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1. はじめに 

本資料は Flex Client の管理ユーザーの操作について、解説したものです。 
 

Flex Clinetのユーザー種別 

ユーザー種別 アクセスできる機能 
管理ユーザー Flex Clientのグループ、ユーザー登録が可能なユーザー。 
編集ユーザー Flex Clinetにログインして、テンプレートからドキュメントを作成

するユーザー。 
 

用語 

用語 説明 
テンプレート Edition CMSで登録・管理されるデザインのひな形。 
ドキュメント テンプレートから個々のユーザーが編集した結果の成果物データ。 

Flex Clientのマイドキュメント一覧からアクセスします。 
カセット 素材、文字、図形パーツを組み合わせて作成されたパーツ 

素材と同様にテンプレート内に配置することが可能です。 
Flex 連携アカウント Edition CMS、Edition Flex のアカウント。グループ単位で連携する

アカウントを設定します。 
設定されたアカウントで作成したテンプレートをグループに所属す
るユーザーが利用可能です。 

共有素材・カセット
用テンプレート 

Edition CMSでは通常、素材・カセットはテンプレート単位で登録
管理されますが、共有素材・カセット用テンプレートに登録した素
材、カセットは、どのテンプレートでも利用可能になります。 
グループに 1つ設定することができます。 
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2. Flex Clientの概要 

 Flex Clientは Flex Client は、Editon CMS に登録されているテンプレートをグループで有
効活用するためのWebアプリケーションです。 

 Edition CMS に登録されているテンプレートに「folder/FlexClient」というタグを付けるだ
けで、Flex Client にテンプレートが一覧表示されます。 

 編集ユーザーは一覧表示されたテンプレートを編集し、編集結果を個人管理のドキュメント
として保存することができます。ドキュメントの再編集やコピーも可能です。 

 ドキュメントを同じグループのユーザーに公開することができます。公開ドキュメントはコ
ピーして自分のドキュメントとして編集することができます。 

 自由編集、ウィザード編集の両方に対応しています。 
 テンプレート、ドキュメントはプレビュー用と印刷用の PDF をダウンロードできます。 
 グループ単位で連携する Flex アカウントを設定できます。 
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3. 管理ユーザーの機能について 

管理ユーザーは編集ユーザーの機能に加えて、次の操作をすることができます。 
 
 グループの登録・編集・削除 
 ユーザーの登録・編集・削除 
 ヘッダー部分のロゴ画像とフッター部分の文字列の変更 
 テンプレートの使用回数の確認 
 操作ログのダウンロード 

4. 編集ユーザーの機能について 

本資料では管理ユーザー専用の機能を解説します。 
管理ユーザーも編集ユーザーと同様に、テンプレート、マイドキュメント、共有ドキュメント
の各画面機能を使用可能です。 
これらの画面の操作については「Flex Client 操作ガイド 編集ユーザー編」をご覧ください。 
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5. 初回マスターメンテナンスの手順 

Flex Clientを利用開始するには、次の手順でマスターメンテナンスを実施します。 
 
1） グループの登録 

初めにグループを登録します。ユーザーは必ずいずれかのグループに所属します。 
グループの登録・編集・削除はグループマスターメンテナンス画面で操作します。 
（本資料 10ページ 「10. グループマスターメンテナンス画面」を参照） 
グループの登録では次の設定が必須です。 
 グループ名 
 グループが参照するテンプレートを作成した Edition Flex ユーザーの IDと共通鍵 

 
2） ユーザーの登録 

登録したグループにユーザーを登録します。 
ユーザーの登録・編集・削除はユーザーマスターメンテナンス画面で操作します。 
（本資料 23ページ 「11. ユーザーマスターメンテナンス画面」を参照） 
ユーザーの登録では次の設定が必須です。 
 ユーザー種別（編集ユーザー または 管理ユーザー） 
 所属グループ 
 ユーザー名 
 ログイン IDとパスワード 
 

3） ロゴ画像、フッター文字列の変更（任意） 
ロゴ画像、フッター文字列の変更はロゴ画像・フッター文字設定画面で操作します。 
（本資料 29ページ「12. ロゴ画像・フッター文字設定画面」を参照） 
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6. 画面遷移図 

ログイン後はヘッダーメニューによって各画面に移動します。 
編集ユーザーと同様にテンプレート、マイドキュメント、共有ドキュメント、設定の各画面機
能も使用可能です。 
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グループマスターメンテナンス 
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7. ログイン 

