 半角カナ

6 7 全角スペース
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7 6 全角数字

8 5 全角英大文字

9 4 全角英小文字

10 3
ひらがな
小字で表される仮名が優先されます。
例： ぁ、あ、ぃ、い、っ、つ........

11 2
全角カナ
小字で表される仮名が優先されます。
例： ァ、ア、ィ、イ、ッ、ツ........

12 1
漢字
文字コード順です。

｢自動採番｣フィールドのソート順
「自動採番」フィールドは、「案件管理123 番」のように、番号の前や後ろに文字列を付与できるため、数値ではなく「文
字列」フィールドと同じソートが適用されます。
そのため、値の前後に文字列を付与する設定にしていると、レコード一覧画面で数字が昇順または降順に並ばない場合があ
ります。
「数値」フィールドと同じように「自動採番」フィールドをソートする場合は、表示桁数を増やす運用を検討してくださ
い。

例：
値の後に文字列「番」を付与する、表示桁数が1桁、105番まで登録した場合

値の前に文字列「案件管理」を付与する、表示桁数が1桁、案件管理105まで登録した場合

値の後に文字列「番」を付与する、表示桁数が3桁、105番まで登録した場合
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「URL」フィールドは、URL でソートされます。リンク名ではソートできません。

ライブラリ管理者は、ユーザーがライブラリに最初にアクセスしたときのレコードの並び順を、デフォル
トビューの設定で設定できます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「デフォルトビューを設定する」

レコード(「レコード詳細」画面)を閲覧する

ライブラリに追加されているレコードの「レコード詳細」画面を閲覧します。

「レコード詳細」画面に表示される次の項目は、ライブラリ管理者が設定しています。ライブラリごとに
表示内容が異なります。

フィールドレイアウトのデフォルトビュー

画面デザイン

ヘッダ・フッタの表示内容

表示される機能

フィールドレイアウトのアクセス権

「ホーム」画面で、フォルダを選択し、ライブラリをクリックする
「ライブラリ(「レコード一覧」画面)を閲覧する」

ライブラリの「レコード一覧」画面が表示されます。

閲覧するレコードをクリックし、レコードの詳細を閲覧する
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 ヘッダ、ライブラリ名／メモ
表示される項目は、「ホーム」画面と同じです。

「 　ヘッダ」  「 　ライブラリ／メモ」

 レコードメニュー

項目 説明

レコードを登録する
新しいレコードを登録します。

「レコードを新規に登録する」

編集する
登録されているレコード情報を編集します。

「レコードを個別に編集する」

再利用して登録する
表示しているレコードを再利用して登録します。

「再利用してレコードを登録する」

削除する
レコードを削除します。

「レコードを削除する」

印刷用画面
表示しているレコードの印刷用画面を表示します。

「レコードを印刷する」

 ／ 
リンクリストを開閉します。

「リンクリストを閲覧する」

フィールドレイアウト
設定された条件で「レコード詳細」画面の表示を切り替えます。

「「フィールドレイアウト」を切り替える」
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先頭へ  | << 前の20件へ  |
次の20件へ >>  | 末尾へ

表示するレコードを切り替えます。

「ページ送りをする」

 レコード情報、レコードコメント

項目 説明

［変更する］
レコードの登録者を変更します。

『ライブラリ管理マニュアル』の「レコードの登録者を変更する」

(リレーション名)
関連するライブラリを表示します。
ライブラリ管理の設定により、関連するライブラリへのリンクが表示されるよ
うに設定されている場合のみ表示されます。

書き込む
レコードコメントを書き込みます。

「レコードコメントを書き込む」

［全コメントを表示する］
書き込まれているすべてのコメントを表示します。
※11件以上のコメントが書き込まれている場合に表示されます。

ライブラリ管理

「ライブラリ管理」画面を表示します。
※ライブラリ管理者に設定されているユーザーのみ表示されます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「「ライブラリ管理」画面にアクセスす
る」

 フッタ
表示される項目は、「レコード一覧」画面と同じです。

「 フッタ」

リンクリストを閲覧する

リンクリストを閲覧します。

リンクリストには、Myリンクと関連リンクが表示されます。

「Myリンクとは」  「関連リンクとは」

「レコード一覧」／「レコード詳細」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」  「レコード(「レコード詳細」画面)を閲覧する」

 をクリックする
リンクリストを閉じる場合は、  をクリックします。
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目的のリンクをクリックする
 はライブラリ、  はサイトを表しています。

「ホーム」画面で、  (リンクリスト)をクリックしても、リンクリストを表示できます。この場合、関
連リンクは表示されません。

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。
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デヂエポートレットを閲覧する

「デヂエポートレット」を設定すると、「Garoon」パッケージ版のポータルでライブラリを閲覧できます。

デヂエポートレットを設定する
デヂエポートレットを閲覧する

デヂエポートレットを設定する

「Garoon」パッケージ版のポートレットに、デヂエポートレットを追加します。

ライブラリ管理の設定により、ガルーンポートレットのメニューが設定／表示されない場合は、本操作は実行できませ
ん。

ガルーンポートレットに表示されるレコード一覧の表示内容（ポートレット名／レコード一覧ビュー／絞り込み／ソート
順／表示レコード数／登録ボタンの表示）は、ライブラリ管理者が設定します。

デヂエポートレットを設定するライブラリの「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」

ガルーンポートレット一覧 をクリックする
「ガルーンポートレット一覧」画面が表示されます。

設定する「ライブラリコード」をコピーする

ポータルに「デヂエ」ポートレットを追加し、手順3でコピーしたライブラリコードを「ポート
レットの設定（デヂエ）」画面に設定する
デヂエポートレットの設定方法は、次のマニュアルを参照してください。

『サイボウズ Garoon 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」

 

デヂエポートレットを確認する

「Garoon」パッケージ版のポータルに表示されるデヂエポートレットで、ライブラリを閲覧します。

「Garoon」パッケージ版にアクセスする

デヂエポートレットを閲覧する
ポータルの操作方法については、各製品のマニュアルを参照してください。
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画面の表示を切り替える

「レコード一覧」画面や「レコード詳細」画面の表示を切り替えます。

「レコード一覧」画面の表示を切り替える機能を「レコード一覧ビュー」、「レコード詳細」画面／「レコードの新規登録」画

面／「レコードの編集」画面／「レコードの登録（再利用）」画面の表示を切り替える機能を「フィールドレイアウト」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とは」

「レコード一覧ビュー」を切り替える

「フィールドレイアウト」を切り替える

「レコード一覧ビュー」を切り替える

「レコード一覧」画面の表示を、「レコード一覧ビュー」を使用して切り替えます。

ライブラリの設定により、「レコード一覧ビュー」のプルダウンメニューメニューが表示されない場合は、本

操作は実行できません。

レコード一覧ビューとは

「レコード一覧」画面で表示する各フィールドの表示形式を、「レコード一覧ビュー」と呼びます。レコードの

表示形式をはじめ、表示するフィールドや文字の色などの書式が設定されています。レコード一覧ビュー

のメニューを選択すると、「レコード一覧」画面の表示が切り替わります。「レコード一覧ビュー」の設定はラ

イブラリ管理者が行います。

「レコード一覧」画面で、「レコード一覧ビュー」を選択する

「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」

選択した「レコード一覧ビュー」の表示に切り替わります。
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目的の操作を行う

表示される内容は、「レコード一覧ビュー」の形式により異なります。

レコード一覧ビューには、次の表示形式があります。

レコード一覧形式

レコードを 1 行ずつ表示する形式です。

レコード一覧形式では、次の操作ができます。

項目 説明

（閲覧）
「レコード詳細」画面を表示します。

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」
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（編集）
登録されているレコード情報を編集します。

「レコードを編集する」

（[･･･] ）／ （ [！]）

レコードコメントのあり／なしを確認します。クリックすると、レコードコメント欄

を表示します。

「レコードコメントの表示について」

／
レコードの並びを切り替えます。

「一覧表示を並び替える（ソート）」

（リレーション名）

関連するライブラリを表示します。

ライブラリ管理の設定により、関連するライブラリへのリンクが表示されるよう

に設定されている場合のみ表示されます。

先頭へ | << 前の20件へ | 次

の20件へ >>  | 末尾へ

表示するレコードを切り替えます。

「ページ送りをする」

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。

レコード閲覧形式では、次の操作ができます。

項目 説明

 閲覧する
「レコード詳細」画面を表示します。

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

編集する
登録されているレコード情報を編集します。

「レコード情報を変更する」
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コメントあり／  コメントあ

