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●コンテンツ「FAQ」 

コンテンツ「FAQ」では、以下のような機能・特徴を備えたアンケートフォームページの作

成を行うことが出来ます。 

・TinyMCEの使用で、HTML 等の複雑な知識を必要とせず、MS WORD のような感覚で質問とそ

の回答を記載したページを作成 

・内容に応じ分野の設定が可能 

・携帯ページの自動生成 

・関連ワード・関連記事の設定で他の FAQ記事との関連付け 

 

 

上部タブ【コンテンツ】をクリックすると、現在 Joruri CMS内の機能として提供されてい

るコンテンツの一覧が表示されます。 

「コンテンツ種別」に「FAQ」と表示されている項目が「FAQ」機能に関係します。 

 

(1)「詳細」…コンテンツの詳細情報を表示します。 

(2)「FAQ」…FAQ一覧画面を表示します。 
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(1)「詳細」をクリックすると、コンテンツの詳細情報画面が表示されます。 

 

1.「一覧」…コンテンツの一覧画面に戻ります。 

2.「編集」…コンテンツの編集画面を表示します。 

3.「削除」…コンテンツを削除します。 

 

2.「編集」をクリックすると、コンテンツの編集画面が表示されます。 

 

1)「一覧」…コンテンツの一覧画面に戻ります。 
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2)「詳細」…コンテンツの詳細画面に戻ります。 

3)「コンセプト」…コンテンツの格納されるコンセプトを選択します。 

4)「コンテンツ名」…コンテンツ一覧画面に表示されるコンテンツ名を編集します。 

「編集する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。 

 

 

3.「削除」をクリックすると、「削除してよろしいですか？」と確認するダイアログ

が表示されます。「OK」をクリックすると、コンテンツが削除されます。「キャン

セル」をクリックすると、削除がキャンセルされます。 

※OKをクリックし削除が完了すると、元には戻せませんのでご注意ください。 
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■記事一覧 コンテンツ＞FAQ＞記事一覧 

(2)「FAQ」をクリックすると、登録された FAQ記事が一覧表示されます。 

 

1.「新規作成」…FAQ記事の新規作成画面を表示します。  

2.「編集可能」…ログインユーザの所属課が作成した、または編集権限を付与されて

いる FAQ記事を一覧表示します。  

3.「承認待ち」…承認待ちの状態となっている FAQ記事を一覧表示します。  

4.「公開待ち」…承認され、公開待ちの状態となっている FAQ記事を一覧表示します。  

5.「記事一覧」…作成された FAQ記事を全て一覧表示します。  

6.「記事番号」…記事番号を半角数字で入力し検索します（完全一致）。  

7.「タイトル」…記事タイトルから絞り込みます。  

8.「所属」…FAQ記事を作成したユーザの所属課で絞り込みます。  

9.「詳細」…FAQ記事の詳細情報画面を表示します。  

10.「プレビュー」…FAQ記事が公開画面で実際に表示される様子をプレビューします。

PC 版ページと携帯版ページ、それぞれ確認することができます。  
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1.「新規作成」ボタンをクリックすると、FAQ記事の新規登録画面が表示されます。 

 

1)「一覧」…クリックすると、FAQ記事一覧画面に戻ります。 

2)「編集可能」…ログインユーザの所属課が作成した、または編集権限を付与さ

れている FAQ記事を一覧表示します。 

3)「承認待ち」…承認待ちの状態となっている FAQ記事を一覧表示します。  

4)「公開待ち」…承認され、公開待ちの状態となっている FAQ 記事を一覧表示し

ます。  

5)「記事一覧」…作成された FAQ記事を全て一覧表示します。  

6)「タイトル」…FAQのタイトルを入力します。 

7)「質問」…質問の詳細を入力します。入力作業については 別途「■内容の入力」

マニュアルを参照してください。  

8)「回答」…質問に対する回答を入力します。入力作業については 別途「■内容

の入力」マニュアルを参照してください。  
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9)「添付ファイル」…質問、回答に添付する画像・ファイルをアップロードしま

す。「▼開く」をクリックすると、「新規作成」ボタンとア

ップロード済ファイルの一覧が表示されます。「新規作成」

ボタンをクリックするとアップローダーが表示されます。

添付できるファイルの種類は、「記事設定」（→本マニュア

ル 23ページ「記事設定＞(4) 添付ファイル/許可する種類」

参照）で限定することが可能です。 

 