ログイン IDとパスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックし、ユーザー認証に成功
すると、テンプレート一覧画面を表示します。 
 

 
ログイン画面 
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8. 各画面共通の操作 

8.1. ヘッダーメニュー 

各画面へのリンクとログアウトボタンが配置されています。 
 

 
ヘッダーメニュー 

 マスターメンテナンス リンク： 
マスターメンテナンスメニュー画面に移動します。 

 
 テンプレート リンク： 

テンプレート一覧画面に移動します。 
 
 マイドキュメント リンク： 

マイドキュメント一覧画面に移動します。 
 
 共有ドキュメント リンク： 

共有ドキュメント一覧画面に移動します。 
 
 「ログアウト」ボタン： 

クリックすると、ログアウトしてログイン画面を表示します。 
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8.2. 表示コントロール 

グループ一覧、ユーザー一覧の各画面の下部にあるコントロールで、1画面の表示件数の設定
やページ送り操作をします。 
 

 
表示コントロール 

 表示件数リストボックス 
一覧の 1画面あたりに表示する件数を下記候補より選択します。 
・10件（初期値） 
・50件 
・100件 

 件数表示 
全件数と表示中の件数を表示します。 

 
 ページ操作ボタン 
「<<」ボタン…最初のページを表示 
「<」ボタン…前のページを表示 
「数字」ボタン…表示中のページ番号を表示 
「>」ボタン…次のページを表示 
「>>」ボタン…最後のページを表示 
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9. マスターメンテナンスメニュー画面 

ログイン後の画面です。ヘッダーメニューの「マスターメンテナンス」をクリックすると表示
します。 
マスターメンテナンスメニューを表示します。 
 

 
マスターメンテナンスメニュー画面 

9.1. マスターメンテナンスメニューの操作 

 「グループマスターメンテナンス」リンク（9ページ） 
グループの登録・管理をする、グループマスターメンテナンス画面に移動します。 

 「ユーザーマスターメンテナンス」リンク（22ページ） 
ユーザーの登録・管理をする、ユーザーマスターメンテナンス画面に移動します。 

 「ロゴ画像・フッター文字設定」リンク（28ページ） 
ヘッダー左上のロゴとフッターの登録・管理をする、ロゴ画像・フッター文字設定画面に移
動します。 

 「テンプレート使用回数」リンク（30ページ） 
テンプレート使用回数を確認できる、テンプレート使用回数画面に移動します。 

 「ログ出力」リンク（ページ） 
様々なログを出力できる、ログ出力画面に移動します。 
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10. グループマスターメンテナンス画面 

ユーザーを登録するためのグループを登録・管理します。 
グループ単位で Flex 連携アカウント、共有素材・カセット用テンプレートを設定可能です。 
 

 
グループマスターメンテナンス画面 

10.1. この画面でできること 

 グループの閲覧・検索 
 新規グループの登録 
 グループの編集 
 グループの削除 
 登録済みグループの CSVエクスポート 
 CSVインポートによるグループ登録 
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10.2. グループ一覧 

次の項目を一覧表示します。 
 
 ID 
グループ IDを表示 

 グループ名 
グループ名を表示 

 Flex 連携ユーザーID 
Flex 連携ユーザーID を表示 

 操作 
「編集」ボタン、「削除」ボタンを表示 

 
各項目をクリックすると、昇順（▲）降順（▼）にソート切り替えが可能です。 
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10.3. 新規グループを登録する 

 
1） 「新規登録」ボタンをクリックしてグループ

情報ダイアログを表示します。 
 

2） グループ情報ダイアログの各項目を入力しま
す。 
入力内容は次ページの 8.4 グループ情報項
目詳細 を参照してください。 

 
3） 「登録・更新」ボタンをクリックするとグル

ープが登録されます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、入力内
容を破棄してダイアログを閉じます。 
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10.4. グループ情報項目詳細 

グループ名（入力必須） 

グループの名称を入力します。 

Flex 連携ユーザー ID（入力必須） 

テンプレート一覧に表示させたいテンプレートを作成した Edition Flex のユーザーIDを入力し
ます。 

Flex 連携ユーザー共通鍵（入力必須） 

Flex 連携ユーザーに登録されている共通鍵を入力します。 

共有素材・カセットテンプレートの識別コード（任意） 

どのテンプレートからでも参照可能な素材やカセットを登録したテンプレートの識別コードを
入力します。 
Flex 編集画面で編集操作をする時に、素材メニューパネルの「共有素材」ボタン、「共有カセ
ット」ボタンをクリックすると、入力した識別コードのテンプレートに登録されている素材、
カセットを表示します。 