り

レコードコメントのあり／なしを確認します。クリックすると、レコードコメント欄

を表示します。

「レコードコメントの表示について」

［変更する］
レコードの登録者を変更します。

「管理者マニュアル」の「レコードの登録者を変更する」

（リレーション名）

関連するライブラリを表示します。

ライブラリの設定により、関連するライブラリへのリンクが表示されるように設

定されている場合のみ表示されます。

先頭へ | << 前の20件へ | 次

の20件へ >>  | 末尾へ

表示するレコードを切り替えます。

「ページ送りをする」

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）を切り替えできます。

■「カレンダー一覧形式」

カレンダー一覧形式では、次の操作ができます。

項目 説明

（閲覧）
「レコード詳細」画面を表示します。

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

（編集）
登録されているレコード情報を編集します。

「レコードを編集する」

（[･･･] ）／ （ [！]）

レコードコメントのあり／なしを確認します。クリックすると、レコードコメント欄

を表示します。

「レコードコメントの表示について」

（リレーション名）
関連するライブラリを表示します。

ライブラリの設定により、関連するライブラリへのリンクが表示されるように設
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定されている場合のみ表示されます。

○月 クリックした月のカレンダー表示形式に切り替えます。

<<前の3ヶ月へ | < 先月へ | 今

月へ | 来月へ >  | 次の3ヶ月へ

>>

表示する月を切り替えます。

「ページ送りをする」

■「カレンダー表示形式」

カレンダー表示形式では、次の操作ができます。

項目 説明

見出しリンク
「レコード詳細」画面を表示します。

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

新しいレコードを登録します。

「レコードを登録する」

前年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8

月 9月 10月 11月 12月翌年

表示する月／年を切り替えます。

「ページ送りをする」

前月  今月  翌月
クリックした月のカレンダー表示形式に切り替えます。

「ページ送りをする」

カレンダー一覧表示へ カレンダー一覧表示形式に切り替えます。

カテゴリー形式

特定のフィールドをカテゴリーとして、レコードを分類して表示する形式です。
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カレンダー表示形式では、次の操作ができます。

項目 説明

（閲覧）
「レコード詳細」画面を表示します。

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

（編集）
登録されているレコード情報を編集します。

「レコード情報を変更する」

（[･･･] ）／ （ [！]）

レコードコメントのあり／なしを確認します。クリックすると、レコードコメント欄

を表示します。

「レコードコメントの表示について」

／
レコードの並びを切り替えます。

「一覧表示を並び替える（ソート）」

（リレーション名）

関連するライブラリを表示します。

ライブラリの設定により、関連するライブラリへのリンクが表示されるように設

定されている場合のみ表示されます。

先頭へ | << 前の20件へ | 次

の20件へ >>  | 末尾へ

表示するレコードを切り替えます。

「ページ送りをする」

レコードコメントの表示について

「レコード一覧」画面で、レコードコメントのあり／なしや、未読／既読を確認できます。ただし、ログインし

ていない場合、レコードコメントの既読／未読の確認はできません。

表示内容は、レコード一覧ビューの形式によって、以下のように異なります。

レコード一覧形式／カレンダー一覧形式／カテゴリー形式のビュー

（［･･･］）と表示されます。未読のコメントは、 （［！］）と表示されます。 
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レコード閲覧形式のビュー

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

カレンダー表示形式のビュー

レコードコメントの表示はされません。

「フィールドレイアウト」を切り替える

「レコード詳細」画面／「レコードの登録」画面／「レコードの編集」画面／「レコードの登録（再利用）」画面の表示を、「フィー

ルドレイアウト」を使用して切り替えます。

「レコードの登録」画面でフィールドレイアウトを切り替えることもできます。

ライブラリの設定により、「フィールドレイアウト」のプルダウンメニューが表示されない場合は、本操作は

実行できません。

フィールドレイアウトとは

「レコード詳細」画面／「レコードの新規登録」画面／「レコードの編集」画面／「レコードの登録（再利用）」

画面で表示する各フィールドの表示形式を、「フィールドレイアウト」と呼びます。レコードの表示形式をは

じめ、表示するフィールドや文字の色などの書式が設定されています。フィールドレイアウトのメニューを

選択すると、「レコード詳細」画面の表示が切り替わります。「フィールドレイアウト」の設定はライブラリ管

理者が行います。

「レコード詳細」画面で、「フィールドレイアウト」を選択する

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」」

選択した「フィールドレイアウト」の表示に切り替わります。

目的の操作を行う

表示される内容は、「フィールドレイアウト」の設定により異なります。

ライブラリ管理の設定により、関連ライブラリへのリンクを表示するように設定している場合は、フィールド

に （リレーション名）  が表示されます。リンクをクリックすると、リレーションが設定されているライブラ

リが表示されます。
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ライブラリ／レコードを検索する

「ホーム」画面でライブラリを検索したり、目的のライブラリを表示してレコードを検索したりします。

ライブラリ管理／システム管理の設定により、ライブラリ検索やレコード検索のボタンや［詳細検索］の
リンクが表示されない場合は、本操作は実行できません。

アクセス権の設定により、閲覧権限のないライブラリやフィールドは検索対象外です。

ライブラリを検索する
レコードを検索する

ライブラリを検索する

「ホーム」画面でキーワードを入力し、「ライブラリ名」「ライブラリメモ」を対象に、指定した文字や数値を含むライブ
ラリを検索します。

検索対象のフォルダを絞り込んだり、「レコード値」を対象に検索したりする場合は、ライブラリの詳細検索を利用して
ください。

「レコード値」を対象に検索すると、ライブラリ数、登録レコード数によっては検索に非常に時間がかか
る場合があります。

「ホーム」画面で、 ［　　　　］に検索する文字列を入力し、 ライブラリ検索 をクリック
する
「ライブラリ検索」画面が表示されます。

「「ホーム」画面を閲覧する」

検索条件を設定して検索する場合は、［詳細検索］をクリックします。

「ライブラリの詳細検索／再検索について」

検索結果を確認する
検索に該当したライブラリの「レコード一覧」画面を閲覧する場合は、目的のライブラリのライブラリ名／メモをク
リックします。
検索対象フォルダ／検索文字列／検索対象を変更し、ライブラリを再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックし
ます。

「ライブラリの詳細検索／再検索について」
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ライブラリの詳細検索／再検索について
「ホーム」画面で［詳細検索］または、「ライブラリ検索」画面で「検索条件」タブをクリックすると、
検索条件の入力画面が表示されます。
検索対象フォルダ／検索文字列／検索対象を絞り込んでライブラリを検索できます。検索対象は、「ライ
ブラリ名・メモ」、「レコード値」から選択できます。
検索対象フォルダの選択で、サブフォルダも検索対象に含める場合は、「サブフォルダも検索する」に
チェックを入れてください。レコード値での「検索結果」画面で、 レコード簡易検索をクリックする
と、目的のライブラリの「レコード一覧」画面を表示できます。

レコードを検索する

各ライブラリの「レコード一覧」画面でキーワードを入力し、全フィールド×全レコードを対象に、指定した文字や数値を
含むレコードを検索します。

詳細検索では、レコードを絞り込んでから検索することもできます。

検索対象フィールドを指定したり、日付や数値の範囲指定、チェックされているかどうかを指定したりして検索すること
もできます。

「レコードの詳細検索／再検索について」

データ数の多いライブラリを検索する場合は、詳細検索の利用をお勧めします。通常の検索の場合、全
フィールド×全レコードが対象となるため、検索に時間がかかります。

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

「検索結果」画面から「レコード詳細」画面を表示したり、レコード一覧ビューを変更したりできます。
また、検索結果のデータのみを印刷／CSVファイルに書き出し／削除／一括編集／再ルックアップするこ
ともできます。

