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■システム 

 

システムでは、ファイル管理、プロセス実行、辞書、言語の登録、操作ログ確認、動作確

認、ログインユーザによるユーザ情報やパスワードの変更の許可など、システム全般の設

定を行います。 

 

●ファイル管理 システム＞ファイル管理 

 

ファイル管理では、サイト内のディレクトリやファイルを直接管理できます。 

 

Joruri CMS 2.2.0 基本マニュアル (2016.3.7) 
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「ファイル管理」をクリックすると、ルートディレクトリが表示されます。 

 

(1)ディレクトリを選択します。（→本マニュアル 3ページ） 

(2)「新規ディレクトリ」…表示されているディレクトリ内に新規ディレクトリを作

成します。（→本マニュアル 3ページ） 

(3)「新規ファイル」…表示されているディレクトリ内に新規ファイルを作成します。

（→本マニュアル 4ページ） 

(4)「アップロード」…表示されているディレクトリ内にファイルをアップロードし

ます。（→本マニュアル 7ページ） 

(5)「詳細」…ディレクトリの詳細画面を表示します。（→本マニュアル 7ページ） 

(6)「ファイル名」…ディレクトリやファイルの名称を表示しています。（→本マニュ

アル 9ページ） 

(7)「サイズ」…ファイルのサイズを表示しています。 

(8)「更新日時」…ディレクトリやファイルの最終更新日時が表示されています。 
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(1)プルダウンからディレクトリを選択します。+ 

 

1. ディレクトリを選択します。 

2.下に表示されているディレクトリとファイル一覧が更新されます。 

 

 

(2)新規ディレクトリを作成します。 

 

「新規ディレクトリ」ボタンをクリックすると、ディレクトリ名の入力エリアが
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表示されます。新規作成するディレクトリ名を入力して「作成する」ボタンをク

リックします。 

 

「ディレクトリを作成しました。」と表示され、ファイル一覧に作成したディレク

トリが追加されます。 

 

 

 

(3)新規ファイルを作成します。 

 

「新規ファイル」ボタンをクリックすると、ファイル名の入力エリアが表示され

ます。新規作成するファイル名を入力して「作成する」ボタンをクリックします。 
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「ファイルを作成しました。」と表示されます。 

 

1.「一覧」…ファイル一覧に戻ります。 

2.「編集」…ファイルを編集します。（→本マニュアル 5ページ） 

3.「削除」…ファイルを削除します。（→本マニュアル 6ページ） 

 

 

2.ファイルを編集します。 
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1)「ファイル内容」…内容を入力して「編集する」ボタンをクリックします。「更

新処理が完了しました」と表示され、ファイルの内容が更新されます。 

 

2)「一覧」…ファイル一覧画面に戻ります。 

3)「詳細」…ファイルの詳細画面が表示されます。（→本マニュアル 9ページ） 

 

 

3.ファイルを削除します。 

 

「削除」ボタンをクリックすると、「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、ファイルが削除されます。「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。 

 

(4)ファイルをアップロードします。 

 

「アップロード」ボタンをクリックすると、アップロードするファイルの入力エ

リアが表示されます。「参照」ボタンをクリックしてファイルを選択後、「アップ

ロード」ボタンをクリックします。 
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「アップロードが完了しました。」と表示され、ファイルがアップロードされます。 

 

 

(5)ディレクトリの詳細を表示します。 

 

1)「基本情報」…ディレクトリ名が表示されます。 

2)「一覧」…一覧画面に戻ります。 

3)「削除」…ディレクトリを削除します。 

 

3)ディレクトリを削除します。 

 

「削除」ボタンをクリックすると、「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、ディレクトリが削除されま

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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(6)ファイル名（ディレクトリ名）をクリックすると情報が表示されます。 

 

ディレクトリ名の場合は、ディレクトリのファイル一覧を表示します。 

 

 

ファイル名の場合は、ファイルの詳細画面を表示します。 
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1)「一覧」…一覧画面に戻ります。 

2)「編集」…編集画面を表示します。（→本マニュアル 5ページ） 

3)「削除」…ファイルを削除します。（→本マニュアル 6ページ） 

4)「ダウンロード」…ファイルをダウンロードします。 

 

 

4)ファイルをダウンロードします。 

 

