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 はじめに 

本資料では、【掲示板】、【文書管理】をご利用頂く際に必要な管理者設定をご案内致します。 

 

 語句の表現について 

本資料では、語句を以下のように表現します。 

表現 意味 例 

 

 

選択箇所 画面内で選択箇所を表現します。 

 

 

入力箇所 画面内で入力箇所を表現します。 

 ＞ 操作の順番 設定 ＞ 管理 ＞ ユーザの管理 ＞ ユーザ 

【 】 機能の名前 【スケジュール】、【掲示板】、【申請承認】 

《 》 オブジェクトの名前 《取引先》、《ArgusGW 3 申請情報》 

「 」 項目の名前 「項目名」、「日時」、「上司」 

『 』 設定／入力値 『✓あり』、『✓なし』 

〔 〕 ボタン、リンクの名前 〔保存〕、〔次へ〕、〔新規登録〕 
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 機能の概要 

ArgusGW の【掲示板】、【文書管理】機能の概要をご案内致します。 

また、当社 HP にはその他の機能に関しても概要を記載しているため、そちらもぜひご確認ください。 

 

当社 HP 〔株式会社レッティ Argus | 主な特徴〕  

 

 各機能の概要・できること 

ArgusGW の【掲示板】、【文書管理】機能の概要およびできることは以下の通りです。 

アプリケーション 機能概要 できること 

【掲示板】 通達事項やお知らせを全社員や特定の部門

（公開グループ）向けに掲載する事ができ

る機能です。 

フォロー機能で記事に対して質問や補足を

することが簡単にできるため、社内間のコ

ミュニケーションツールとして大変便利で

す。 

記事には必読設定と閲覧状況確認設定を施

せるため、情報ギャップを回避することが

出来ます。 

➢ カスタム項目の作成 

➢ 閲覧状況別の表示切替 

➢ 公開グループ単位での参照／作成権限の

設定 

➢ 記事に対する必読設定 

➢ 記事に対する閲覧状況の確認 

➢ 投稿・編集時のメール通知機能 

➢ フォロー機能 

➢ モバイル利用（Salesforce モバイル専用

アプリケーション） 

【文書管理】 就業規則や社内規定、契約書などのドキュ

メントを掲載、保管する事ができる機能で

す。 

ファイルサイズの一覧を表示することや、

添付ファイルのバージョン管理もできるた

め、更新の履歴も簡単に確認することが出

来ます。 

➢ カスタム項目の作成 

➢ 閲覧状況別の表示切替 

➢ 公開グループ単位での参照／作成権限の

設定 

➢ 文書に対する必読設定 

➢ 文書に対する閲覧状況の確認 

➢ 投稿・編集時のメール通知機能 

➢ 添付ファイルサイズの降順表示 

➢ モバイル利用（Salesforce モバイル専用

アプリケーション） 

 

  

https://letty.co.jp/argus/feature/
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 各機能の違い 

ArgusGW の【掲示板】、【文書管理】機能の違いは以下の通りです。 

（●：利用可能、―：利用不可） 

機能 掲示板 文書管理 

他人が作成した記事・文書の編集 ― ● 

項目の追加 ● ● 

閲覧状況の確認 ● ● 

メール通知 ● ● 

モバイル利用 ● ● 

フォロー機能 ● ― 

添付ファイルのバージョン管理 ● ● 

一覧画面での添付ファイル名の表示 ― ● 

ファイルサイズのリスト表示 ― ● 

 

 

 Point 

➢ 【掲示板】ではフォロー機能が実装されているため、社員間のコミュニケーションツールとしてご利

用いただくと便利です。 

➢ 【文書管理】では一覧画面でのファイル名の確認ができ、ファイルサイズの確認も簡単にできるた

め、社内でのファイル管理ツールとしてご利用いただくと便利です。 

➢ 他人が作成した記事・文書の編集可否は設定状況により異なります。詳細は後述の〔他人が作成した

記事・文書に対する操作について〕をご確認ください。 
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 設定の流れ 

ArgusGW の運用を開始頂く際に管理者の方に実施して頂く設定の流れは以下の通りです。 

# アプリケーション 説明 準備して頂く事 

1 Salesforce 

 

オブジェクトのセキュリティ設定をします。 ※ 詳細な設定方法は別紙

〔ArgusGW インストールガ

イド〕をご確認ください。 

2 Salesforce 

 

ArgusGW の管理者メニュー ＞ 

Salesforce 画面側の設定 より以下の情報を

設定します。 

➢ 公開グループの設定 

※ 詳細な設定方法は別紙

〔ArgusGW 設定ガイド ― 

管理者メニュー ―〕をご確

認ください。 

3 Salesforce 

 