「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

ライブラリ管理者の設定により、「レコード検索」画面での検索結果の該当レコード数が表示されない場
合があります。

「レコード一覧」画面で、 ［　　　　］に検索する文字列を入力し、 検索 をクリックする
「レコードの検索結果」画面が表示されます。

「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」

検索条件を設定して検索する場合は、［詳細検索］をクリックします。

「レコードの詳細検索／再検索について」
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検索結果を確認する
検索条件を設定して検索する場合は、［詳細検索］をクリックします。

「レコードの詳細検索／再検索について」

「さらに検索する条件」タブで検索条件を設定した場合は、「さらに検索する条件」タブを選択した状態
で

検索する をクリックしてください。「検索条件」タブを選択した状態で検索すると、「さらに検索す
る条件」タブで設定した検索条件は反映されません。

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検索する場合
は、詳細検索を利用し、次のように指定します。
「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

「さらに検索する条件」タブで、「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

レコードの詳細検索／再検索について
「レコード一覧」または「レコードの検索結果」画面で、［詳細検索］をクリックすると、検索条件の入
力画面が表示されます。
検索方式／検索対象フィールドを絞り込んでレコードを検索できます。
詳細検索では、一度に複数の条件を指定してライブラリを検索できます。指定したすべての条件を満たす
レコードを検索したり、どれかの条件を満たすレコードを検索したりできます。さらに、条件を掛け合わ
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せて検索することもできます。

［1］検索方式

項目 説明

「さらに検索する条件」タ
ブ

さらに条件を掛け合わせて検索する場合に選択します。

「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検索する場合に選択しま
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検索する場合に選択します。

［２］検索対象フィールド

項目 説明

「検索対象」タブ／「検索
条件」タブ

検索対象のフィールドを選択し、検索キーワードを設定します。

「条件を設定する」
「フィールド別の検索演算子」

削除する 選択した検索条件を削除します。

条件を増やす 新しい検索条件を追加します。

条件をすべて削除する すべての検索条件を削除します。

検索する 検索を実行します。

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に条件が設定されるのに対して、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、他のユー
ザーに絞り込んだレコードを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。

「表示するレコードを絞り込む」
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表示するレコードを絞り込む

「レコード一覧」画面に表示されるレコードを、「絞り込み」を使用して切り替えます。

絞り込んだレコードに対して、「集計」「CSV書き出し」「一括編集」「再ルックアップ」「印刷」「一括削除」「XML書き出し」

「レコードコピー」「レコード一覧ビューの切替」の操作を実行できます。

ライブラリの設定により、絞込のプルダウンメニューが表示されていない場合は、本操作は実行できませ

ん。

絞り込みとは

「レコード一覧」画面で、指定した条件に該当するレコードのみ表示させる機能を「絞り込み」と呼びます。

絞込のメニューを選択すると、「レコード一覧」画面の表示が切り替わります。「絞り込み」の設定はライブ

ラリ管理者が行います。

「レコード一覧」画面で、「絞込」のプルダウンメニューを選択する

「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」

絞込の条件に該当するレコードのみ画面に表示されます。

目的の操作を行う
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レコードの値を集計する

レコードの値を集計し、実行結果を表示します。

絞り込んだレコードに対して集計を実行したり、集計結果に対して、「CSV 書き出し」「印刷」の操作を実行したりで
きます。

ライブラリ管理の設定により、集計のプルダウンメニューが表示されない場合は、本操作は実行できませ
ん。

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。

集計とは
ライブラリの登録されているレコードの値を集計する機能を「集計」と呼びます。集計のメニューを選択
すると、「レコード一覧」画面の表示が切り替わります。「集計」の設定はライブラリ管理者が行いま
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。

「レコード一覧」画面で、「集計」のプルダウンメニューを選択し、 集計する をクリックす
る

「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」

「集計結果」画面が表示されます。

集計結果を確認する
ライブラリ管理者の設定により、集計結果がグラフ表示される場合があります。
集計するレコードの値を絞り込む場合は、「絞込」を選択します。

「表示するレコードを絞り込む」

集計結果を並び替える場合は、 ／ をクリックします。
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レコードにコメントを書き込む

各レコードにコメントを書き込みます。

ライブラリの設定により、コメント欄が表示されない場合は、本操作は実行できません。

レコードコメントとは
「レコードの詳細」画面のレコード情報の下に表示されるコメント欄にメッセージを書き込む機能を「レ
コードコメント」と呼びます。
コメント一覧には、コメントNo.／登録者名／コメント内容（登録日時）が表示されます。レコードコメ
ントを使用するかどうかはライブラリ管理者が設定します。

レコードコメントを書き込むライブラリの「レコード詳細」画面を表示する
「ライブラリ（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

コメント欄にコメントを入力し、 書き込む をクリックする
書き込んだコメントがコメント一覧の一番上に追加されます。

レコードコメントの書込権限がない場合、レコードコメントを書き込めません。

レコードの一覧画面で、コメントのあり／なしや未読／既読を確認できます。

「レコードコメントの表示について」

書き込んだコメントの内容は編集できません。

コメントの削除について
自分が書き込んだコメントは削除できます。削除するコメントの 削除するをクリックし、確認画面で

はい をクリックすると、コメントが削除されます。ただし、ログインしていない場合は、コメントを
削除できません。
ライブラリ管理者は、すべてのコメントを削除できます。また、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。

コメントの書き込み／削除は、他のユーザーが該当レコードを編集中でロックされている状態でも実行で
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きます。
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レコードを登録する

目的のライブラリにレコードを登録します。

ライブラリの設定により、本操作を実行するとメール通知やRSS通知が行われます。

「メール通知を確認する」  「RSS通知を確認する」

他のライブラリからレコードをコピーして登録できます。

「レコードをコピーする」

ライブラリ管理者は、CSVファイルからレコード情報を読み込んだり、受信メールを自動的にレコードとして

登録したりできます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「CSVファイルからレコードデータを読み込む」

『ライブラリ管理マニュアル』の「メール読み込みを実行する」

レコードを新規に登録する

再利用してレコードを登録する

レコードを新規に登録する

レコードを新規に登録します。

「レコードの新規登録」画面では、「フィールドレイアウト」を選択し、画面の表示を切り替えられます。

ライブラリの運用には、本運用と仮運用があります。11 個以上のレコードを登録する場合は、ライブラリを

本運用に切り替える必要があります。

「ライブラリの運用を切り替える」

レコードの登録は、登録権限を持つユーザーのみ実行できます。ユーザーの権限は、ライブラリごとにラ

イブラリ管理者が設定します。

各フィールド値の入力は、そのフィールドに対するアクセス権（編集権限）のあるユーザーのみ実行できま

す。

次のフィールドの値は、自動的に登録されます。

レコード番号

登録日時

登録者

自動採番

自動計算
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時間計算

自動ルックアップ

レコードを追加するライブラリの「レコード一覧」／「レコード詳細」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」  「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

レコードを登録する ／ をクリックする

「レコードの登録」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 登録する をクリックする

レコードの登録内容は、ライブラリの設定により異なります。

「*」は必須項目です。必ず入力してください。

「#」は数値フィールドです。半角数値を入力してください。

「プルダウンメニューを使う」  「チェックボックスを使う」  「テキストボックスを使う」

「ラジオボタンを使う」  「書式編集を使う」

画面の表示を切り替える場合は、フィールドレイアウトを選択します。

「「フィールドレイアウト」を切り替える」

フィールドの入力欄の横に （リレーション名）などのボタンが表示されているフィールドは、ルックアップ機能が設定

されています。

「関連付けられたレコードのデータを利用する」

ライブラリの設定により、日付フィールドに初期値（現在の日付／カレンダー表示でクリックした日付）が設

定されている場合があります。

再利用してレコードを登録する

既存のレコードの値を再利用して、新規にレコードを登録します。

フィールド値がほとんど同じレコードを登録する場合などに便利です。

ライブラリの設定により、再利用できないフィールドもあります。ユーザーの権限や再利用されるフィール

ドは、ライブラリごとにライブラリ管理者が設定します。

ライブラリの設定により、再利用のリンクが表示されていない場合は、本操作は実行できません。

再利用するレコードの「レコード詳細」画面を表示する
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「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