「ダウンロード」をクリックすると、確認するダイアログが表示されます。「保

存」をクリックすると、ローカルにファイルが保存されます。「キャンセル」を

クリックすると、保存がキャンセルされます。 
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●プロセス システム＞プロセス 

 

プロセスでは、ページの書き出しや記事の再構築が任意で実行できます。 

「プロセス」をクリックすると、プロセスが一覧表示されます。 

 

(1)「詳細」…プロセスの詳細を表示します。プロセスの実行も行うことができます。

（→本マニュアル次ページ） 

(2)「プロセス」…プロセスの名称を表示しています。 

(3)「概要」…プロセスの概要を表示しています。 

(4)「開始日時」…直近でプロセスが開始された日時を表示しています。 

(5)「更新日時」…直近でプロセスが更新された日時を表示しています。 

(6)「終了日時」…直近でプロセスが終了した日時を表示しています。 

(7)「処理数」…プロセスの実行により、処理された数を表示しています。 

(8)「成功」…処理が成功した数を表示しています。 

(9)「失敗」…処理が失敗した数を表示しています。 
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(1)プロセスの詳細を表示します。+ 

 

1)「一覧」…プロセス一覧画面に戻ります。 

2)「プロセス実行」…プロセスを実行します。（→本ページ下部） 

3)プロセス実行のログが表示されます。 

 

 

2)プロセスを実行します。 

 

「プロセス実行」ボタンをクリックすると、「プロセスを実行してよろしいです

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、プロセ

スが実行されます。「キャンセル」をクリックすると、実行がキャンセルされま

す。 

 

※OK をクリックして開始されると、キャンセルできませんのでご注意ください。 
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プロセス実行中は、「プロセスを開始しました」と表示され、ステータスは「**

秒後に更新」となります。処理が完了するとステータスは「完了」となり、ロ

グの最後に finished と表示されます。 
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●辞書 システム＞辞書 

 

辞書とは、サイト内に表示される漢字・英単語の読みを設定する機能で、地名や人名な

ど、音声読上げやふりがな表示をした際に適切に表示がされるように設定することがで

きます。 

 

「辞書」をクリックすると、登録された辞書が一覧表示されます。 

(1)「新規作成」…辞書の新規作成画面が表示されます。 

(2)「データ一覧」…登録済みの辞書一覧画面を表示します。 

(3)「辞書更新」…登録した辞書を更新し、反映します。 

(4)「詳細」…登録済みの辞書の詳細を確認します。 
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(1)「新規作成」ボタンをクリックすると、辞書の新規作成画面が表示されます。 

 

1.「名称」…辞書名を入力します。 

2.「辞書データ」…辞書の内容を入力します。記述方法は欄内に表記されている

とおりです。 

 

辞書内で説明コメント等を付記する（辞書には反映させない）場合は、行頭に 

#（半角ナンバーサイン）をつけます。 

例）# 担当者名名簿 

 

辞書に登録する単語は、,（半角コンマ）と半角スペースで区切り、後ろにカタカ

ナでよみがなを入力します。英単語などアルファベットも同様に表記します。 

1 行で 1単語とその読みがなを記述し、改行で複数登録します。 

長音は「ー」ではなく、「アイウエオ」の母音を表記します。 
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例） 

田原, タバラ 

英雄, ヒデオ 

joruri, ジョウルリ 

 

「登録する」ボタンをクリックすると、入力した内容が登録されます。 

 

なお、辞書を分けるのは管理を行いやすくするためとなりますので、管理に問題がなけれ

ば１つの辞書ファイルに単語を登録していただくので問題ありません。 

 

単語の間にスペースが入っている場合は、それぞれ別の単語として認識されます。 

例）徳島 （スペース無し） 

  徳 島 （半角スペース） 

  徳 島（全角スペース） 

 

文字の間にスペースをいれると音声のみで閲覧している方などには、１つの単語として認

識できなくなります。 

アクセシビリティの点からも、可能な限り単語の間にはスペースを空けないようにご配慮

ください。 

 

 (3)「辞書更新」をクリックすると、「辞書を更新してよろしいですか？」と確認するダイ

アログが表示され、「OK」をクリックすると、登録した内容が更新されます。「キャンセル」

をクリックすると、更新がキャンセルされます。 
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(4)辞書一覧画面で「詳細」をクリックすると、登録済みの辞書の詳細画面が表示さ