テンプレートのフィルタータグ（任意） 

Flex Clientのテンプレート一覧には、Edition CMSで「folder/FlexClient」というタグが付い
ているテンプレートが表示されますが、ここに追加のタグを入力することでテンプレート一覧
に表示するテンプレートを限定することができます。 
複数のタグを指定する場合はカンマ区切りで入力します。 
例）「名刺, チラシ」と入力 
「folder/FlexClient」タグが付いているテンプレートで、かつ、「名刺」タグまたは「チラシ」
タグが付いているテンプレートをテンプレート一覧に表示します。 

編集ユーザーはユーザー情報を編集可能 チェックボックス（初期値 オフ） 

チェックボックスをオンにすると、編集ユーザーのヘッダーメニューに「設定」リンクが表示
され、編集ユーザーが自身のユーザー情報を変更することが可能になります。 
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共有ドキュメントにログイン IDを表示する チェックボックス（初期値 オフ） 

チェックボックスをオンにすると、共有ドキュメント一覧のサムネイルに、ドキュメントを作
成した編集ユーザーのログイン IDを表示します。 

共有ドキュメントにユーザー名を表示する チェックボックス（初期値 オフ） 

チェックボックスをオンにすると、共有ドキュメント一覧のサムネイルに、ドキュメントを作
成した編集ユーザーのユーザー名を表示します。 

編集ボタンの動作 リストボックス（初期値 Flex編集優先） 

テンプレート一覧とドキュメント一覧のサムネイルの「編集」ボタン、共有ドキュメント一覧
のサムネイルの「コピーを編集」ボタンの動作をリストボックスから選択します。 
 Flex 編集優先 : 
「編集」ボタンをクリックすると、Flex 編集画面を表示します。 
「編集」ボタンの右にある「▼」ボタンをクリックするとプルダウンメニューが表示され
て、「Flex編集」、「ウィザード編集」の順番にメニューが表示されます。 

 

 

テンプレート一覧の編集ボタン（Flex 編集優先） 
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 ウィザード編集優先 : 
「編集」ボタンをクリックすると、ウィザード編集画面を表示します。 
「編集」ボタンの右にある「▼」ボタンをクリックするとプルダウンメニューが表示され
て、「ウィザード編集」、「Flex 編集」の順番にメニューが表示されます。 

 

 

テンプレート一覧の編集ボタン（ウィザード編集優先） 

 Flex 編集専用 : 
ウィザード編集画面を使用しない運用の場合に選択します。 
「編集」ボタンをクリックすると、Flex 編集画面を表示します。 
「編集」ボタンの右の「▼」ボタンは表示されません。 

 ウィザード編集専用 : 
Flex 編集画面を使用しない運用の場合に選択します。 
「編集」ボタンをクリックすると、ウィザード編集画面を表示します。 
「編集」ボタンの右の「▼」ボタンは表示されません。 

 

 

テンプレート一覧の編集ボタン（Flex 編集専用・ウィザード編集専用） 
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PDFボタンの動作 リストボックス（初期値 プレビュー用優先） 

テンプレート一覧、ドキュメント一覧、共有ドキュメント一覧のサムネイルの「PDF」ボタン
の動作をリストボックスから選択します。 
 プレビュー用優先 : 
「PDF」ボタンをクリックすると、プレビュー用 PDF を出力します。 
「PDF」ボタンの右にある「▼」ボタンをクリックするとプルダウンメニューが表示され
て、「プレビュー用」、「印刷用」の順番にメニューが表示されます。 
 

 

テンプレート一覧の PDFボタン（プレビュー用優先） 

 
 印刷用優先 : 
「PDF」ボタンをクリックすると、印刷用 PDFを出力します。 
「PDF」ボタンの右にある「▼」ボタンをクリックするとプルダウンメニューが表示され
て、「印刷用」、「プレビュー用」の順番にメニューが表示されます。 
 

 

テンプレート一覧の PDFボタン（印刷用優先） 
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郵便番号（任意） 

郵便番号を入力します。 
入力された郵便番号は、テンプレート内の対応するラベルが設定された文字パーツに差し込み
されます。 
パーツのラベル名については 12. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル を参照して
ください。 