 

 

10)「分野」…FAQの属する分野を選択します。最大３項目まで選択することが可

能です。 分野情報は「分野設定」（→本マニュアル 15ページ「分野

設定」参照）で追加・編集することが可能です。 

 

 

11)「新着記事表示」…FAQの新着記事一覧に FAQ記事を表示する場合には[表示] 

にチェックします。（初期設定では、[表示]が選択されて

います。）  
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12)「関連ワード」…関連ワードを入力します。分野の分類では表現できないトピ

ックスに関する FAQ記事を設定したワードでタグ検索し、ま

とめて読めるようになります。 

 

 

13)「関連記事」…登録記事に関連する FAQ記事にリンクを設定することができま

す。 プルダウンをクリックすると、登録されている FAQ 記事す

べてが表示されます。その中から関連付けたい FAQ 記事を選択

します。  

 

 

14)「表示端末」…FAQ 記事を表示させる端末を選択します。 作成した記事はデ

フォルトでPC/携帯の両方向けにそれぞれページが生成されま

すが、PC/携帯の両方で表示させる場合は、[全てに表示]を選

択します。  

携帯からの閲覧では表示させず、PC のみ表示させる場合は[PC

のみ表示]にチェック、PC からの閲覧では表示させず、携帯の

み表示させる場合は[携帯のみ表示]をチェックします。 (初期

設定では[全てに表示]が選択されています。)  
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15)「携帯向け」……PC 用の FAQ 記事と別に携帯用ページを準備する場合は、こ

ちらに入力します。「▼開く」をクリックすると、携帯ペー

ジ用本文欄が表示されます。 

 

 

16)「連絡先」…連絡先を入力します。 課を選択し、半角数字で電話番号・FAX を、

半角英数字でメールアドレスを入力します。 記事内に連絡先を

表示しない場合は〔非表示〕にチェックします。メールアドレス

欄は、「記事設定」（→本マニュアル 19 ページ「記事設定＞(2)

連絡先／メールアドレス表示」参照）で表示・非表示を選択する

ことが可能です。 

 

 

17)「公開日時設定」…通常は FAQ記事を登録した日付が FAQ記事の日付として表

示されますが、表示日時を変更したい場合はカレンダーア

イコンをクリックし、表示日時を設定します。 
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18)「承認設定」…所属課のユーザから、承認者を設定します。 左の一覧から承

認者を選択し、追加→ボタンをクリックすると承認者に追加さ

れます。 承認者から外したい場合は、右の承認者一覧から選

択し、←除外ボタンをクリックします。承認者の設定は必須で

す。（管理者の場合は不要です。）  

なお、承認フローについては「記事設定」（→本マニュアル 21 ページ「記事設定

＞(3)承認／承認フロー」参照）で変更することが可能です。  

承認と公開の流れについての詳細は、マニュアル「記事＞記事一覧」 P30「承認

と公開」を参照してください。 

 

 

19)「編集権限」…記事の編集は原則、作成者と同じ所属のユーザが可能ですが、

他のグループにも編集権限を付与することができます。  

〔編集可能グループ〕から、部署名をプルダウンで最大 3つま

で選択し、設定が可能です。 

 

 

各項目を入力・選択後、保存ボタンをクリックして FAQ 記事を登録します。編集

画面内最下部に配置された保存ボタンは、ログインユーザの記事に対する権限に

よって異なります。 
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●ログインユーザが編集権限を持っている場合  

 

 

●ログインユーザが管理権限を持っている場合  

 

 

「下書き保存」、「承認待ち」、「公開保存」ボタンをクリックすると FAQ記事が保存さ

れます。  

「承認待ち」ボタンをクリックすると、18）で設定した承認者に承認依頼メールが送

られ、承認申請がされます。  

「公開保存」ボタンをクリックすると、編集した FAQ記事が即時に公開された状態で

保存されます。  

 

 

記事が保存され、「登録処理が完了しました。」と表示されます。  

※この時点では、「下書き保存」、「承認待ち」を選択した場合は、記事は公開されて

いません。  

  

  

◆承認と公開については、マニュアル「記事」 P27「承認と公開」を参照してくださ

い。 

 

 