【掲示板】、【文書管理】に必要な項目を追加

します。 

ArgusGW で追加されている項目以

外に必要な項目を予めリストアップ

して頂くと設定がスムーズです。 

4 ArgusGW  

 

ArgusGW の管理者メニュー ＞ 【掲示

板】、【文書管理】を設定します。 

➢ 機能設定 

➢ デフォルト設定 

➢ 親フォルダの設定 

フォルダの構造をどのようにされる

か予め決めて頂くと設定がスムーズ

です。 

5 ArgusGW  

 

ArgusGW のユーザメニューより以下の情報

を設定します。 

➢ トップページ 

ユーザ毎に設定出来る項目を予めア

ナウンスして頂くと使い勝手が向上

します。 

 

 

https://letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_InstallGuide_ArgusGW.pdf
https://letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_InstallGuide_ArgusGW.pdf
https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_AdminMenu.pdf
https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_AdminMenu.pdf
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 セキュリティの設定 

【掲示板】、【文書管理】機能をご利用頂く際は、本機能で使用するオブジェクトに対してセキュリティ設

定が必要です。 

以下の ArgusGW 固有のオブジェクトに対して、「階層を使用したアクセス許可」の『✓』が外れている

ことを確認します。 

 

対象オブジェクト ➢ Argus2 掲示板情報 

➢ Argus2 文書管理情報 

 

■Salesforce 共有設定 画面 

 
 

※ 詳細な設定方法は別紙〔ArgusGW インストールガイド〕の「インストール後の設定」をご確認ください。 

 

  

https://letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_InstallGuide_ArgusGW.pdf
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 カスタム項目の追加 

【掲示板】、【文書管理】では、Salesforce で用意された項目と、ArgusGW で用意している項目があり

ます。この他にお客様で必要な項目がある場合は Salesforce の画面より任意で追加することができま

す。 

 

 カスタム項目の作成 

お客様が任意で追加されるカスタム項目は、Salesforce の画面から作成して頂く必要がございます。 

 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

 

 カスタム項目の作成手順 

【掲示板】、【文書管理】のカスタム項目は、以下の画面より追加が可能です。 

対象オブジェクト Argus2 掲示板情報、Argus2 文書管理情報 

 

1） Salesforce 設定画面を開きます。 

2） 対象オブジェクトを表示します。 

➢ Lightning のお客様 …オブジェクトマネージャから、クイック検索に『掲示板』と入力し、《Argus2 掲示

板情報》を表示して「項目とリレーション」に移動します。 

➢ Classic のお客様 …クイック検索に『オブジェクト』と入力し、リンクを押下します。表示されたオブジ

ェクトの一覧から《Argus2 掲示板情報》を表示し、「カスタム項目&リレーション」に移動します。 

 

■Salesforce オブジェクトマネージャ 画面（Lightning 表示） 
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3） 〔項目とリレーション〕を選択し、〔新規〕ボタンより、カスタム項目を作成します。 

 

 

4） 作成したいカスタム項目の「データ型」を選択し、〔次へ〕ボタンで進みます。 
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Salesforce で作成可能な項目のうち、ArgusGW の【掲示板】、【文書管理】で対応している項目は以下

の通りです。 

データ型 説明 

数式 定義した数式から値を抽出する参照のみの項目。 

【設定例】 《取引先責任者》に設定されている「メールアドレス」を表示する。 

参照関係 このオブジェクトと別のオブジェクトをリンクするリレーションを作成する。 

URL 有効な Web サイトアドレスを 255 文字まで入力できます 

チェックボックス True (チェック) また False (チェックなし) の値を入力できます。 

テキスト 文字、数字、または記号を任意の組み合わせで入力できます。最大文字数を 255 文字

までに設定できます。 

テキストエリア 複数行にわたって、255 文字まで入力できます。 

パーセント 「10」などのパーセントを表す数値を入力できます。 

メール メールアドレスを入力できます。 

数値 数値を入力できます。先頭の 0 は削除されます。 

選択リスト あらかじめ定義されたリストから 1 つの値を選択できます。 

【設定例】 投稿する際に「重要度」を選択する。 

選択リスト（複数選択） ユーザ定義の選択リストから複数の値を選択することができます。これらの項目で

は、各値がセミコロンで区切られます。 

通貨 ドルまたはその他の通貨で金額を入力でき、自動的に通貨形式の金額にします。 

電話 任意の電話番号を入力できます。最大 40 文字です。 

日付 日付を直接入力することも、ポップアップのカレンダーから選択することもできま

す。 

日付／時間 日付/時間を直接入力することも、ポップアップのカレンダーから選択することもでき

ます。 

 