住所 1（任意） 

住所 1を入力します。 
入力された住所 1は、テンプレート内の対応するラベルが設定された文字パーツに差し込みさ
れます。 
パーツのラベル名については 12. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル を参照して
ください。 

住所 2（任意） 

住所 2を入力します。 
入力された住所 2は、テンプレート内の対応するラベルが設定された文字パーツに差し込みさ
れます。 
パーツのラベル名については 12. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル を参照して
ください。 

電話番号（任意） 

電話番号を入力します。 
入力された電話番号は、テンプレート内の対応するラベルが設定された文字パーツに差し込み
されます。 
パーツのラベル名については 12. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル を参照して
ください。 

FAX番号（任意） 

FAX番号を入力します。 
入力された FAX番号は、テンプレート内の対応するラベルが設定された文字パーツに差し込み
されます。 
パーツのラベル名については 12. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル を参照して
ください。 
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URL（任意） 

URLを入力します。 
入力された URLは、テンプレート内の対応するラベルが設定された文字パーツに差し込みされ
ます。 
パーツのラベル名については 12. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル を参照して
ください。 

メールアドレス（任意） 

メールアドレスを入力します。 
入力されたメールアドレスは、テンプレート内の対応するラベルが設定された文字パーツに差
し込みされます。 
パーツのラベル名については 12. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル を参照して
ください。 
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10.5. グループを編集する 

 
1） 編集したいグループの「編集」ボタンをクリ

ックしてグループ情報ダイアログを表示しま
す。 
 

2） グループ情報ダイアログの各項目を編集しま
す。 
 

3） 「登録・更新」ボタンをクリックするとグル
ープが更新されます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、入力内
容を破棄してダイアログを閉じます。 
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10.6. グループを削除する 

 
1） 削除したいグループの「削除」ボタンをクリ

ックして確認ダイアログを表示します。 
 

2） 確認ダイアログの「削除」ボタンをクリック
するとグループが削除されます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、削除操
作を中止して、確認ダイアログを閉じます。 

 

10.7. グループ情報を CSVエクスポートする 

 
 「エクスポート」ボタンをクリックすると、
グループ情報を CSVファイルでダウンロード
します。 

 

10.8. グループ情報をインポートする 

エクスポートしたグループ情報 CSVを編集、行の追加をして、グループ情報をインポートする
ことが可能です。 
 
1） 「インポート」ボタンをクリックしてインポ

ートダイアログを表示します。 
 

2） インポートダイアログでファイルを指定し
て、「インポート」ボタンをクリックすると
グループがインポートされます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、インポ
ート操作を中止して、インポートダイアログ
を閉じます。 
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10.8.1. グループ情報 CSVファイルレイアウト 

項目名 データ型 桁数 必須 

グループ ID 数値  既存グループは必須 

グループ名 文字列 100 必須 

Flex 連携ユーザー ID 半角英数記号 100 必須 

Flex 連携ユーザー共通鍵 半角英数記号 100 必須 

共有素材・カセットテンプレート trackingId 半角英数 32  

ユーザー設定可能 ブーリアン  true / false 

共有ドキュメントにログイン IDを表示 ブーリアン  true / false 

共有ドキュメントにユーザー名を表示 ブーリアン  true / false 

編集ボタンの動作 固定文字列  

下記より必須 
・Flex編集優先 
・ウィザード編集優先 
・Flex編集専用 
・ウィザード編集専用 

PDF ボタンの動作 固定文字列  
下記より必須 
・プレビュー用優先 
・印刷用優先 

テンプレートのフィルタータグ 文字列  カンマ区切り 

郵便番号 文字列 8 ハイフン必須 

住所 1 文字列 128  

住所 2 文字列 128  

電話番号 文字列 128 数字、ハイフンのみ 

FAX番号 文字列 128 数字、ハイフンのみ 

URL 文字列 255 URLフォーマット 

メールアドレス 文字列 255 
メールアドレスフォ
ーマット 

 
 IDは既存グループでは必須。新規グループは空欄で自動発行 
 同一グループ名はエラー 
 各項目はダブルコーテーション(")で括る 
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 エクスポート CSVは一覧と同じ内容(検索・ソート条件)で出力 
 エクスポートファイル名は group_list_[日付時分秒].csv (group_list_20200425064749.csv) 
 インポートは正常行のみ登録し、エラー行はエラーファイルにまとめてダウンロード可能