再利用して登録するをクリックする

「レコードの登録（再利用）」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 登録する をクリックする

操作方法は、「レコードを新規に登録する」と同様です。
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レコードをコピーする

指定されたライブラリにレコードをコピーして登録します。

絞り込んだレコードをコピーしたり、検索結果のレコードをコピーしたりできます。

レコードコピーのコピー設定は、ライブラリ管理者が設定します。

ライブラリの設定により、レコードコピーのリンクが設定／表示されていない場合は、本操作は実行できま

せん。

レコードコメントはコピーされません。

コピー元のライブラリで、フィールドの閲覧権限がないユーザーは、レコードコピーを実行できません。

ライブラリ管理者

レコード追加アクセス権

フィールドのアクセス権 (編集権限)

コピー元のライブラリで、フィールドの閲覧権限がないユーザーは、レコードコピーを実行できません。

レコードコピーにより、コピー先のライブラリのレコードが11 個以上になる場合は、レコードコピーを実行で

きません。ライブラリ先の運用を確認してからレコードコピーを実行してください。

「ライブラリの運用を切り替える」

コピー元のライブラリの「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」

コピーするレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。

「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、  ［      ］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。

「レコードを検索する」

レコードをコピーする をクリックする

「レコードコピー」画面が表示されます。

コピー設定名を選択する

コピー先のライブラリを確認する場合は、コピー先ライブラリのライブラリ名をクリックしてください。

内容を確認し、データをコピーする場合は、 コピーする をクリックする
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レコードを編集する

登録されているレコードを編集します。

レコードの編集には、１件ずつ編集する方法とまとめて編集する方法があります。

ライブラリの設定により、本操作を実行するとメール通知やRSS通知が行われます。
「メール通知を確認する」  「RSS通知を確認する」

レコードを個別に編集する
レコードをまとめて編集する

レコードを個別に編集する

登録されているレコードを個別に編集します。

レコードの編集は、編集権限を持つユーザーのみ実行できます。ユーザーの権限は、ライブラリごとに
ライブラリ管理者が設定します。

編集するレコードの「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」

編集するをクリックする
「レコードの編集」画面が表示されます。
「レコード一覧」画面で （編集）や 編集するをクリックしても「レコードの編集」画面を表示できます。

必要な項目を変更し、 更新する をクリックする
レコードの編集ロックが解除され、更新日時と更新者が、自動的に更新されます。
操作方法は、「レコードを登録する」と同様です。

編集中のレコードについて

レコード編集中のロック時間はライブラリ管理者がライブラリの情報で設定します。
『ライブラリ管理マニュアル』の「ライブラリ情報を変更する」

他ユーザーの編集中は、レコードを編集できません。レコードがロックされている旨のメッセー
ジが表示されます。しばらくしてから再度アクセスしてください。

編集中のロックが解除される場合は、次のとおりです。
・編集中のユーザーが 更新する ／ キャンセルする をクリックした場合。
・ライブラリの運用管理者によって設定されたロック時間を経過しても、レコードの編集が終了
しない場合。
・ライブラリの運用管理者によって、編集ロックが強制的に解除された場合。
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レコード登録者の変更について
ライブラリ管理者は、レコード登録者を変更できます。

『ライブラリ管理マニュアル』の「レコード登録者を変更する」

再ルックアップ機能を使用して、リレーション先のデータを再度取得することもできます。

「ルックアップしたデータを更新する（再ルックアップ）」

複数レコードの一括編集について
一度に複数のレコードを編集する場合は、CSV ファイルに書き出して表計算ソフト上で編集し、再度読み
込む方法もあります。レコード番号も併せて書き出されるため、既存のレコードに上書きして読み込めま
す。（ただし、CSVファイルの読み込みができるのは、ライブラリ管理者だけです。）

よくあるご質問

レコードをまとめて編集する

登録されているレコードをまとめて編集します。

レコード一括編集には、文字列を指定した文字列に置換する｢文字列置換｣と、指定した値にフィールドのデータを更新す
る「データ更新」があります。

絞り込んだレコードを一括編集したり、検索結果のレコードを一括編集したりできます。

文字列をまとめて置換する
データをまとめて更新する

ライブラリ管理の設定により、一括編集のリンクが表示されていない場合は、本操作は実行できません。

編集権限のないフィールドは、一括編集できません。

複数のフィールドや文字列を指定して、一度に文字列置換／データ更新できません。

次のフィールドは一括編集の対象外です。

レコード情報 (レコード番号、登録日時、登録者、更新日時、更新者)

自動計算

時間計算

自動採番
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自動ルックアップ

ファイル

チェックボックスや空白のレコードの値を変更する場合は、データ更新を使用してください。文字列置
換では、チェックボックスや空白のレコードのデータは編集できません。

文字列をまとめて置換する

フィールドに登録されている文字列をまとめて置換します。

1文字ずつ確認しながら文字列を置換できません。

メニュー（文字列）／メニュー（ユーザー）／ラジオボタンのフィールドの文字列を置換する場合、直
接入力では完全に一致した項目のみ置換されます。 全角／半角、大文字／小文字は区別されます。 た
だし、半角大文字と半角小文字は区別されません。

レコードコメントの文字列は置換されません。

文字列を置換するライブラリの「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」

置換するレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。
「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、  ［      ］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。
「レコードを検索する」

レコードを一括編集するまたは その他の操作  > レコードを一括編集するの順にク
リックする
「レコードの一括編集」画面が表示されます。

「文字列置換」 を選択して、置換を行うフィールド、置換前の文字列、置換後の文字列を設定
し、 次に、置換する内容を確認する>> をクリックする
置換対象のフィールドで「すべてのフィールド」を選択すると、選択されているレコード一覧ビューで閲覧されて
いないフィールドの文字列も置換されます。

内容を確認し、置換する場合は 置換する をクリックする

データをまとめて更新する

フィールドのデータをまとめて更新します。

1フィールドずつ確認しながらデータを更新できません。

データを更新するライブラリの「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」

更新するレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。
「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、  ［      ］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。
「レコードを検索する」

レコードを一括編集するまたは その他の操作  >  レコードを一括編集するの順にク
リックする
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「レコードの一括編集」画面が表示されます。

「データ更新」 を選択して、更新を行うフィールドおよび更新後のデータを設定し、 次に、
更新する内容を確認する>> をクリックする

内容を確認し、更新する場合は 更新する をクリックする
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レコードを削除する

登録されているレコードを削除します。

レコードの削除には、１件ずつ削除する方法とまとめて削除する方法があります。

レコードを削除すると、元に戻すことができません。重要なデータは削除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。

「レコードデータをCSVファイルに書き出す」

ユーザーは、ライブラリ自体を削除できません。ライブラリを削除できるのは、ライブラリ管理者だけです。

ライブラリの設定により、本操作を実行するとメール通知やRSS通知が行われます。

「メール通知を確認する」  「RSS通知を確認する」

レコードを個別に削除する

レコードをまとめて削除する

レコードを個別に削除する

登録されているレコードを個別に削除します。

レコードの削除は、削除権限を持つユーザーのみ実行できます。ユーザーの権限は、ライブラリごとにラ

イブラリ管理者が設定します。

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」

削除するをクリックする

「レコードの削除」画面が表示されます。

削除する場合は、 はい をクリックする

レコードを削除すると、削除したレコード番号や自動採番フィールドで採番された番号は欠番になります。

番号が、繰り上がることはありません。

レコードをまとめて削除する

登録されているレコードをまとめて削除します。

絞り込んだレコードを一括削除したり、検索結果のレコードを一括削除したりできます。

ライブラリ管理の設定により、レコード一括削除のリンクが表示されない場合は、本操作は実行できませ
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ん。

削除権限のないレコードは削除されません。

レコードを一括削除するライブラリの「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」

表示するレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。

「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、  ［      ］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。

「レコードを検索する」

レコードを一括削除するをクリックする

「レコードの一括削除」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

レコードを一括削除すると、自動採番フィールドで採番されたレコード登録数は0になります。ただし、検索

や絞り込み結果のレコードを一括削除した場合は、登録レコード数は0にはなりません。
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メール通知を確認する

