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プラグインのご利用について 

 

汎用データベースプラグイン（以下、本プラグインと記載）は、株式会社アドヴァンス（以

下、当社と記載）が、アンケートにお答えいただいた方にプレゼントするグループウェア

「アイポ」用のプラグインソフトウェアです。 

 

本プラグインは、当社からメール送付されることで使用することができます。 

本プラグインの詳細、使用方法については、当社から送付されたマニュアル等を参照下さ

い。 

 

なお、本プラグインは、以下の事項を確認し、同意いただいたうえでご利用下さい。 

 

■免責事項 

・本プラグインのご利用については、利用者自身の責任において行われるものとします。 

・本プラグインの利用をもって、本免責事項に同意いただいたものとみなします。 

・当社は、利用者に対し、本プラグインにおいて提供するすべての情報について、その正

確性、有用性、最新性、適切性等、その内容について何ら法的保証をするものではありま

せん。 

・当社は、本プラグインを使用することによって生じた、いかなる損害（有形無形に関わ

りなく）に対して責任を負いません。 

・本プラグインの内容・情報等は、予告なく変更されることがあります。 

・本規定は、予告なく内容を変更させて頂く場合があります。 

 

■著作権 

・当社プラグインの著作権は、当社が保有しており、著作権法により保護されています。 

・本プラグインの内容を無断で転載・複写・転送等をする事を禁止します。 

・本プラグインに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、

逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。 
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� 概要 

Aipo 汎用データベースプラグインの操作マニュアルです。汎用データベースでは任意の項

目を定義できるデータベースを作成できますので色々な用途で利用できます。このマニュ

アルでは汎用データベースのデータの閲覧・編集、汎用データベースの定義・区分マスタ

の管理の操作方法を記載します。 

� アプリの追加 

マイページタブ右側の歯車をクリックして追加アプリの設定画面を表示します。追加アプ

リの設定画面で「汎用データベース」を追加することでこのプラグインが利用できます。 

  



� データの閲覧、追加／編集／削除 

登録された汎用データベースのデータを閲覧、編集します。 

1. 標準画面 

アプリを追加すると汎用データベースの標準画面が表示されます。登録された汎用データ

ベース名が表示され、括弧内には登録されたデータ件数が表示されます。「汎用データベー

ス」のタイトル部分か、汎用データベース名のリンクをクリックすると、データ一覧画面

に移動します。 

2. 一覧画面の表示 

汎用データベースのデータを一覧表示します。左側に登録された汎用データベース名リス

トが表示されます。左側の汎用データベースを選択すると右側に選択したデータベースの

データが一覧表示されます。 

 

3. データの追加 

データ一覧画面で「データを追加する」ボタンを押下すると「データ追加画面」が表示さ

れます。「追加する」ボタンでデータが追加されます。各項目についてはシステム管理の項

目定義管理機能で設定します。「  



項目定義管理機能」参照 

 

4. データの編集 

データ一覧画面でタイトル項目のリンクをクリックするとデータ詳細画面が表示されます。

表示された詳細画面の「編集する」ボタンで編集画面が表示されます。 

 

5. データの削除 

データ一覧画面でタイトル項目のリンクをクリックするとデータ詳細画面が表示されます。

表示された詳細画面の「削除する」ボタンでデータが削除されます。 



 

  



� 汎用データベース管理機能 

汎用データベースを管理します。 

1. 一覧画面の表示 

汎用データベースを一覧表示します。汎用データベース一覧画面左の「データベースの管

理」リンクより表示します。登録された汎用データベースが一覧表示されます。右上の「区

分」のボタンを選択することで区分管理画面へ移動します。一覧各行の「項目定義」ボタ

ンより項目定義一覧画面へ移動します。 

 

2. 汎用データベースの追加 

汎用データベースの一覧画面で「汎用データベースを追加する」ボタンを押下すると「汎

用データベース追加画面」が表示されます。「追加する」ボタンで汎用データベースが追加

されます。 



各入力項目については以下の通りです。 

3. 汎用データベースの編集 

汎用データベースの一覧画面で汎用データベース名のリンクをクリックすると汎用データ

ベース詳細画面が表示されます。表示された詳細画面の「編集する」ボタンで編集画面が

表示されます。 

 

4. 汎用データベースの削除 

汎用データベースの一覧画面で汎用データベース名のリンクをクリックすると汎用データ

ベース詳細画面が表示されます。表示された詳細画面の「削除する」ボタンで汎用データ

ベースが削除されます。 

項目名 説明 

汎用データベース名 汎用データベースの名前です。 

メール配信 チェックを入れて登録すると、データの作成時にデータベー

ス作成者へ通知メールが送信されます。 

※システム管理メニューの基本情報でメールアカウントを設

定しておく必要があります。 



 