れます。 

 

1.「一覧」…辞書一覧画面に戻ります。 

2.「編集」…登録された辞書の情報を編集します。 

3.「削除」…登録された辞書を削除します。 

 

2.「編集」ボタンをクリックすると、辞書の編集画面が表示されます。 
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必要項目を編集し、「編集する」ボタンをクリックすると、編集内容が登録さ

れます。各項目については、前項(1)辞書の新規作成（→本マニュアル 15 ペ

ージ）を参照してください。 

 

3.「削除」ボタンをクリックすると、「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、辞書が削除されます。「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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●言語 システム＞言語 

 

言語では、コンテンツ「記事」で、記事作成時に指定する言語を登録します。言語の指

定によって新着記事一覧・記事一覧表示への振り分けを行います。 

 

 

 

「言語」をクリックすると、登録されている言語が一覧表示されます。 

 

(1)「新規作成」…言語の新規作成画面が表示されます。 

(2)「詳細」…登録済みの言語の詳細を確認します。 
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(1)「新規作成」ボタンをクリックすると、言語の新規作成画面が表示されます。 

 
1.「状態」…言語を有効にするか無効にするか選択します。 

2.「内部名前」…言語名を半角英数字で入力します。 

3.「表示名称」…言語名を記事作成時に表示される形式で入力します。 

4.「並び順」…管理画面内での並び順を半角英数字で入力します。数字が大きい

方が下に配置されます。 

「登録する」ボタンをクリックすると、入力した内容が登録されます。 

 

 

(2)言語一覧の〔詳細〕をクリックすると、各ロールの詳細画面が表示されます。
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1.「一覧」…言語の一覧画面に戻ります。 

2.「編集」…登録された言語の情報を編集します。 

3.「削除」…登録された言語を削除します。 

 

2.「編集」ボタンをクリックすると、言語の編集画面が表示されます。 

 

1)「一覧」…言語の一覧画面に戻ります。 

2)「詳細」…言語の詳細画面に戻ります。 

 

必要項目を編集し、「編集する」ボタンをクリックすると、編集内容が登録され

ます。各項目については、前項(1)言語の新規作成を参照してください。 

 

3.「削除」ボタンをクリックすると、「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、言語が削除されます。「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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●操作ログ システム＞操作ログ 

操作ログでは、サイト内で誰がどのような処理をしたのか、ログを表示します。ログイ

ン名や期間で絞り込むことができます。 

 

「操作ログ」をクリックすると、ログの操作画面が表示されます。 

 

(1)条件を入力してログを検索したり、ログの CSV 出力や削除をします。 

(2)ログを表示します。デフォルトでは最新のログが表示されています。 

 

(1)ログの検索・CSV 出力・削除 

 

1.「ユーザ ID（内部 ID）」…検索対象のユーザ ID を入力します。 

2.「操作」…検索対象の操作を入力します。 

3.「期間」…検索対象の期間を入力します 

入力エリアをクリックするとカレンダーが表示されますので、期間の開始日と終

了日をクリックして指定します。 
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4.「検索」…1.2.3.の検索対象の入力後、「検索」ボタンをクリックすると、検索結

果が(2)に表示されます。 

5.「リセット」…デフォルト画面に戻ります。 

6.「CSV 出力」…表示中のログを CSV 形式で保存します。 

「CSV 出力」ボタンをクリックすると、「CSV を出力します。件数が多いと処理に

時間がかかることがあります。」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、保存先を確認するシステムダイアログが表示されます

ので、保存先を指定して「保存」ボタンをクリックします。「キャンセル」をク

リックすると、出力がキャンセルされます。 

7.「削除」…表示中のログを削除します 

「削除」ボタンをクリックすると、「表示中のログを削除してよろしいですか？2

ページ目以降のログも削除されます。」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、表示中のログが削除されます。「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。 

 

(2)ログの表示 

 

1.「詳細」…をクリックすると、該当ログの詳細が表示されます。 
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2.「ユーザ名」…該当操作を行ったユーザ名を表示しています。 

3.「操作」…該当ログが何の操作か表示しています。 

4.「操作アイテム」…操作がどのアイテムにされたものか表示しています。 

5. 「IPアドレス」…該当ログがどのIPアドレスより操作されたか表示しています。 

6.「操作日時」…該当ログの操作日時を表示しています
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●動作確認 システム＞動作確認 

