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1.システムの概要 
～ PASPROの三大特徴：簡便、堅牢、そしてデータの扱い易さ ～ 
○プロジェクトサイトへのアクセスは、インターネットエクスプローラー（以下、ＩＥ）を介して行います

ので、お客様が使い慣れた環境で全ての操作を行うことができます。 

○プロジェクトサイトごとに、そのサイトを閲覧することができる認証用ユーザー名、パスワードの設

定などを行いますので、堅牢なセキュリティを実現しています。 

○お客様の重要なデータを、すべて SQL データベースで一元管理しています。 

このように、簡単な操作、堅牢なセキュリティ管理、データベースによる一元管理でデータの扱い

易さを実現する、という３大ポリシーで開発された画期的なプロジェクト管理用システムが、PASPRO で

す。 

 

～ その他の特徴 ～ 

○投稿掲示板、プロジェクト掲示板ではデータベースの機能を有しており、ソート順表示や検索絞

込み表示が行えます。 

○データの登録は投稿掲示板を介して行いますので、複雑な操作は必要ありません。 

○プロジェクトサイトに変更があった場合に、ご指定のメールアドレスにお知らせする、メール通知

機能を有していますので、頻繁なプロジェクトサイトの閲覧は必要ありません。 

○下図のように自由にツリー構造を構築することが可能ですので、お客様の組織形態に合わせた

プロジェクトサイトの構築が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト サイト サイト サイト サイト 

プロジェクト B プロジェクト C 
サイト＆ツリー構造 

ルート URL 

プロジェクト A 
サイト 

プロジェクト B１ プロジェクト B２ 
サイト 

ツリー構造 

サイト＆ツリー構造 
プロジェクトＣ１ 

サイト 
プロジェクトＣ２ 
ツリー構造 

閲覧者 閲覧者 閲覧者 
※ 閲覧者は、プロジェクトサイトごとの認証ユーザー名とパスワードを

知っていれば、どのサイトでも閲覧することが可能。 
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2.動作環境 
Microsoft Internet Explorer 5.5 以上のブラウザで動作します。 

 

2-1.クッキーの設定 （註．必須） 

・Internet Explorer 5.5 の場合 

(1) ［ツール］メニューから［インターネットオプション］を選択します。 

(2) ［セキュリティ］カテゴリを選択します。 

(3) ［レベルのカスタマイズ］ボタンをクリックします。 

(4) ［Cookie］項目の［コンピュータに保存されている Cookie の使用許可］のラジオボタンの中か

ら、［有効にする］を選択し、さらに、［セッションごとの Cookie の使用許可］のラジオボタンの

中から、［有効にする］を選択します。 

・Internet Explorer 6.0 の場合 

(1) ［ツール］メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

(2) ［プライバシー］カテゴリを選択します。 

(3) ［詳細設定］ボタンをクリックします。 

(4) ［自動クッキー処理を上書きする］にチェックを入れます。 

(5) ［常にセッションクッキー許可する]にチェックを入れます。 

 

2-2.Java スクリプト設定 （註．必須） 

・Internet Explorer 5.5 の場合 

(1) ［ツ―ル］メニューから、［インターネットオプション］を選択します。 

(2) ［インターネットオプション］画面で、［セキュリティ］タブをクリックします。 

(3) ［レベルのカスタマイズ］ボタンをクリックします。  

(4) ［スクリプト］項目の［アクティブスクリプト］で［有効にする］を選択します。 

・Internet Explorer 6.0 の場合 

(1) ［ツール］メニューから［インターネット オプション］を選択します。  

(2) ［セキュリティ］タブをクリックし、セキュリティ レベルを設定するゾーンをクリックします。 ［こ

のゾーンのセキュリティのレベル］で、[既定のレベル］をクリックしてゾーンに既定のセキュリ

ティ レベルを使用するか、[レベルのカスタマイズ］をクリックして目的の設定を選択します。  

(3) ［レベルのカスタマイズ］ボタンをクリックします。  

(4) ［スクリプト］項目の［Java アプレットのスクリプトの中から［有効にする］を選択します。  

(5) ［スクリプト］項目の［アクティブスクリプト］の中から［有効にする］を選択します。 
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2-3.オートコンプリート機能の設定 （註．任意） 

プロジェクトマネージャー起動時や、プロジェクトサイトアクセス時の、認証画面でのユーザー名

やパスワードなどを入力する際に、先頭の部分を入力するだけで自動的に全部の文字列が入力

されるように設定します。 

ただし、この設定をするとパスワードが自動的に入力されて、セキュリティに問題が生じる場合が

あります。他の人にパソコンを貸す場合は、[パスワードのクリア]ボタンをクリックしてパスワードの

履歴をクリアするなどの配慮を忘れないようにしてください。 

また、１台のパソコンを複数の人間が操作する可能性がある場合などには、オートコンプリートの

機能を無効にされておくことをお勧めします。 

 

(1) ［ツール］メニューを選択します。 

(2) ［インターネットオプション］をクリックします。 

(3) ［コンテンツ］タブをクリックします。 

(4) ［オートコンプリート］ボタンをクリックします。 

(5) ［フォームのユーザー名およびパスワード］と［パスワードを保存する確認をする］を選択しま

す。 

(6) 必要に応じてオートコンプリート履歴をクリアします。 

 

註．これらの設定を変更された場合は、設定を安定させるため、一度 IE を再起動されることをお勧めします。 

 

 

 