受信したメールから、デヂエの更新情報を確認します。

メール通知されるデヂエの操作は、ライブラリ管理者が設定します。

メール以外にRSSを利用し、更新情報を確認する方法もあります。

「RSS通知を確認する」

受信したメールを表示する

内容を確認する
メール本文にデヂエのURLが記入されている場合は、URLをクリックすると該当するレコードの「レコード詳細」画面
を表示します。

次のサイボウズ製品では、「連携システムからの通知」が設定されている場合、デヂエの更新情報を連携
システムからの通知として受信できます。

Office 6（バージョン 6.1 (0.8)以降）～Office 10

Garoon 3～Garoon 4
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RSS通知を設定／確認する

RSSリーダーを利用し、デヂエの更新情報を確認します。

RSS以外にメールを利用し、更新情報を確認する方法もあります。

「メール通知を確認する」

RSSリーダーとは
 RSSを配信しているサイトを登録することで、そのサイトを定期的に確認し、更新内容を表示するソフト

ウェアです。
 RSS リーダーには、次のものがあります。

Sharp Reader version

Rabbit Ticker version

HeadlineDeskbar version

「Garoon」にもRSSリーダーのアプリケーションがあります。

更新通知を登録する
RSS通知を確認する

更新通知を登録する

RSSリーダーに、デヂエの更新通知を登録します。

RSS通知されるデヂエの操作は、ライブラリ管理者が設定します。

ライブラリの設定により、RSS通知のメニューが設定／表示されない場合は、本操作は実行できません。

RSS通知を登録するライブラリの「レコード一覧」画面を表示する
「レコード（「レコード詳細」画面）を閲覧する」

RSS一覧または その他の操作  > RSS一覧の順にクリックする
「RSS一覧」画面が表示されます。

通知する RSSをクリックし、表示された画面のURLをコピーする

RSS リーダーで、コピーしたURLを設定する
RSSリーダーの操作方法は、各製品のマニュアルなどを参照してください。

RSS通知を確認する

RSSリーダーでデヂエの更新通知を確認します。

RSSリーダーを起動する

通知を確認する
RSSリーダーの操作方法については、各製品のマニュアルを参照してください。
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RSSリーダーの仕様により、「デヂエ」で更新されたレコードが「更新情報」として認識されない場合が
あります。

RSSリーダーの文字エンコードの仕様により、文字が化ける場合があります。

bloglinesなどのWebサービスのRSSリーダーでは、イントラネット内のみで公開されている「デヂエ」の
RSS通知を確認できません。「デヂエ」がインターネット上に公開されている場合は、Webサービスの
RSSリーダーでも利用できます。
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ライブラリ／レコードを印刷する

ライブラリに登録されているレコードの一覧や、レコードの詳細画面を印刷します。

ライブラリの設定により、印刷のリンクが表示されていない場合は、本操作は実行できません。

ライブラリを印刷する

レコードを印刷する

ライブラリを印刷する

「レコード一覧」画面を印刷します。

絞り込んだレコードを印刷したり、検索結果や集計結果を印刷したりできます。

印刷するライブラリの「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」

画面の表示項目を変更する場合は、レコード一覧ビューを選択します。

「「レコード一覧ビュー」を切り替える」

表示するレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。

「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、 ［　　　］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。

「レコードを検索する」

集計結果を表示する場合は、集計を選択します。

「レコードの値を集計する」

印刷用画面をクリックする

「印刷の設定」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 印刷する をクリックする

印刷の設定項目

項目 説明

表題

表題のライブラリ名から変更する場合、変更する表題を入力します。

ライブラリ名に表題を戻す場合は、 ライブラリ名に戻す をクリックし

ます。

表示開始月
印刷を開始する月を選択します。

※レコード一覧ビューがカレンダー形式の場合に表示されます。

印刷レコード数
印刷するレコード数を選択します。

※レコード一覧ビューがレコード一覧形式／レコード閲覧形式／カテ
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ゴリー形式の場合に表示されます。

表題フォント／内容フォント／

集計結果フォント／小計結果

１～３フォント

各表示内容の文字の大きさを選択します。

先頭へ | <<前の○件へ | 

次の○件へ>>  | 末尾へ
印刷ページを切り替えます。

○白黒 ／ ○カラー 印刷方法を選択します。

ファイルに出力する 表示しているライブラリをExcel形式のファイルに出力します。

閉じる 印刷を中止します。

印刷する

Web ブラウザーの印刷機能を利用し、画面を印刷します。

レコードを印刷する

「レコード詳細」画面を印刷します。

レコードコメントは印刷されません。

印刷するレコードの「レコード詳細」画面を表示する

「ライブラリ（「レコード詳細一覧」画面）を閲覧する」

画面の表示項目を変更する場合は、フィールドレイアウトを選択します。

「「フィールドレイアウト」を切り替える」

印刷用画面をクリックする

「印刷の設定」画面が表示されます。

必要な項目を設定し、 印刷する をクリックする

印刷の設定項目

項目 説明

表題

表題のライブラリ名から変更する場合、変更する表題を入力します。

ライブラリ名に表題を戻す場合は、 ライブラリ名に戻す をクリックし

ます。

表題フォント／内容フォント 各項目の文字の大きさを選択します。

○白黒 ／ ○カラー 印刷方法を選択します。

ファイルに出力する 表示しているライブラリをExcel形式のファイルに出力します。
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レコードデータをファイルに書き出す

ライブラリに登録されているデータをファイルに書き出します。

ライブラリの設定により、CSVファイル書き出し／ＸＭＬファイル書き出しのリンクが表示されていな
い場合は、本操作は実行できません。

入出力できるファイルについて
レコードデータは、次の形式のファイルに入出力できます。

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。

XMLファイル
文章やデータを、構造を含めた形で定義しているファイル形式です。
ライブラリの情報、フィールドのタイプ、フィールド値をファイルに書き出し
ます。

次の項目は、CSVファイル／XMLファイルに書き出しできません。

閲覧権限のないフィールド

レコードコメント

ライブラリ管理者は、DBM ファイルへの書き出しも可能です。
『ライブラリ管理マニュアル』の「レコードデータをDBMファイルに書き出す」

レコードデータをCSVファイルに書き出す
レコードデータをXMLファイルに書き出す

レコードデータをCSVファイルに書き出す

レコードデータをCSVファイルに書き出します。

絞り込んだレコードをCSVファイルに書き出したり、検索結果や集計結果のレコードをCSVファイルに書き出したり
できます。

CSVファイルに書き出すライブラリの「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」

表示するレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。
「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、  ［      ］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。
「レコードを検索する」

集計結果を表示する場合は、集計を選択します。
「レコードの値を集計する」
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CSVファイルに書き出すまたは その他の操作  > CSVファイルに書き出すの順にク
リックする
「CSVファイルへの書き出し - Step 1/2 」画面が表示されます。
集計結果をCSVファイルに書き出す場合は、手順5に進みます。

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。
初期設定では、レコード一覧画面で表示されていたフィールドが、書き出すフィールドに設定されています。
書き出す項目を追加する場合は、書き出さない項目欄から書き出す項目を選択し、 ←  書き出す をクリックしま
す。
書き出す項目を削除する場合は、書き出す項目欄から削除する項目を選択し、 →  書き出さない をクリックしま
す。
先頭行に項目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、 <<前の画面へ戻る をクリックします。

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

レコードデータをXMLファイルに書き出す

レコードデータをXMLファイルに書き出します。

XMLファイルには、ライブラリの情報・フィールドのタイプ・フィールド値が書き出されます。

書き出されるXMLファイルの詳細については、「XMLファイルについて」を参照してください。

絞り込んだレコードをXMLファイルに書き出したり、検索結果のレコードをXMLファイルに書き出したりできます。

書き出したXMLファイルを読み込むことはできません。

XMLファイルに書き出すライブラリの「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」

表示するレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。
「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、  ［      ］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。
「レコードを検索する」

XMLファイルに書き出すまたは その他の操作  > XMLファイルに書き出すの順に
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。

書き出す順番は、レコード番号順です。

フィールドの書き出し順番は、フィールド設定での順番です。フィールド一覧で上からの順で書き出さ
れます。

XMLファイルについて

XMLファイルには、次の項目が書き出されます。

XMLファイルに書き出される項目フィールドタイプの表記
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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、DTDファイルのアクセス URLが書き出されます。