2.記事一覧画面で「編集可能」ボタンをクリックすると、ログインユーザの所属課が

作成した、または編集権限を付与されている FAQ記事を一覧表示します。 
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3.記事一覧画面で「承認待ち」ボタンをクリックすると、現在承認待ちの状態で保存

されている FAQ記事一覧が絞り込まれ表示されます。  

 

 

4.記事一覧画面で「公開待ち」ボタンをクリックすると、現在公開待ちの状態で保存

されている FAQ記事一覧が絞り込まれ表示されます。 
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9.記事一覧画面で「詳細」ボタンをクリックすると、各 FAQ記事の詳細情報画面を表

示します。  

 

1)「一覧」…クリックすると、FAQ記事一覧画面に戻ります。  

2)「編集」…クリックすると、FAQ記事の編集画面が表示されます。  

 

各項目については、前項 1.新規作成（→本マニュアル 5 ページ「FAQ 記事の新規

登録画面」）を参照してください。 

 

 

3)「削除」…FAQ 記事を削除します。クリックすると、「削除してよろしいですか？」

と確認するダイアログが表示されます。「OK」をクリックすると、FAQ

記事が削除されます。 「キャンセル」をクリックすると、削除がキャ

ンセルされます 

※OKをクリックし削除が完了すると、元には戻せませんのでご注意ください。 
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4)「複製」…FAQ 記事の複製を行います。クリックすると、「複製してよろしいで

すか？」と確認するダイアログが表示されます。「OK」をクリックす

ると、FAQ 記事が複製されます。複製された FAQ 記事はタイトルの

先頭に【複製】と付き、「下書き保存」状態で保存されます。 

 

5)「複製（更新用）」…公開中の FAQ記事を編集するための、更新用複製記事を作

成します。クリックすると、「複製してよろしいですか？」

と確認するダイアログが表示されます。「OK」をクリック

すると、FAQ 記事が複製されます。複製された FAQ 記事は

タイトルの末尾に（更新用）と付き、「下書き保存」状態

で保存されます。複製元ページは、更新用に複製されたペ

ージが編集・承認後公開されるまで編集ボタンが非表示と

なり、編集が出来なくなります。複製記事が公開されると

公開中の複製元記事と差し替わり、編集箇所が反映されま

す。 

 

6)「非公開」…公開中の FAQ記事を非公開に切り替えます。クリックすると、「公

開を終了してよろしいですか？」と確認するダイアログが表示さ

れます。「OK」をクリックすると非公開処理が完了し、「キャンセ

ル」をクリックすると非公開を取り消します。  
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10.記事一覧画面で「プレビュー」の〔PC〕または〔携帯〕をクリックすると、作成

した FAQ記事の公開画面上の表示をプレビュー表示します。〔PC〕をクリックする

と、PC 向けのプレビュー画面が表示されます。 〔携帯〕をクリックすると、携

帯向けのプレビュー画面が表示されます。記事が公開状態でない場合でも、プレ

ビューは確認可能です。 
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■分野設定 コンテンツ＞FAQ＞分野設定 

 

「分野設定」画面では、FAQ記事を分類する「分野」の情報が一覧表示されます。この「分

野」は、FAQ記事作成時、内容に応じて各分野へ分類分けするために使用します。 

 

 

操作についてはマニュアル「記事＞分野設定」を参照して下さい。 
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■再構築 コンテンツ＞FAQ＞再構築 

 

「再構築」画面では、FAQ 記事の再構築を行います。 

(1)…ページのみを再構築します。 

(2)…すべてを再構築します。 

 

(1)(2)ともにボタンをクリックすると「再構築を開始してよろしいですか？」のダイアロ

グが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると再構築が開始されます。「再構築」画面

では、FAQ記事の再構築を行います。 

 

再構築中はステータスに「**秒後に更新」と表示されます。再構築が完了すると、ステー

タスに「完了」となります。 
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■設定 コンテンツ＞FAQ＞設定 

 

「設定」画面では、FAQ 記事作成時の共通項目を設定します。 

各項目の「編集」をクリックすると、設定画面が表示されます。 

 

(1)…本文/単語変換辞書 

(2)…連絡先/メールアドレス表示 

(3)…承認/承認フロー 

(4)…添付ファイル/許可する種類 

(5)…添付ファイル/自動リサイズ 

(6)…添付ファイル/サムネイルサイズ 
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(1) 本文/単語変換辞書 の「編集」をクリックすると、記事本文内での単語変換設定画