 

注意事項（必ずお読みください） 

「数値」および「通貨」データ型について 

Salesforce の設定画面では最大桁数が整数部と小数部を足して 18 桁となっていますが、整数部を 16

桁以上にすると正常にデータを扱えない事象が報告されているため、整数部の最大桁数は 15 桁として

ください。この動作は Salesforce の内部的な特徴となります。 
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5） 「項目の表示ラベル」、「項目名」および必要事項を入力し、〔次へ〕ボタンで進みます。 

 
 

項目 内容 

項目の表示ラベル 画面上に表示される項目の名称を入力します。 

※ 表示ラベルがそのオブジェクトで一意であるようにしてください。 

項目名 システム上で利用される項目の名称を入力します。 

※ 項目名がそのオブジェクトで一意であるようにしてください。 

説明 この項目の用途、メモなどを入力します。 

ヘルプテキスト この項目の用途や機能を入力すると、この項目が表示される Salesforce 標準画面および

ArgusGW の詳細・編集ページで項目をマウスオーバーする事で入力内容を表示すること

が出来ます。 

※ 255 文字まで入力する事が出来ます。 

必須項目 この項目を必須入力にする場合にチェック『✓』を入れます。 

※ 必須設定は Salesforce では行わず、ArgusGW の親/子フォルダのフォーマット設

定画面にて設定してください。 

デフォルト値 新規入力時のデフォルト（初期）値を設定します。 

子リレーション 親からみた子の関係の名称を入力します。 

※ 項目名が参照先オブジェクトで一意であるようにしてください。 
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重要（必ずお読みください） 

カスタム項目作成時の「項目名」について 

ArgusGW のパッケージで作成される項目の「項目名」は必ず『argusGW__』で始まります。 

一つのオブジェクト内で『argusGW__』を除いた項目名とお客様が作成された項目名が一致する場

合、ArgusGW ではパッケージで作成された項目のみを表示します。 

 

 【 例 】 一つのオブジェクト内で以下、ａ、ｂのように登録されている場合 

   ａ． 項目の表示ラベル：種別     項目名：argusGW__Category 

ｂ． 項目の表示ラベル：カテゴリー  項目名：Category 

→ArgusGW には ａの “ 種別 ” のみが表示されます。 

 

 

 Point 

➢ 「項目名」の重複を防ぐため、カスタム項目を追加される際は予めお客様独自の命名規則を決めて名

称を設定してください。 

【 例 】 

   項目名： 「U_Date」など、先頭に「U_」を付加する 

 

必ず、「項目名」は同一オブジェクト内で一意であるように設定してください。 

「項目名」について、一度登録された後で変更をされると対象機能の詳細・編集画面で表示されなく

なります。変更後は、管理者メニューより再度設定をして頂く必要がございますのでご注意くださ

い。 
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6） 作成する項目の権限をプロファイル単位で設定します。 

➢ 参照可能 … 該当項目の “参照” および “編集” が可能になります。 

➢ 参照のみ … 該当項目の “参照”のみ が可能になります。 

 
 

7） Salesforce 標準画面を利用する際にどのレイアウトに表示させるかを選択し、〔保存〕または〔保存

&新規〕ボタンを押下してください。 
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8） データ型で「参照関係」を選択・設定する場合のみ、カスタム関連リストの設定が可能です。「関連

先」として選択したオブジェクトの詳細画面にて【掲示板】の情報を表示するか否かを設定します。 

 
 

 

 Point 

➢ 関連リストの表示ラベルの初期値は《オブジェクト名》です。必要に応じてお客様のわかりやすい名

前にご変更ください。 

➢ 「関連リストの追加」にチェックを入れて「関連リストを、ユーザの既存のカスタマイズ設定に追加

する」にチェックを入れて頂くと、既存ページにこのリストが追加されます。 

 

 

 項目のカスタマイズに関する参考 URL 

Salesforce のヘルプサイトに公開されている、項目の追加に関する参考情報です。 

参考リンク 

 

➢ 項目のカスタマイズ 

➢ カスタム項目 

➢ カスタム項目の作成 

➢ カスタム項目のデータ型 

➢ Lightning Experience における数値型項目を利用する際の制限について 

 

 

https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_customfields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/articleView?id=custom_field_types.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000353122&type=1
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 管理者メニュー ＞ 【掲示板】・【文書管理】 

【掲示板】または【文書管理】を運用する為に必要な設定をします。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 機能設定 

 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

※ 【掲示板】の場合は「記事」、【文書管理】の場合は「文書」として画面上に表示され、本誌でも同様に表記して

います。 

 