「ファイルの仕様について」

「サイボウズ　デヂ
エ」

「デヂエ」のバージョンが書き出されます。

「デヂエのバージョンについて」

ライブラリ
ライブラリ情報が書き出されます。

「ライブラリ情報について」

フィールド
フィールド情報が書き出されます。

「フィールド情報について」

レコード
レコード情報が書き出されます。

「レコード情報について」

書き出される XML ファイルの書式は、次のとおりです。

XMLファイルの書式

 このファイルの説明が書かれています。  

 <dezie> </dezie> まで、「デヂエ」の情報が書かれています。  

  <library> </library> まで、ライブラリの情報が書かれています。  

   <field-list>
</field-list>まで、このライブラリのフィールド情報が書かれていま
す。

 

    <field> </field> まで、フィールドの情報が書かれています。  

    </field>
※ <field> ～</field> は、閲覧アクセス権のあるフィールド数分繰り
返します。

 

   </field-list>  

  <record-list>
<record-list> まで、このライブラリのレコード情報が書かれていま
す。

 

    <record> </record> まで、レコードの情報が書かれています。  

    </record>
※ <record> ～</record> は、XML 書き出し時に閲覧できるレコー
ド数分繰り返します。

 

   </record-list>   

  </library>   

 </dezie>  

XML ファイルには、DTDファイルの格納先URLが記録されています。そのため、XMLファイルを書き出し
た後に、サーバー移行などで参照先が変更されると、タグを正しく解釈できなくなります。

レコード閲覧権がない状態で XML 書き出し実行のURLに直接アクセスした場合は、レコードが参照でき
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ないエラーをXMLの形式で書き出します。

DTDファイルは、「(ホームディレクトリ)\cbdb8」以下に格納されます。

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2行に記載されます。

ファイルの仕様

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<!DOCTYPE dezie SYSTEM"(DTD ファイルの URL )">

XMLのバージョンは、1.0で、使用している文字コードはシフトJISです。
2行目に記載されているURLは、DTDファイルが格納されているURLを表します。
DTDファイルのURL：http:// (サーバーの IP アドレスまたはサーバー名)
/cbdb/dezie40-20031014.dtd

デヂエのバージョンについて
ファイルの仕様に続いて、「デヂエ」のバージョンが表示されます。

デヂエのバージョン

<dezie version="(バージョン番号 )">
  …  （この間に、ライブラリ・フィールド・レコードの情報が入ります。）
</dezie>

バージョン番号は、マイナーバージョンまで表示されます。例えば、(8.1.0) の場合は、「8.1」という表
記になります。

ライブラリ情報について
<library id="(ライブラリの ID)" name="(ライブラリの名前)">から</library>までの間にライブラリ
情報が表示されます。

ライブラリ情報

<dibrary id="(ライブラリの ID )" name="(ライブラリの名前 )">
  …  （この間に、フィールド・レコードの情報が入ります。）
</library>

フィールド情報について
<field-list>から</field-list>までの間にフィールド情報が表示され、その中に<field id="(フィールドの
ID)" type="(フィールドタイプ)">(フィールドの名前)</field>の情報がフィールド数分表示されます。

フィールド情報

<field id="(フィールドの ID )" type="(フィールドのタイプ )">(フィールドの名前 )</field>
  …  （フィールド数分表示されます。）
</field-list>

フィールドタイプの表記については、「フィールドタイプの表記について」を参照してください。

レコード情報について
<record-list>から</record-list>までの間にレコード情報が表示され、その中に<record> ～
</record> が、書き出されたレコード数表示されます。

レコード情報

<record-list>
  <record id="(レコード番号 )">
    <create-time>(レコード登録日時)</create-time>
    <creator id="(レコード登録者のユーザー ID )">(レコード登録者のユーザー名 )</creator>
    <modify-time>(レコード更新日時 )</modify-time>
    <modifier id="(レコード更新者のユーザー ID )">(レコード更新者のユーザー名 )
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</modifier>
    …  書き出したレコードのフィールド数分のレコード値の情報が書き出されます
  </record>
  …  （レコード数分表示されます。）
</record-list>

レコード登録者・レコード更新者の情報を持たないレコードの場合は、レコード登録者 (<creator> タ
グ)、レコード更新者情報 (<modifier> タグ) は書き出されません。
また、各レコード値の情報の書式は、<value> から </value>までの間に表示されます。

レコード値の情報

<value type="(フィールドのタイプ )" id="(フィールドの ID )">(レコード値 )</value>
  …  書き出されたレコードが持つフィールド数個分表示されます。

フィールドタイプの表記については、「フィールドタイプの表記について」を参照してください。
書き出されるレコードのフィールド数は、閲覧できるフィールド数 (閲覧アクセス権のあるフィールド数)
と同じです。 ただし、(レコード値 ) に値が入っていない、エラーになっているフィールドは、書き出さ
れません。 (該当の <value> ～ </value> が書き出されません。)
レコード情報はフィールドタイプごとに異なります。フィールドタイプ別の表示内容は、次のとおりで
す。

フィールド別の注意点

フィールドタイ
プ

説明

URL
<value type=" (フィールドのタイプ) " id=" (フィールドの ID)"><url
alias="(リンク名)">(レコード値)</url></value>

イメージ URL
<value type=" (フィールドのタイプ) " id=" (フィールドの ID)"><url>(レ
コード値)</url></value>

ファイル
<value type="File" id=" (フィールドの ID) "><file mime="(ファイルの
MIME タイプ)">(レコード値 : ファイル名)<file>　<url>(ファイルへのアク
セス URL)</url>  </value>

日付 <date>[YYYY]-[MM]-[DD]</date>

時刻 <time>[HH]:[MN]:[SS]</time>

日付時刻 <datetime>[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MN]:[SS]</datetime>

時間量

日時間分秒の場合
<timespan>P (日に設定した値)  DT (時間に設定した値)  H (分に設定した
値)  M (秒に設定した値)  S</timespan>
日時間分の場合
<timespan>P (日に設定した値)  DT (時間に設定した値)  H (分に設定した
値)  M</timespan>
日時間の場合
<timespan>P (日に設定した値)  DT (時間に設定した値)  H</timespan>
日
<timespan>P (日に設定した値)  D</timespan>
時間分秒の場合
<timespan>PT (時間に設定した値)  H (分に設定した値)  M (秒に設定した
値)  S</timespan>
時間分の場合
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<timespan>PT (時間に設定した値)  H (分に設定した値)  M</timespan>
時間の場合
<timespan>PT (時間に設定した値)  H</timespan>
分秒の場合
<timespan>PT (分に設定した値)  M (秒に設定した値)  S</timespan>
分の場合
<timespan>PT (分に設定した値)  M</timespan>
秒の場合
<timespan>PT (秒に設定した値)  S</timespan>

時間計算

日付の場合
<date>[YYYY]-[MM]-[DD]</date>
時刻の場合
<time>[HH]:[MN]:[SS]</time>
日付時刻の場合
<datetime>[YYYY]-[MM]-[DD]T[HH]:[MN]:[SS]</datetime>
時間量の場合
<timespan>P (計算結果 : 日)  DT (計算結果 : 時間)  H (計算結果 : 分)  M
(計算結果 : 秒)  S</timespan>

自動ルックアッ
プ

<value type="Relation" id=" (フィールドの ID) "> <referencelibrary-
id="(参照元のライブラリ ID)"record-id="(参照元のレコード番号)">
<value type=" (参照元のフィールドのタイプ) " id=" (参照元のフィールドの
ID) "> (参照元のレコード値)</value> </reference>  </value>

フィールドタイプの表記について
フィールド情報・レコード値の情報に表示されるフィールドタイプの表記は、次のとおりです。

フィールドタイプの表記

表示名 フィールドタイプ

String 文字列 (1 行)

Text 文字列 (複数行)

URL URL

Select メニュー (文字列)

User メニュー (ユーザー)

Radio ラジオボタン

Boolean チェックボックス

Number 数値

Calc 自動計算

Date 日付

Time 時刻

DateTime 日付時刻
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TimeSpan 時間量

TimeCalc 時間計算

File ファイル

Image イメージ URL

Numbering 自動採番

Relation 自動ルックアップ
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関連付けられたレコードのデータを利用する