面が表示されます。 

 

1.「一覧」…ボタンをクリックすると、「設定」一覧画面に戻ります。 

2.「設定値」…枠内に、登録したい単語・変換したい単語の順に、間に半角「,」

を挟んで記述します。 

改行することで複数登録することが可能です。 

「登録する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。 

 

記事を入力し、「承認待ち」で保存すると記事内の該当単語が変換されます。 

（下書き保存・公開保存では変換されません。） 
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(2) 連絡先/メールアドレス表示 の「編集」をクリックすると、記事内の連絡先（→本

マニュアル 8 ページ、16)「連絡先」参照）項目に必須入力のメールアドレス欄を

表示・非表示を選択できます。 

 

1.「一覧」…ボタンをクリックすると、「記事設定」一覧画面に戻ります。 

2.「設定値」…プルダウンで「表示」「非表示」を選択します。 

 

「登録する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。 

※選択しない場合は、連絡先欄にはデフォルトでメールアドレス記入欄が必須項目とし

て表示されます。 

 

【「表示」を選択した場合】 
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【「非表示」を選択した場合】 
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(3) 承認/承認フロー の「編集」をクリックすると、記事の承認フロー（→本マニュア

ル「記事一覧」9 ページ、18)「承認設定」参照）を選択することが出来ます。 

 

1.「一覧」…ボタンをクリックすると、「設定」一覧画面に戻ります。 

2.「設定値」…プルダウンで「管理者承認が必要」を選択します。 

 

※選択しない場合は、承認フローはデフォルトで管理者承認がない状態に設定されます。 

 

承認フローを選択しない場合 

 

■一般ユーザによる承認 

通常の承認フローです。 

 

 

■一般ユーザによる複数人承認 

作成者が承認者を複数選択（最大 5 名まで設定可）した場合、その全ての承認が

完了しないと公開処理を行うことはできません。 
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「管理者承認が必要」を選択した場合の承認フロー 

記事作成ユーザと同じ所属の他ユーザ、ならびに管理者権限を持つユーザを承

認者として設定（最大 5名まで設定可）します。 

承認者による承認が完了後、管理者からの承認が完了しないと公開は行えませ

ん。 

 

 

 

 

 

「登録する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。 

 

 …記事作成者  … 所属課の他ユーザ 
（作成者含） 

 …管理者ユーザ 
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 (4) 添付ファイル/許可する種類 の「編集」をクリックすると、添付ファイルの許可

設定画面が表示されます。 

 

1.「一覧」…ボタンをクリックすると、「設定」一覧画面に戻ります。 

2.「設定値」…枠内に、アップロードを許可するファイルの拡張子を記述します。

半角「,」を挟んで記述することで、複数の拡張子を登録することがで

きます。 

許可した拡張子以外のファイルを記事にアップロードしようとすると、エラーが表

示され拒否されます。 

 

 

※無記入の場合は拡張子の制限はありません。 

「登録する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。 
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  (5) 添付ファイル/自動リサイズ の「編集」をクリックすると、添付ファイルの自動

リサイズ値の設定画面が表示されます。 

 

1.「一覧」…ボタンをクリックすると、「設定」一覧画面に戻ります。 

2.「設定値」…プルダウンで、リサイズの設定値を選択します。 

「登録する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。 

 

【「640×480(VGA)」を選択した場合】 

 

添付ファイルを入力する際に、画面リサイズの値が「640×480(VGA)」となった

状態の入力画面が表示されます。 

※プルダウンで別のサイズを選択することは出来ます。 
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(6) 添付ファイル/サムネイルサイズ の「編集」をクリックすると、添付ファイルの

サムネイルサイズ設定画面が表示されます。 

 

1.「一覧」…ボタンをクリックすると、「設定」一覧画面に戻ります。 

2.「設定値」…添付ファイルのサムネイルサイズを(横)x(縦)の形式で入力します。 

「登録する」ボタンをクリックすると、設定が完了します。 

 

【「120x90)」と設定した場合】 

 

「1024x768」の添付ファイルをアップロードした場合、添付ファイルの一覧画

面で「画像貼付」できるサイズとして、元サイズ「1024x768」と設定値の「120x90」

が表示されます。 

 