■管理者メニュー ＞ 【掲示板】画面 

 
 

項目 説明 準備して頂く事 

機能設定 【掲示板】を運用する際の機能を設定し

ます。 

どの機能を利用するか、予め決めておい

て頂くと設定がスムーズです。 

デフォルト設定 記事を登録する際のデフォルト（初期）

値を設定します。 

 

親フォルダの設定 記事を登録する際のフォルダのアクセス

権や、入力画面のフォーマット、利用す

る項目等を設定します。 

ArgusGW で用意されている項目の他に

どのような項目が必要かをリストアップ

して頂くと設定がスムーズです。 

※ 項目を追加したい場合は前述の

〔カスタム項目の追加〕をご確認

ください。 

記事の管理 登録されている記事のフォルダ移動や削

除、削除された記事の復元を設定しま

す。 

 

削除機能 新着情報に表示されている新着情報を一

括削除する機能です。 
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 機能設定 

機能設定にて設定可能な項目は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 機能設定 

 

※ 設定を変更された際は他の設定画面へ遷移する前に必ず画面上下にある〔保存〕ボタンを押下してください。 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

 

■管理者メニュー ＞ 【掲示板】画面 

 
 

項目 初期値 説明 

1 件の記事に対して添付可能なファ

イル数 

5 記事を登録・編集する際の添付可能なファイル数（0～

100）を設定します。 

1 件の記事に対して利用可能なフォ

ロー数 (※1) 

200 記事にフォローを登録する際の追加可能なフォロー数（0～

1,000）を設定します。 

1 件のフォローに対して添付可能な

ファイル数 (※1) 

1 記事にフォローを登録・編集する際の添付可能なファイル数

（0～20）を設定します。 

差出人・閲覧者へのメール通知機能

(登録/更新) を利用する 

『✓』あり 『✓』ありの場合、記事の詳細画面の〔保存＆通知〕ボタン

を表示します。 

※ 登録、更新際に「差出人」「閲覧者」へメール送信す

る機能です。 

メール本文のタイトルにレコードの

URL リンクを設定する 

『✓』あり 『✓』ありの場合、通知されたメール本文のタイトルに、該

当のレコードのハイパーリンクを設定します。メール通知機

能が有効な場合のみ設定が可能です。 

※ メール本文から ArgusGW【掲示板】の該当レコード

画面に遷移する機能です。 

※1 フォロー機能は【掲示板】のみ利用可能のため、【文書管理】の機能設定画面には表示されません。 
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 Point 

➢ 機能設定の各機能の利用を迷われる場合は、初めは利用せず段階的にリリースされることをお勧めし

ます。 

➢ ファイル数やフォロー数を設定した状態でレコードを登録した後にファイル数・フォロー数を変更さ

れた場合、過去に登録されたデータには影響しません。 

➢ ファイルやフォローの数を増やすと、データ量の制限に掛かりやすくなるため初期値でのご利用をお

勧めします。 
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 デフォルト設定 

デフォルト設定にて設定可能な項目は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ デフォルト設定 

 

※ 設定を変更された際は他の設定画面へ遷移する前に必ず画面上下にある〔保存〕ボタンを押下してください。 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

 

■管理者メニュー ＞ 【掲示板】画面 
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項目 初期値 説明 

フォルダツリーの初期表示

時展開階層数 

2 【掲示板】 ＞ 一覧画面 にてフォルダを選択する際に予め展開

（開く）するフォルダの階層（1～5）を設定します。 

記事の新規作成 ＞ フォ

ロー機能 > 『記事に対

するフォローを許可する』 

に✓を入れる (※1) 

『✓』あり 『✓』がある場合、【掲示板】の新規作成の際、『記事に対するフォロ

ーを許可する』 に『✓』が入った状態となり、記事に対してのフォ

ローが許可されます。 

記事の新規作成 ＞ 掲載

期間 > 『設定あり』 

を選択状態にする 

『✓』なし 『✓』がある場合、【掲示板】の新規作成の際、掲載期間が『設定あ

り』 の状態となり、新規作成時から数えて掲載終了日（0～999）

を設定します。 

記事の新規作成 ＞ 記事

の閲覧・必読設定 > 未

選択状態にする（掲載フォ

ルダと同じ権限グループを

選択状態にしない。） 

『✓』なし 『✓』がある場合、【掲示板】の新規作成の際、記事の閲覧・必読権

限が未選択状態となります。 

※ 記事の閲覧・必読権限をデフォルトで掲載フォルダと同じに設

定したい場合は、『✓』なしの状態にします。 

フォローの追加 ＞ フォ

ローの通知 > 『全員に

通知する』 に✓を入れる 

(※1) 