(エラーファイル名：error_[日付時分秒].csv) 
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11. ユーザーマスターメンテナンス画面 

ユーザーを登録・管理します。 
ユーザーは 1つのグループに所属します。 
 

 
ユーザーマスターメンテナンス画面 

11.1. この画面でできること 

 ユーザーの閲覧・検索 
 新規ユーザーの登録 
 ユーザーの編集 
 ユーザーの削除 
 登録済みユーザーの CSVエクスポート 
 CSVインポートによるユーザー登録 
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11.2. ユーザー一覧 

次の項目を一覧表示します。 
 
 ID 
ユーザーIDを表示 

 所属グループ名 
所属グループ名を表示 

 ユーザー名 
ユーザー名を表示 

 ユーザー種別 
ユーザー種別を表示（管理者または編集者） 

 ログイン ID 
ログイン IDを表示 

 操作 
「編集」ボタン、「削除」ボタンを表示 

 
各項目をクリックすると、昇順（▲）降順（▼）にソート切り替えが可能です。 
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11.3. 新規ユーザーを登録する 

 
1） 「新規登録」ボタンをクリックしてユーザー

情報ダイアログを表示します。 
 

2） ユーザー情報ダイアログの各項目を入力しま
す。 
ユーザー種別 
「編集者」または「管理者」をラジオボタン
で選択 
グループ 
リストボックスから選択 
ユーザー名（入力必須） 
ログイン ID（入力必須） 
パスワード（入力必須） 
メールアドレス（任意） 
 

3） 「登録・更新」ボタンをクリックするとユー
ザーが登録されます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、入力内
容を破棄してダイアログを閉じます。 
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11.4. ユーザーを編集する 

 
1） 編集したいユーザーの「編集」ボタンをクリ

ックしてユーザー情報ダイアログを表示しま
す。 
 

2） ユーザー情報ダイアログの各項目を編集しま
す。 
 
 

3） 「登録・更新」ボタンをクリックするとユー
ザーが更新されます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、入力内
容を破棄してダイアログを閉じます。 

 
 パスワードは空欄のままにしておくと、変更
されません。 

 
 
 
 
 
 

11.5. ユーザーを削除する 

 
1） 削除したいユーザーの「削除」ボタンをクリ

ックして確認ダイアログを表示します。 
 

2） 確認ダイアログの「削除」ボタンをクリック
するとユーザーが削除されます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、削除操
作を中止して、確認ダイアログを閉じます。 

 
  



Flex Client 

27 

11.6. ユーザー情報を CSVエクスポートする 

 
 「エクスポート」ボタンをクリックすると、
ユーザー情報を CSVファイルでダウンロード
します。 

 

11.7. ユーザー情報をインポートする 

エクスポートしたユーザー情報 CSVを編集、行の追加をして、ユーザー情報をインポートする
ことが可能です。 
 
1） 「インポート」ボタンをクリックしてインポ

ートダイアログを表示します。 
 

2） インポートダイアログでファイルを指定し
て、「インポート」ボタンをクリックすると
ユーザーがインポートされます。 
 

 「閉じる」ボタンをクリックすると、インポ
ート操作を中止して、インポートダイアログ
を閉じます。 
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11.7.1. ユーザー情報 CSVファイルレイアウト 

項目名 データ型 桁数 必須 

ユーザーID 数値 - 既存ユーザーは必須 

ユーザー種別 数値 1 必須(0:管理者、1:編集者) 

グループ ID 数値 - 必須 

ユーザー名 文字列 100 必須 

ログイン ID 半角英数記号 100 必須 

パスワード 半角英数記号 100 新規:必須、更新:無ければそのまま 

メールアドレス 文字列 255 メールアドレスフォーマット 

 
 IDは既存ユーザーでは必須。新規ユーザーは空欄で自動発行 
 同一ログイン ID はエラー 
 各項目はダブルコーテーション(")で括る 
 エクスポート CSVは一覧と同じ内容(検索・ソート条件)で出力 
 エクスポートファイル名は user_list_[日付時分秒].csv (user_list_20200425064749.csv) 
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12. ロゴ画像・フッター文字設定画面 

ヘッダー左部のロゴ画像とフッターの文字列を設定します。 
 

 
ロゴ画像・フッター文字設定画面 

12.1. この画面でできること 

 ロゴ画像の変更 
 フッター文字列の変更 
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12.2. ロゴ画像・フッター文字を変更する 