  



� 項目定義管理機能 

作成した汎用データベースの項目設定を行います。汎用データベースを新規で追加した際

にはデフォルトでタイトルの１項目が作成されます。 

1. 一覧画面の表示 

汎用データベースの一覧画面で「項目定義」ボタンを押下すると対象のデータベースの項

目定義一覧画面が表示されます。右上の「汎用データベース一覧に戻る」ボタンで汎用デ

ータベース一覧画面に移動します。 

 

2. 項目定義の追加 

項目定義の一覧画面で「項目定義を追加する」ボタンを押下すると項目定義追加画面が表

示されます。「追加する」ボタンで項目定義が追加されます。 



各入力項目については以下の通りです。 

項目名 説明 

項目名 項目名を表示します。 

「タイトルにする」チェックボックスにチェックすることでタイトル

項目にできます。タイトルはデータ表示時に詳細画面へのリンクが設

定されます。タイトル項目に指定できるのは 1 汎用データベースに

つき 1項目のみです。 

入力形式 データ登録時の入力形式を選択します。入力形式は以下があります。 

テキスト : テキストの入力フィールド。 

テキスト

エリア 

: テキストの入力フィールド。複数行の入力が可能で

す。 

リンク : URLを指定します。データ表示時はリンクが設定さ

れます。 

選択式

（択一） 

: セレクトボックスのフィールド。選択肢は区分マス

タの値を使用します。 

選択式

（複数） 

: セレクトボックスのフィールド。選択肢は区分マス

タの値を使用します。複数の値を選択できます。 

ファイル : ファイルをアップロードします。データ表示時はフ

ァイルへのリンクが設定されます。 

画像 : 画像ファイルをアップロードできます。データ表示

時は画像が表示されます。 

自動採番 : データごとに番号が振られます。データごとに１ず

つ数値が増えます。データ登録時に自動で登録され

ます。 

メール : メールアドレスを指定します。データ表示時はリン

ク付きで表示されます。 

日付 : カレンダーから日付を選択できます。 

登録者 : データ登録時に自動で登録されます。 

更新者 : データ更新時に自動で登録されます。 

登録日時 : データ登録時に自動で登録されます。 

更新日時 : データ更新時に自動で登録されます。 
 

区分マスタ 選択式項目の場合の選択肢となる値を指定します。あらかじめ区分マ

スタにデータを登録しておく必要があります。 

「区分管理機能」参照 

表示行数 選択式（複数）の場合に表示する行数です。 

表示サイズ（横） 入力フォームの幅を指定します。 

表示サイズ（縦） 入力フォームの高さを指定します。 



3. 項目定義の編集 

項目定義の一覧画面で項目名のリンクをクリックすると項目定義詳細画面が表示されます。

表示された詳細画面の「編集する」ボタンで編集画面が表示されます。 

 

4. 項目定義の削除 

項目定義の一覧画面で項目名のリンクをクリックすると項目定義詳細画面が表示されます。

表示された詳細画面の「削除する」ボタンで項目定義が削除されます。 

必須 必須項目にします。 

画面表示 一覧画面／詳細画面のデータの表示／非表示を設定します。 

デフォルトソート 一覧画面でのデフォルトのソート順を指定します。1汎用データベー

スにつき 1 項目を指定できます。指定しない場合は最後に更新した

ものが上に表示されます。 



� 区分管理機能 

選択形式の項目で使用する区分をマスタ管理します。 

5. 一覧画面の表示 

汎用データベース一覧画面の右上部の「区分」ボタンから区分一覧画面へ移動できます。「区

分を追加する」ボタン下のセレクトボックスで区分を選択すると「区分の順番を変更する」

ボタンが表示され、区分の表示順が変更できるようになります。 

 

6. 区分の追加 

区分の一覧画面で「区分を追加する」ボタンを押下すると区分追加画面が表示されます。「追

加する」ボタンで区分が追加されます。 



各項目については以下の通りです。 

7. 区分の編集 

区分の一覧画面で項目名のリンクをクリックすると区分詳細画面が表示されます。表示さ

れた詳細画面の「編集する」ボタンで区分編集画面が表示されます。 

 

8. 区分の削除 

区分の一覧画面で項目名のリンクをクリックすると区分詳細画面が表示されます。表示さ

れた詳細画面の「削除する」ボタンで区分が削除されます。 

項目名 説明 

区分 区分マスタを選択します。「新しく入力する」ボタンで登録されてい

ない区分を入力できるフォームを表示します。 

区分値 区分値を設定します。 