『✓』あり 

全て 

全て フォローを追加する際に『全員に通知する』 

に『✓』が入った状態となります。 

ログインユーザが 

差出人の場合のみ 

ログインユーザが差出人の記事にフォローを

追加する場合のみ、『全員に通知する』 に

『✓』が入った状態となります。 

※1 フォロー機能は【掲示板】のみ利用可能のため、【文書管理】のデフォルト設定画面には表示されま

せん。 

 

 

 Point 

➢ ここで設定する値は、ユーザが【掲示板】、【文書管理】の新規登録画面を開いた際のデフォルト（初

期）値です。ユーザが登録する際には値の変更が可能です。 

➢ フォロー機能に関する設定は【掲示板】のみで設定することが可能です。 
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 親フォルダの設定 

【掲示板】、【文書管理】機能では、フォルダ毎に記事のフォーマットや、アクセス権の設定をします。 

「フォルダの設定」では、ユーザが記事を登録する際に利用する入力画面のフォーマットや、そのアクセ

ス権を設定します。 

 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

 

 親フォルダの設定（一覧表示） 

「親フォルダの設定」は以下の画面より設定します。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 親フォルダの設定 

 

■管理者メニュー ＞ 【掲示板】画面 

 
 

■管理者メニュー ＞ 【掲示板】 ＞ 親フォルダの設定画面 
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■操作ボタン 

操作ボタン 内容 

新規登録 フォルダの新規登録画面へ遷移します。 

コピーして新規 フォルダをコピーして新規作成します。 

順序確定 フォルダの表示順を確定します。 

戻る 一つ前の画面に戻ります。 

 

フォルダの表示順を変更したい場合に該当フォルダ左側の『✓』を入れてボタンを

押下し、任意の位置に移動します。 

 

■一覧に表示される項目 

項目 説明 

フォルダ名 登録したフォルダ名が表示されます。 

説明 設定したフォルダの説明が表示されます。 

フォーマット “デフォルト設定”と表示されているフォルダは、フォーマットの設定が初期設定状

態であり、空白の場合は個別のフォーマットが設定されています。 

〔フォーマットの設定〕 フォーマットの設定画面へ遷移します。 

フォーマットの設定画面では表示する項目、項目の必須化、メール通知の有無、ヘ

ルプテキストを設定します。 

〔フォルダの設定〕 フォルダの編集画面へ遷移します。 

フォルダの編集画面ではフォルダ名、説明、掲載期間、権限、フォルダの管理グル

ープを設定します。 

 

 

 Point 

➢ フォルダは階層構造の設定が可能で、親フォルダを含めて 5 階層まで作成する事が出来ます。 

➢ 子フォルダは、【掲示板】、【文書管理】機能の一覧画面より作成する事が出来ます。 
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 フォルダの新規作成・フォルダの設定 

親フォルダは以下の画面より設定します。 

対象画面 【新規作成】 

ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 親フォルダの設定 

 ＞ 〔新規登録〕 

【編集・削除】 

ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 親フォルダの設定 

 ＞ 〔フォルダの設定〕 

 

■フォルダの設定画面 

 
 

1) 以下の説明に沿って必要事項を入力します。 

項目 内容 

フォルダ名 フォルダの名前を入力します。 

説明 フォルダの説明・メモを入力します。 

※ 現状、この情報は管理者メニュー以外に表示されている場所はございません。 

掲載期間 フォルダに掲載期間を設定する場合は入力します。 

Chatter 機能 Chatter 機能を利用するかを設定します。 

※ 機能の Chatter 連携が設定されている場合のみ表示されます。 

記事の権限設定 フォルダの参照権限を設定します。 

※ 登録・更新権限のないユーザは記事を登録する事が出来ません。 

フォルダの 

管理グループの設定 

フォルダの管理グループを設定します。 

ここで設定されたグループのユーザは「子フォルダの設定」を利用する事が出来ます。 

 

2) 〔保存〕ボタンを押下します。 
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 Point 

➢ 「フォルダ名」について、フォルダを階層構造とされる場合は親フォルダの名前はカテゴリーや分類

で命名して頂く事をお勧めします。 
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 フォーマットの設定 

「フォーマットの設定」は以下の画面より設定します。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 親フォルダの設定 

 ＞ 〔フォーマットの設定〕 

 

■フォーマットの設定 画面 

 
 

1) 左側に Salesforce で追加された項目が表示されます。記事に表示する項目を右側の一覧に移動しま

す。 

ボタン 内容 

→ 選択 詳細画面に項目を挿入します。 

← 削除 詳細画面から項目を削除します。 

※ 「※」がついた項目は Argus の固定項目のため削除する事はできません。 

→ 空白行 詳細画面に空白行を挿入します。 

→ 境界線行 詳細画面に境界線を挿入します。 

 