ライブラリの設定により関連付けられているライブラリのデータを利用します。

リレーションが設定されていると、フィールドの入力欄にリレーション先のライブラリからデータを取得または参照でき
るルックアップボタンが表示されたり、「 ［ルックアップ］」と設定されたフィールドが表示されたりします。

レコード登録時に利用したデータは、「再ルックアップ」機能で更新することもできます。

アクセス権の設定により、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
権限がない場合は、ルックアップ操作は実行できません。

ルックアップとは
関連付けられたレコードの値を利用する操作を「ルックアップ」機能と呼びます。ルックアップ機能には
次の種類があります。

ルックアップの方式

項目 説明

手動ルックアップ
指定されたフィールドに値を入力し、リレーションボタンをクリック
することで関連するレコードのデータを利用します。

自動ルックアップ
指定されたフィールドに値を入力すると、レコード登録時に自動的に
関連するレコードのデータを利用します。

検索ルックアップ 関連するレコードの一覧画面からレコードを選択して利用します。

リレーションとは
特定のライブラリのフィールド間でのデータの紐付けを「リレーション」と呼びます。リレーションを設
定したライブラリでは、リレーション先のライブラリのデータを利用できるようになります。リレーショ
ンの設定は、ライブラリ管理者が行います。

関連ライブラリへのリンクについて
ライブラリの設定により、関連ライブラリへのリンクを表示するように設定している場合は、レコードの
一覧／詳細画面に （リレーション名）  が表示されます。リンクをクリックすると、リレーションが設
定されているライブラリが表示されます。
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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）
ルックアップしたデータを更新する（再ルックアップ）

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）

「レコードの新規登録」／「レコードの編集」／「レコードの登録（再利用）」画面で、関連付いたレコードのデータを利
用します。

ライブラリ管理の設定により、リレーションが設定されているフィールドのみルックアップ操作が可能です。

「レコードの新規登録」／「レコードの編集」／「レコードの登録（再利用）」画面を表示する
「レコードを登録する」  「再利用してレコードを登録する」  「レコード情報を編集する」

ルックアップを実行する
操作は、ルックアップの形式により異なります。

手動ルックアップ
キーとなるフィールドに値を入力し、 （リレーション名） をクリックします。関連付けられたフィールドにリレー
ション先のライブラリのデータが入力されます。
リレーション先のライブラリを閲覧する場合は、［参照］をクリックしてください。
ルックアップ機能を使用しない場合は、 （リレーション名） をクリックせずに値を入力してください。

自動ルックアップ
キーとなるフィールドに値を入力します。レコードを登録すると、「 ［ルックアップ］」と表示されているフィー
ルドに自動的にリレーション先の値が入力されます。
リレーション先のライブラリを閲覧する場合は、［参照］をクリックしてください。
該当するデータがない場合は、ルックアップは実行されず、フィールドが空の状態でレコードが登録されます。

検索ルックアップ
キーとなるフィールドに値を入力し、 （リレーション名）（検索） をクリックします。続いて、「検索結果」画面
から該当するレコードの 選択 をクリックします。関連付けされたフィールドにリレーション先のライブラリのデー
タが入力されます。
「検索結果」画面で 閲覧 をクリックすると、「レコード詳細」画面が表示されレコードの内容を確認できます。
リレーション先のライブラリを閲覧する場合は、［参照］をクリックします。
ルックアップ機能を使用しない場合は、 （リレーション名） をクリックせずに値を入力します。
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リレーション先のデータの取得について
「手動ルックアップ」「自動ルックアップ」のキーワードは、完全一致である必要があります。該当する
データがない場合は、[(リレーション名)] のボタンをクリックしてもルックアップは実行されません。自
動ルックアップの場合は、空の状態でレコードが登録されます。
「検索ルックアップ」のキーワードは、部分一致でも検索が実行されます。
ただし、検索先のフィールドのフィールドタイプが次の場合は、 完全一致である必要があります。

数値

自動計算

日付

時刻

日付時刻

時間量

自動採番
「値の前に付与する文字列」「値の後に付与する文字列」を設定している場合、これらも含めて完全
一致のキーワードを指定する必要があります。

関連付けされたフィールドについて
「手動ルックアップ」「検索ルックアップ」でルックアップされたデータが入力されるフィールドの
フィールド名には、 が表示されます。 にマウスをあわせると、設定内容が表示されます。
「自動ルックアップ」でルックアップされたデータが入力されるフィールドは、「 ［ルックアッ
プ］」と表示されます。

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。

データの編集

ソート

一括編集

CSV ファイルからのデータの読み込み

自動ルックアップフィールドのデータは、検索対象として指定／CSV ファイルへの書き出しは可能です。

ルックアップしたデータを更新する（再ルックアップ）

リレーション先のデータの更新にあわせ、ルックアップしたデータを更新します。

ライブラリの設定により、再ルックアップのリンクが表示されない場合は、本操作は実行できません。

「手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」を使用すると、レコード登録後 (またはルックアップ
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実行後) にリレーション先のライブラリのデータが更新されても、フィールドのデータは更新されませ
ん。「再ルックアップ」機能で、最新のデータを取得する必要があります。「自動ルックアップ」の場合
は、リレーション先ライブラリのデータが更新されると自動的にフィールドのデータが更新されます。

個々のデータを更新する
まとめてデータを更新する

個々のデータを更新する

レコードごとに、ルックアップ機能で設定されたデータを更新します。

データを更新するレコードの「レコードの編集」画面を表示する
「レコード情報を編集する」

データを更新するリレーションの （リレーション名） または （リレーション名）（検
索） をクリックする
関連付けられたフィールドのデータが更新されます。

更新する をクリックする

まとめてデータを更新する

ルックアップ機能で設定されたデータをまとめて更新します。

絞込や検索したレコードのデータのみ再ルックアップすることもできます。

「検索ルックアップ」の場合、再ルックアップを行うと、再ルックアップ前のレコードとは別のレコード
がルックアップされることがあります。ご注意ください。

データを更新するライブラリの「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」

データを更新するレコードを絞り込む場合は、絞込を選択します。
「表示するレコードを絞り込む」

該当するレコードを検索する場合は、  ［      ］にキーワードを入力し、 検索 をクリックします。
「レコードを検索する」

データを再ルックアップするまたは その他の操作  >  データを再ルックアップする
の順にクリックする
「データの再ルックアップ」画面が表示されます。

データを更新するリレーションを選択する
参照先のライブラリを確認する場合は、参照ライブラリのライブラリ名をクリックしてください。

内容を確認し、データを更新する場合は はい をクリックする

再ルックアップするレコード数が多い場合、処理が完了されるまでに数十秒以上かかることがあります。
処理が終わるまで、Webブラウザーの [中止] をクリックせずにお待ちください。
1万件以上のレコードを再ルックアップする場合は、CGIタイムアウトにより、処理が中断される場合があ
ります。
レコード数が多い場合は、レコード番号による絞込やキーワードによる検索などを活用し、数回に分けて
再ルックアップを行ってください。
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個人設定を変更する

個人設定では、自分用の各種設定を変更できます。

登録されている自分の情報を確認することもできます。

ログインしていないユーザーは、個人設定のリンクが表示されません。個人設定を変更する場合は、ログ

インしてから行ってください。

各ライブラリの画面デザインを変更したり、「ホーム」画面のデザインを変更したりすることはできません。

ライブラリの画面デザインはライブラリ管理者が設定します。

ユーザー情報を確認する

パスワードを変更する

レコードの表示件数を設定する

Myリンクを設定する

ユーザー情報を確認する

ユーザー情報（ユーザーID、名前、ログイン名、E-mail、所属グループ）を確認します。

ユーザー情報に表示される「ユーザーID」は、システム内でユーザーを識別するために使用している番号です。自動的

に割り付けられ、変更できません。

画面右下の 個人設定をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

ユーザー情報をクリックする

「ユーザー情報」画面が表示されます。

ユーザー情報を確認する

パスワードを変更する

「デヂエ」にログインするパスワードを変更します。

パスワードは、半角英数64文字まで設定可能です。

パスワードは、大文字／小文字を区別して設定してください。
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システム設定により、パスワードの設定を変更できない場合やパスワードの有効期限、長さが制限されて