動作確認機能では、サイト内で行う動作について確認することができます。現在は承認

時等のメール配信の確認と、リンクチェック時の機能確認、ふりがな・読み上げ確認を

行うことができます。 

 

「動作確認」をクリックすると、テストメール配信画面が表示されます。 

 

(1)「メール送信」…テストメール配信画面を表示します。 

(2)「リンクチェック」…リンクチェック動作確認画面を表示します。 

(3)「ふりがな・読み上げ」…ふりがなと読み上げの動作確認画面を表示します。 

 

(1)メール送信動作確認画面で、各項目に入力します。 
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1.「差出人」…送信するメールの差出人欄に表示する名前・メールアドレスを入力

します。 

2.「宛先」…送信先メールアドレスを入力します。 

3.「件名」…送信するテストメールの件名を入力します。 

4.「本文」…メール本文を入力します。 

5.「設定」…メール送信に関する設定が表示されます。 

 

「送信する」ボタンをクリックすると、入力したメールアドレスにテストメールを

送信します。 

 

 

(2)「リンクチェック」をクリックすると、リンクチェック動作確認が表示されます。 

 

1.「URL 一覧」…チェックする URL を入力します。改行して複数入力することが可

能です。 

 

「確認する」ボタンをクリックすると、入力した URL にアクセスを試し、成功か失

敗かを表示します。 
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* リンクチェックで[失敗]が表示される主な原因 

○ URL の入力ミスなどによる接続失敗 

[失敗]となったアドレス（URL）をコピーし、インターネットでページが正しく表示

されるか確認してください。リンク先ページが、閲覧できない場合にはアドレスを

確認して正しいアドレスに変更してください。（該当ページのアドレスが変わってい

る場合もあります。） 

それ以外の場合は 

・そのタイミングでたまたまネットワークが混み合っている。 

・ネットワーク上で閲覧制限がかかり確認できないサイトである（ブログや YouTube

など）。 

・URL の入力が不足している。（co.jp/の.jp/が抜けている、など） 

 

○ 添付ファイルのリンク先が誤っていることによる[失敗] 

・ページをコピーして作成した記事の場合、添付ファイルのリンク先が旧サイトの

アドレスに設定されている場合があります。 

・ファイルアップロード機能により、添付ファイルを添付し直してください。 

 

○ 添付ファイルの名前に使えない記号が含まれている場合  

・英数でファイル名をつけていても、使えない記号が含まれていたり、全角の英数

になっていたりする場合があります。半角英数字に修正し直してください。 
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●設定 システム＞設定 

 

 設定では、ログインユーザによるユーザ情報、パスワードの変更の可否を設定すること

ができます。 

 

設定をクリックすると、設定の編集画面が表示されます。 

 

(1)ログインユーザによるユーザ情報の変更の設定を編集します。 

(2)ログインユーザによるパスワードの変更の設定を編集します。 

 

(1)ログインユーザによるユーザ情報の変更の設定画面が表示されます。 

 

1.プルダウンから設定値を選択します。 

ここで許可を選択すると、ログインユーザによるユーザ情報の変更が可能となり

ます。 

 

「登録する」ボタンをクリックすると登録完了です。 
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(2)ログインユーザによるパスワードの変更の設定画面が表示されます。 

 

 

1.プルダウンから設定値を選択します。 

ここで許可を選択すると、ログインユーザによるパスワードの変更が可能となります。 

 

「登録する」ボタンをクリックすると登録完了です。 
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管理画面上部のログインユーザ名をクリックすると、ユーザ情報の変更画面が表示されま

す。 

 

 

(1)基本情報の変更をします。 
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1. 氏名を編集します。 

2. 氏名（英語表記）を編集します。 

3. メールアドレスを編集します。 

 

    「編集する」ボタンをクリックすると設定が完了します。 

 

「更新処理が完了しました。」と表示され、ユーザ情報が変更されます。 

 
 

(2)パスワードの変更をします。 
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1. 現在のパスワードを入力します。 

2. 新しいパスワードを入力します。 

3. 新しいパスワード（確認用）を入力します。 

 

「編集する」ボタンをクリックすると設定が完了します。 

 

「更新処理が完了しました。」と表示され、パスワードが変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