  

1 

2 
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2) 記事の詳細画面でどのように表示するかを設定します。 

項目 内容 

チェックボックス 項目の選択／削除や並び替えをする場合は、該当項目に『✓』を入れて操作ボタンを押下

します。 

※ 「※」がついた項目は Argus 固定の必須項目のため削除する事はできません。 

必須 記事を入力する際の必須項目とする場合はチェック『✓』を入れます。 

メール通知 記事を入力際に〔保存&通知〕ボタンを押下した際に、メール本文に記載したい項目には

チェック『✓』を入れます。 

※ 選択できるデータ型はテキスト、テキストエリア、ロングテキストエリア項目のみ

です。 

ヘルプテキスト 記事を入力する際の補足情報を設定する事が出来ます。 

※ Salesforce で項目を作成した際の「ヘルプテキスト」と、「フォーマットの設定」

と両方に入力された場合はこちらの入力内容が優先されます。 

 

3) 〔保存〕ボタンを押下します。 

 

 

 Point 

➢ 「ヘルプテキスト」について、どのフォーマットにも該当する項目は Salesforce 側で設定して頂き、

フォルダによって入力内容が異なる場合は Argus で設定して頂くと効率的です。 

➢ 「必須項目」について、Salesforce 側で設定された場合は、ArgusGW【掲示板】、【文書管理】での表

示・非表示を問わず全ての記事で入力しなければエラーとなります。このため、該当項目を非表示と

している記事・文書の登録が出来なくなります。「必須項目」は、Salesforce 側では設定せず

ArgusGW の「フォーマットの設定」にてそれぞれ設定をしてください。 
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 記事の管理 

【掲示板】、【文書管理】機能ではフォルダの中に記事を登録し、作成した記事を削除することもできま

す。「記事の管理」では記事のフォルダ移動や削除されている記事の復元を設定します。 

 

「記事の管理」は以下の画面より設定します。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 〔記事の管理〕 

 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

 

■管理者メニュー ＞ 【掲示板】画面 
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■管理者メニュー ＞ 【掲示板】 ＞ 記事の管理画面 

 
 

# 項目/操作 内容 

1 New アイコン 最新 50 件（最終更新日時降順）を表示します。 

ALL アイコン すべての記事を表示します。 

ごみ箱アイコン 削除済みの記事を表示します。 

フォルダツリー 選択したフォルダの記事を表示します。 

2 虫眼鏡アイコン 移動先のフォルダを選択します。 

〔移動する〕 『✓』を入れた記事を選択したフォルダに移動します。 

※ 先に虫眼鏡アイコンを押下して、移動先のフォルダを選択する必要がござい

ます。 

〔削除する〕 『✓』を入れた記事を削除します。 

※ 【掲示板】画面から実施する削除と同様の機能です。 

〔復活する〕 『✓』を入れた記事を復元します。 

※ ごみ箱アイコンを押下して削除済みの記事を表示することで操作することが

できます。 

※ 必読設定とお気に入り設定は復元されません。 

3 記事一覧 管理する記事を『✓』を入れて選択します。 

 

 

 Point 

➢ 記事をフォルダ移動した際、移動先のフォルダにアクセス権がないユーザは記事を参照できないためご

注意ください。詳細は後述の〔フォルダと記事・文書のアクセス権についての注意点〕をご確認くださ

い。 

➢ 記事の管理で削除した記事は画面上から「非表示」とする機能であり、レコード自体は削除されてい

ません。レコードを完全に削除したい場合は 「管理者メニュー ＞ 全体設定 ＞ 不要データの

恒久削除」を実行してください。 

※ 不要データの恒久削除については別紙〔ArgusGW 設定ガイド ― 管理者メニュー ―〕をご確認ください。 

 

  

1 

2 

3 

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_AdminMenu.pdf
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 削除機能 

■管理者メニュー ＞ 【掲示板】画面 

 
 

更新日時が入力した日付よりも前の記事に対して、閲覧履歴情報を一括削除します。(閲覧履歴情報のな

い記事は全て既読扱いとなり、必読や既読、未読を利用しての絞り込み対象からは除外されます。) 

※ 記事を一括削除する機能ではございません。 

 

「削除機能」は以下の画面より設定します。 

対象画面 ArgusGW 管理者メニュー ＞ 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 削除機能 

 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

 