いる場合があります。

「サイボウズ Office 8 plus デヂエ」の場合、パスワードの変更は、「Office」の個人設定で行ってください。

初期設定では、システム管理者が設定したパスワードになっています。初めて「デヂエ」にログインしたと

きに、パスワードを変更してください。

パスワードは定期的に変更することをお勧めします。

画面右下の 個人設定をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

パスワード をクリックする

「パスワードの変更」画面が表示されます。

新しいパスワードを入力し、 変更する をクリックする

確認用とあわせて２回パスワードを入力してください。

パスワードの有効期限について

システム設定で、パスワードの有効期限が設定されている場合は、有効期限が切れると次の画面が表示

されます。新しいパスワードを設定して、 変更する をクリックし、パスワードを変更してください。

「パスワードの有効期限が切れた場合」

システム設定で、有効期限の連絡が設定されている場合は、期限が近づくと次の画面が表示されます。

新しいパスワードを設定するか、 あとで変更する をクリックして後日パスワードを変更してください。

「パスワードの有効期限が近づいた場合」

レコードの表示件数を設定する

「レコード一覧」画面で1画面に表示するレコードの件数を設定します。

設定した件数以上のレコードが登録されている場合は、画面を切り替えて続きのレコードを表示できます。

「ページ送りをする」

「表示件数 5件」
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　　　　　　　　　　↓

「表示件数 10件」

画面右下の 個人設定をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

画面の表示欄をクリックする

「画面の表示欄」画面が表示されます。

表示件数を選択し、 変更する をクリックする

表示件数は、5件～100件で選択できます。初期設定では「20件」です。

Myリンクを設定する

Myリンクを設定します。

Myリンクとは
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「ホーム」画面／レコードの一覧画面／レコードの詳細画面の「リンクリスト」に表示されるユーザー個人

が登録するリンク集です。登録したMyリンクは、他のユーザーには表示されません。

「リンクリストを閲覧する」

画面右下の 個人設定をクリックする

「個人設定」画面が表示されます。

Myリンクをクリックする

「Myリンクの設定」画面が表示されます。

表示するリンクを設定する

リンクの追加

Myリンクを追加する場合は、 追加するをクリックしてください。「ライブラリへのリンク」を選択し、ライブラリ一覧か

らライブラリを選択するか、「任意のホームページへのリンク」を選択し、タイトル欄とURL欄に必要な情報を入力し、

追加する をクリックします。

リンクの表示順の変更

Myリンクの表示順を変更する場合は、 順番を変更する をクリックし、Ｍｙリンクの表示順を変更します。

「表示順を変更する」

リンクの削除

Ｍｙリンクを削除する場合は、一覧で削除するMyリンクの 削除する をクリックします。

「リンクリスト」画面で、 Myリンクを追加する や Myリンクの順番を変更するをクリックし、Myリンク

の追加や表示順を変更できます。

「リンクリストを閲覧する」

「レコードの一覧／詳細」画面でリンクリストに表示される Myリンクの設定へ をクリックし、「Myリンク

の設定」画面を表示できます。

「Myリンクの設定」画面でタイトルの前に 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へのリンクです。
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ライブラリを修復する

突然の停電やシステムダウンなどが発生し、各動作の終了処理が正常に行われなかった場合でも、ライブラリファイルを修

復できます。

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」

開始する をクリックする

自動的に修復作業が開始されます。

「デヂエ」では、万一のデータ損失などに備え、データを書き込む際、2つのファイルに同時に同じ内容を

書き込んでいます。そのため、ライブラリファイルが破損した場合でも、エラー画面が表示され、自動的に

ライブラリファイルを修復できます。ただし、添付ファイルは修復されません。
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ライブラリの運用を切り替える

各ライブラリの運用（本運用／仮運用）を切り替えます。

本運用と仮運用について

本運用ライブラリ

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

対象となるライブラリです。

仮運用ライブラリ

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

対象外となるライブラリです。

仮運用から本運用に切り替える場合、課金の対象となりますので注意してください。

ライブラリの運用を切り替えられるのは、システム管理者と運用切り替え権限があるユーザーだけです。

ライブラリの設定により、ライブラリの詳細のリンクが表示されていない場合は、「ライブラリの情報」画面

での運用の切り替え操作は実行できません。

次の場合は、ライブラリを本運用に切り替える必要があります。

11個以上のレコードを登録する場合

11個以上のレコードを含むDBMファイルまたはCSVファイルを読み込む場合

CSVファイルの読み込み、メール読み込み、レコードコピーにより、ライブラリのレコード総数が11個

以上になる場合

次の場合は、ライブラリを仮運用に切り替えることができます。

10個以下のレコードのライブラリである場合

仮運用と本運用ライブラリは、機能に違いはありません。

「レコード一覧」画面で、 ライブラリの詳細をクリックする

「ライブラリの情報」画面が表示されます。

「ライブラリ（「レコード一覧」画面）を閲覧する」

運用欄の 本運用へ ／ 仮運用へ をクリックする

「運用の切り替え／仮運用切り替え」画面が表示されます。
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運用を切り替える場合は、 はい をクリックする

運用が切り替わります。

システム管理者は、「ライブラリ運用管理」画面でライブラリの運用を切り替えられます。

『システム設定マニュアル』の「ライブラリの運用を切り替える」

レコードが10個の状態で、「レコードの登録」／「レコードの登録(再利用)」画面を表示すると、次の画面が

表示されます。 ［本運用に切り替える］をクリックし、 はい をクリックすると、本運用に切り替えられま

す。
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フォルダを設定する

ライブラリを階層化して管理するためのフォルダを作成します。

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

フォルダの設定（追加、変更、順番変更、削除）は、フォルダ作成権限のあるユーザーのみ操作できま

す。

フォルダを追加する

フォルダ情報を確認／変更する

フォルダ／ライブラリの表示順を変更する

フォルダを削除する

フォルダを追加する

ライブラリを管理するフォルダを追加します。

フォルダの追加は、親フォルダを表示してから行ってください。

「ホーム」画面でフォルダを追加する親フォルダを表示する

「「ホーム」画面を閲覧する」

フォルダを追加するをクリックする

「フォルダの追加」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

フォルダ情報の設定項目

項目 説明

フォルダ名
フォルダ名を入力します。

必須項目です。必ず入力してください。

メモ

フォルダ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」

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

フォルダのメモは、「ライブラリ一覧」画面に表示されます。

79 



フォルダ情報を確認／変更する

フォルダ情報を確認／変更します。

「ルートフォルダ」のメモを削除する場合は、本操作を行ってください。

「ホーム」画面でフォルダ情報を確認／変更するフォルダを表示する

「「ホーム」画面を閲覧する」

フォルダの詳細をクリックする

「フォルダの詳細」画面が表示されます。

フォルダ情報を確認し、 変更するをクリックする

「フォルダ情報の変更」画面が表示されます。

必要な項目を変更し、 変更する をクリックする

「フォルダ情報の設定項目」

「(ルートフォルダ)」のフォルダ名は、変更できません。

フォルダ／ライブラリの表示順を変更する

フォルダ／ライブラリの表示順を変更します。

表示しているフォルダに追加されているサブフォルダとライブラリの表示順を変更できます。

フォルダをまたいだライブラリの移動は、ライブラリ管理者が「ライブラリ情報の設定」画面で行ってくださ

い。

『ライブラリ管理マニュアル』の「ライブラリ情報を変更する」

「ホーム」画面でサブフォルダ／ライブラリの表示順を変更するフォルダを表示する

「「ホーム」画面を閲覧する」

フォルダ／ライブラリの表示順を変更するをクリックする

「フォルダ／ライブラリの順番変更」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」

フォルダを削除する
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フォルダを削除します。

フォルダ内にサブフォルダやライブラリがあるフォルダは削除できません。

「ホーム」画面で削除するフォルダを表示する

「「ホーム」画面を閲覧する」

フォルダ「（フォルダ名）」を削除するをクリックする

「フォルダの削除」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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