1） ロゴ画像欄でロゴ画像にするファイルを指定します。 
推奨サイズは幅 150px、高さ 30pxです。 
（使用可能なファイル形式は JPEG、GIF、PNG） 
 

2） フッター文字列入力欄にフッターに表示する文字列を入力します。 
（最大 100文字まで） 
 

3） 「更新」ボタンをクリックすると、入力されているロゴ画像、フッター文字で設定を更新
します。 
ロゴ画像欄または、フッター文字列欄が空欄の場合は、現在の設定を維持します。 
 

 「初期値に戻す」ボタンをクリックすると、ロゴ画像に 「Edition Flex」をセット、フッタ
ー文字列に「© RESOLOGIC Inc.」をセットして更新します。 
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13. テンプレート使用回数画面 

各テンプレートの使用回数を確認することができます。 
 

 
テンプレート使用回数画面 

 

13.1. この画面でできること 

 期間、グループ、キーワードで条件を抽出したテンプレートの使用回数の閲覧 
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13.2. テンプレート使用回数を表示する 

1） 期間入力欄に抽出対象の期間の開始日と終了日を指定します。 
入力欄をクリックすると、カレンダーが表示されますので、年月日を指定します。 
入力は任意で、空欄の場合は全ての期間が対象となります。 

2） グループ選択リストボックスで抽出対象のグループを選択します。 
全グループまたは、登録されているグループを 1つ選択します。 

3） キーワード入力欄に抽出対象のキーワードを入力します。 
入力した文字列が、テンプレート名、識別コード、グループ名のいずれかに部分一致する
ものが抽出対象となります。 

4） 「検索」ボタンをクリックすると、抽出条件に該当するテンプレートを使用回数の多い順
に一覧表示します。 
 

 「クリア」ボタンをクリックすると、期間入力欄、キーワード入力欄が空欄になり、グルー
プ選択リストボックスは全グループが選択された状態になります。 

 

13.3. テンプレート使用回数の表示仕様 

 テンプレート使用回数は、そのテンプレート使用して新規にドキュメントが作成された回数
をカウントしており、削除されたドキュメント作成も含まれます。 

 Edition CMSでテンプレート名が変更された場合、最新のテンプレート名が表示されます。 
 複数のグループに同じ Flex 連携ユーザーが設定されていて、それぞれのグループのユーザ
ーが同じテンプレートを使用した場合、テンプレート使用回数はグループ毎に分けてカウン
トされます。 
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14. ログ出力画面 

Flex Clientの各種操作ログをダウンロードすることができます。 
 

 
ログ出力画面 

 

14.1. この画面でできること 

 設定した抽出条件に該当する操作ログのダウンロード 
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14.2. 操作ログを出力する 

1） 期間入力欄に抽出対象の期間の開始日と終了日を指定します。 
入力欄をクリックすると、カレンダーが表示されますので、年月日を指定します。 
入力は任意で、空欄の場合は全ての期間が対象となります。 

2） グループ選択リストボックスで抽出対象のグループを選択します。 
全グループまたは、登録されているグループを 1つ選択します。 

3） 操作チェックボックスで抽出したい操作をチェックオンにします。 
「全て選択」リンクをクリックすると、全ての操作のチェックボックスがオンになりま
す。 
「全て選択解除」リンクをクリックすると、全ての操作のチェックボックスがオフになり
ます。 

4） キーワード入力欄に抽出対象のキーワードを入力します。 
入力した文字列が、ログイン ID、ユーザー名、テンプレート名、ドキュメント名、識別コ
ードのいずれかに部分一致するものが抽出対象となります。 

5） 「CSVダウンロード」ボタンをクリックすると、抽出条件に該当する操作ログをダウンロ
ードします。 

 
 「設定クリア」ボタンをクリックすると、期間入力欄、キーワード入力欄が空欄になり、グ
ループ選択リストボックスは全グループが選択された状態になります。 

  