1) ArgusGW 管理者メニュー ＞ 掲示板 を開きます。 

2) 削除機能から日付を選択します。 

「掲示板 閲覧履歴の一括削除」の横のテキストエリアをクリックすると、カレンダーがポップアッ

プで表示されます。 

3) 〔削除〕を押下します。 

4) 削除実行の確認のダイアログで〔OK〕を押下します。 

 
 

5) 〔OK〕を押下します。 
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 Point 

➢ 削除機能は記事の閲覧履歴情報を削除する機能であり、記事を削除する機能ではございません。 

そのため、削除機能を実行しても記事が削除（参照できなくなる）ことはございません。 

➢ 閲覧履歴情報を削除する事で、ご利用中の Salesforce 組織の「データストレージ」を解放することが

できます。Salesforce 組織の「データストレージ」の使用量が上限に近づいた際は、削除機能のご利

用をご検討ください。 

 

 データストレージに関する参考 URL 

Salesforce のヘルプサイトに公開されている、データストレージ関する参考情報です。 

参考リンク 

 

➢ データストレージとファイルストレージの割り当て 

➢ データストレージ使用量の上限を超えた場合 

 

 

  

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.overview_storage.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000334051&type=1
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 【掲示板】・【文書管理】の子フォルダの設定 

フォルダは階層構造の設定が可能で、親フォルダを含めて最大 5 階層まで作成することが出来ます。フォ

ルダのアクセス権やフォーマットはフォルダ毎に作成することができます。 

 

 

 Point 

➢ 親フォルダは第 1 階層、子フォルダは 2 階層～5 階層まで作成が可能です。 

➢ 子フォルダを作成する際は、親となるフォルダを選択した状態で〔子フォルダの設定〕ボタンを押下

します。 

➢ フォルダの作成・設定に関する注意事項は後述の〔運用上の注意点〕をご確認ください。 
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 子フォルダの作成手順 

【掲示板】と【文書管理】の子フォルダの設定手順は以下の通りです。 

対象画面 ArgusGW 【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 一覧画面 ＞ 〔子フォルダの設定〕 

 

※ 以下では【掲示板】を例にご説明しますが、【文書管理】でも同様の手順で設定が可能です。 

 

1) ArgusGW【掲示板】 or 【文書管理】 ＞ 一覧画面を開きます。 

2) フォルダツリーの中で”子フォルダを作成したいフォルダ”を選択した状態で〔子フォルダの設定〕ボ

タンを押下します。 

 

■【掲示板】一覧画面 

 
 

3) 〔新規作成〕ボタンを押下します。 

 

■【掲示板】子フォルダの設定画面 
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■【掲示板】一覧画面 ＞ 子フォルダの設定 ＞ 〔新規作成〕画面 

 
 

4) 以下の説明に沿って必要事項を入力します。 

項目 内容 

上位フォルダ名 上位フォルダのフォルダ名を表示します。 

※ フォルダ名がラベルとして表示されるため、編集することはできません。 

フォルダ名 フォルダの名前を入力します。 

説明 フォルダの説明・メモを入力します。 

※ 現状、この情報は管理者メニュー以外に表示されている場所はございません。 

掲載期間 フォルダに掲載期間を設定する場合は入力します。 

Chatter 機能 Chatter 機能を利用するかを設定します。 

※ 機能の Chatter 連携が設定されている場合のみ表示されます。 

権限の継承 『✓』ありの場合 上位フォルダの権限を継承します。 

※ 権限設定の枠がグレーアウト（操作不可）になります。 

『✓』なしの場合 上位フォルダとは別のアクセス権を設定することができます。 

※ 権限設定の枠のグレーアウトが外れます。 

記事の権限設定 フォルダの参照権限を設定します。 

※ 登録・更新権限のないユーザは記事を登録する事が出来ません。 

フォルダの管理グル

ープの設定 

フォルダの管理グループを設定します。 

ここで設定されたグループのユーザは「子フォルダの作成」を利用する事が出来ます。 

 

5) 〔保存〕ボタンを押下します。 
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 運用上の注意点 

【掲示板】、【文書管理】機能を運用する上で注意して頂く点をご案内致します。 

 

 フォルダについての注意点 

フォルダの作成、削除に関する注意点は以下の通りです。 

 

 フォルダの作成について 

➢ フォルダは階層構造の設定が可能で、親フォルダを含めて 5 階層まで作成することができます。 

➢ 上位のフォルダにアクセス権がない公開グループを、下位のフォルダに対してアクセス権を設定すること

はできません。 

➢ 子フォルダは【掲示板】、【文書管理】の一覧画面より作成することができます。 

 

以下は、【掲示板】機能でフォルダを作成した例です。 

 
 

  

■フォルダの作成例 

➢ フォルダは 5 階層（フォルダ E）まで作成できま

す。 

➢ フォルダ C に対してアクセス権がない公開グルー

プを、フォルダ D、フォルダ E に設定することは

できません。 
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 フォルダの削除について 

上位のフォルダを削除した場合、下位のフォルダも削除されるため、フォルダの削除する際はご注意くだ

さい。 

 

以下は、【掲示板】機能でフォルダを作成した例です。 

 
 

 フォルダと記事・文書のアクセス権についての注意点 

フォルダのみでなく記事（文書）に対してもアクセス権が保存されています。 

運用を開始された後は、以下の点についてご注意ください。 

操作 説明 

フォルダの 

アクセス権を変更した場合 

〔親フォルダ（または子フォルダ）〕 の設定を更新した後に、 

当該記事を更新（保存）するまでは変更前のアクセス権を維持します。 

記事（文書）を 

別のフォルダに移動させた場合 

当該記事を更新（保存）するまでは変更前のアクセス権を維持します。 

 

  

■フォルダの作成例 

フォルダ C を削除した場合、 

フォルダ D とフォルダ E も削除されます。 



ArgusGW 設定ガイド 【掲示板】、【文書管理】 【Spring’22】 

 

35 / 38 Copyright © Letty Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 他人が作成した記事・文書に対する操作について 

【掲示板】と【文書管理】では以下の違いがございます。 

機能 操作 

掲示板 他人が作成した記事は更新（編集）することができません。 

文書管理 他人が作成した文書を更新（編集）することができます。 

※ 掲載先フォルダに対して登録・更新権限があり、文書に対して閲覧権限がある

ユーザに限る 

※ システム管理者の場合は、どちらの機能においても更新（編集）することができます。 

 

■フォルダの設定画面 

 
 

 ユーザ追加時の注意点 

【掲示板】、【文書管理】機能を運用後に新規作成したユーザで【掲示板】、【文書管理】機能を利用する場

合、ユーザに対して以下の作業を実行して頂く必要がございます。 

# アプリケーション 作業 説明 

1 Salesforce 

 

ArgusGW のライセンスの付与 ArgusGW をご利用いただくために必要なライセ

ンスを Salesforce のユーザに割り当てます。 

2 Salesforce 

 

公開グループに追加 ArgusGW では公開グループごとにアクセス権を

割り当てているため、最低でも 1 つ以上の《公開

グループ》にユーザを追加します。 

3 ArgusGW 
 

Argus 権限の有効化 ArgusGW の機能にアクセス権を付与するため、

管理者メニューから〔Argus 権限の有効化〕ボタ

ンを押下します。 

※ 詳細な設定方法は別紙〔ArgusGW 設定ガイド ― 管理者メニュー ―〕をご確認ください。 

 

  

https://www.letty.co.jp/SupportDocument/ArgusSetupGuide/ArgusGW_SetupGuide_AdminMenu.pdf
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 ユーザメニュー 

【掲示板】、【文書管理】の使い勝手を良くするため、ご利用の際に【ユーザメニュー】の設定をアナウン

スされることを推奨します。 

※ この画面の設定は、【ユーザメニュー】を開いた状態で画面右上の〔ヘルプ  〕ボタンを押下して頂くと

Web マニュアルを参照する事が可能です。（ユーザ ID／パスワードは必要ありません。） 

 トップページ 

ArgusGW の【トップページ】に表示する情報を設定します。 

対象画面 ArgusGW ユーザメニュー ＞ トップページ 

 

■ユーザメニュー ＞ トップページ画面 

 
 

項目 説明 

ポートレット表示件数の

設定 

【トップページ】にある各ポートレットの表示件数を設定します。 

【掲示板】、【文書管理】は、【新着情報】と【掲示板】、【文書管理】の 2 つのポートレ

ットに情報を表示する事が出来ます 

※ デフォルトは管理者メニューで設定されている内容が表示されます。 

ポートレットの配置設定 【トップページ】にある各ポートレットの画面配置を設定します。 

※ デフォルトは管理者メニューで設定されている内容が表示されます。 
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 本資料に関するお問合せ先 

本資料についてご不明な点等がございましたら Argus サポートデスクまでお問合せください。 

 

 

【お問合せ先】 

 

 Argus サポートデスク 宛て 

 メールアドレス ： support_Argus@letty.co.jp 

 受付時間  ： 10:00～17:00（土日、祝日、年末年始、夏季をのぞく） 

 

 ※受付時間外にご連絡を頂いた場合は翌営業日の受付とし、順次対応させて頂きます。 

 

 

mailto:support_Argus@letty.co.jp
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