Flex Client 

35 

14.3. 操作ログ内容 

操作ログは CSV形式のファイルとしてダウンロードされます。 

14.3.1. 操作ログ CSVファイルレイアウト 

 ファイル名は FlexClientLog_ [日付時分秒].csv 
 ソートは日時昇順です 
 列項目は固定で、操作によっては空欄となる列があります 
 

列 項目名 出力内容 

1 ログイン ID ログイン ID 

2 日時 操作が実行された日時（年/月/日 時:分:秒） 

3 ユーザー名 ユーザー名 

4 

操作 

実行された操作を出力 
 ログイン 
 ログアウト 
 Flex 編集 
 ウィザード編集 
 共有 … ドキュメントの共有 

 共有解除 … ドキュメントの共有解除 
 プレビューPDF 出力 
 印刷用 PDF出力 
 コピー … ドキュメントのコピー 

 削除 … ドキュメントの削除 

 設定更新 … 設定画面でのユーザー情報の更新 

5 

編集種別 

編集画面を使用した操作の種別を出力 
 新規 … テンプレートから新規に編集開始 
 更新 …既存ドキュメントの編集 
 新規（共有コピー） … 共有ドキュメントをコピーして新規に
編集開始  
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列 項目名 出力内容 

6 

ドキュメント名 

ドキュメント名 
ドキュメントに対して下記の操作を実行した場合に出力 
 Flex 編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 ウィザード編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 プレビューPDF 出力 
 印刷用 PDF出力 

7 

ドキュメント識別コード 

ドキュメントの識別コード 
ドキュメントに対して下記の操作を実行した場合に出力 
 Flex 編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 ウィザード編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 プレビューPDF 出力 
 印刷用 PDF出力 

8 

テンプレート名 

テンプレート名 
テンプレートに対して下記の操作を実行した場合に出力 
 プレビューPDF 出力 
 印刷用 PDF出力 
ドキュメントに対して下記の操作を実行した場合に元となったテ
ンプレート名を出力 
 Flex 編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 ウィザード編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 プレビューPDF 出力 
 印刷用 PDF出力 

9 

テンプレート識別コード 

テンプレートの識別コード 
テンプレートに対して下記の操作を実行した場合に出力 
 プレビューPDF 出力 
 印刷用 PDF出力 
ドキュメントに対して下記の操作を実行した場合に元となったテ
ンプレート識別コードを出力 
 Flex 編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 ウィザード編集 新規・更新・新規（共有コピー） 
 プレビューPDF 出力 
 印刷用 PDF出力 
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15. 共有ドキュメントの解除 

管理者ユーザーで共有ドキュメント一覧画面を表示すると、ドキュメントの共有状態を解除す
ることができます。 
 

 
共有ドキュメント一覧 

 

15.1. この画面でできること 

共有ドキュメントの共有状態の解除 

  



Flex Client 

38 

15.2. ドキュメントの共有状態を解除する 

1） 共有ドキュメント一覧画面で共有を解除し
たいドキュメントのサムネイルの左上にあ
る「共有解除」バッチをクリックます。 

 
 
 
 
2） 確認ダイアログが表示されます。 
 
3） 「解除」ボタンをクリックすると、ドキュ

メントの共有状態が解除され、共有ドキュ
メント一覧から非表示となります。 

 
 
 
 「閉じる」ボタンをクリックすると、共有解除操作を中止して確認ダイアログを閉じます。 
 ドキュメント自体は削除されません。作成ユーザーのマイドキュメント一覧に残ります。 
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16. テンプレートの表示制御（Edition CMSでの設定） 

Edition CMSのタグ機能を使用してテンプレート一覧に表示するテンプレートを設定します。 
 
 テンプレート一覧に表示したいテンプレートには 

  folder/FlexClient 
タグを設定します。 
このタグが付いていないテンプレートは、テンプレート一覧に表示されません。 

 一時的にテンプレート一覧から非表示したいテンプレートには 
  _非表示 
タグを設定します。 

17. グループ情報・ユーザー情報差し込み用ラベル 

テンプレートに配置した文字パーツのラベルに、下記のラベルを設定しておくと、編集画面で
開いた時に、対応したグループ情報、ユーザー情報を差し込みします。 
 

ラベル名 差し込み値 

_グループ名 グループ情報のグループ名 

_郵便番号 グループ情報の郵便番号 

_住所 1 グループ情報の住所 1 

_住所 2 グループ情報の住所 2 

_電話番号 グループ情報の電話番号 

_FAX番号 グループ情報の FAX番号 

_URL グループ情報の URL 

_Gメールアドレス グループ情報のメールアドレス 

_ユーザー名 ログインユーザーのユーザー名 

_メールアドレス ログインユーザーのメールアドレス 
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