3.管理者と閲覧者 
本書では、プロジェクトサイトやツリー構造を管理する管理者と、構築したプロジェクトサイトを閲覧

する閲覧者の、それぞれの立場から観た場合に分け、操作方法の説明をします。 

また、本文中に出てくる記述責任者とは、データ投稿掲示板における投稿されたデータの取捨選

択や、不正投稿の管理などを行い、プロジェクトサイトの管理を行います。管理者本人を記述責任

者として設定することも、記述責任者の責を他の方に委託して設定することもできます。 
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4.管理者によるプロジェクトの管理 
 

4-1.プロジェクトマネージャーの起動 
ツリー構造のひとつ上の階層の管理者（以降、親管理者）から通知されたプロジェクトマネージ

ャーのURLに、ブラウザでアクセスします。（註．ルート URLの場合には、弊社から通知された御社専用の

プロジェクトマネージャーの URL に、ブラウザでアクセスします。） 

 

上位管理者より通知されたメールアドレ

ス、パスワードを入力後、ログインボタン

をクリックします。（註．ルートURLの場合には

弊社から通知された御社専用のメールアドレス、

パスワードを入力してください。） 

 

 

 

 

 

プロジェクトマネージャー起動画面。 
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4-2.責任者認証の変更 
親管理者から通知されたメールアドレス、パスワードなど、ご自身が利用しやすいものに変更す

ることができます。 

 

プロジェクトマネージャー起動画面に

て、左下にある『責任者認証の変更』の

リンクをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『新しいメールアドレス』『新しいパスワ

ード(1)』『新しいパスワード(2)』を入力し、

設定実行ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3.プロジェクトサイトの作成、およびツリー構造の作成 
管理するプロジェクトサイト、およびツリー構造のプロジェクトを作成します。 

 

プロジェクトマネージャー起動画面に

て、上部にある『データ追加』ボタンをク

リックします。 
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プロジェクトマネージャー起動画面に

て、上部にある『データ追加』ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目に設定する値を入力します。 

プロジェクト名：管理されるプロジェクトの

名前を入力します。ここで設定された

値がプロジェクトサイトのサイト名にな

ります。 

URL ベース名：プロジェクトサイトの URL

に設定する文字列を、半角英数字で

入力します。 

責任者所属・氏名：プロジェクトサイトの

記述責任者の所属・氏名などを設定

します。投稿されたデータの取捨選

択や、不正投稿の管理などを他の方

に委託する場合には、その方の情報

を記入します。 

責任者メールアドレス：プロジェクトサイトの記述責任者のメールアドレスを半角で設定します。責

任者所属・氏名と同様に、本プロジェクトサイトの管理を他の方に委託する場合には、その方

のメールアドレスを記入します。 

責任者パスワード：プロジェクトサイトの管理画面へアクセスするためのパスワードを設定します。

自動的にランダムなパスワードが表示されますが、例えばここで作成するプロジェクトに関連し

た、覚えやすいパスワードなどに自由に変更することができます。その場合には、半角英数字

で記入します。（註．ここで設定するのは、記述責任者のパスワードです。閲覧者がプロジェクトサイトにア

クセスするためのパスワードは＊＊＊で設定します。） 

サイトの内容：プロジェクトサイトの構築、ならびにツリー構造の設定を下記項目から選択します。 

・プロジェクトサイトのみ（Site） → プロジェクトサイトのみ構築します。 

・子プロジェクトの作成のみ（Tree） → 記述責任者にツリー構造の作成を許可します。 

・プロジェクトサイト＆子プロジェクトの作成（Site & Tree） → 上記２つの機能を設定します。 
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以下の項目は、サイトの内容で『プロジェクトサイト』の設定をした場合に有効になります。 

 

スタイル：プロジェクトサイトに表示するメニューの数、ならびにメニュー表示枠の表示スタイルを、

半角数字の『m.n』の形式で記入します。 

m は、表示するメニューの数で、最大表示メニュー数は 10 です。 

n は、メニュー枠を２列で表示する行数で、0～5 の値を記入します。 

設定例 

設定値『6.2』の場合            設定値『４.0』の場合 

 

 

 

 

 

 

 

メニューｎ：プロジェクトサイトに表示するメニュー文字列を記入します。 

日付なし：プロジェクトサイトメニュー内の表示データは、データを投稿した時系列順に蓄積されま

す。その際の指標として年月日ごとに区別されて表示されます。本項目をチェックすると、チェ

ックしたメニュー内の表示に限り、その年月日表示を省略します。 

投稿メニュー初期値：閲覧者がデータを投稿する際の投稿先メニューの初期値を指定します。 

投稿メニュー選択：閲覧者がデータを投稿する際の投稿先メニューを、選択可能にするか、選択

不可にするかを指定します。閲覧者による投稿先メニューを制限する機能です。『不可』に設

定した場合、前項の投稿メニュー初期値を設定してください。 

投稿時動作：閲覧者によってデータが投稿された際に、管理者のチェックなしでプロジェクトサイト

に表示するか、表示しないかを設定します。『表示する』に設定した場合、投稿されたと同時

にプロジェクトサイト公開されます。 

掲示板利用：プロジェクトサイトに併設される掲示板を利用するかしないかの設定を行います。掲

示板を介して、オープンな場での議論や、情報の共有を必要とする場合にご利用ください。 

 

！ ヒント ！ 

サイトの内容で『子プロジェクトの作成』を設定した場合、記述責任者にツリー構造の作成を許

可します。記述責任者が、設定したプロジェクトサイトのプロジェクトマネージャーのページに、

責任者メールアドレスと責任者パスワードでログインした場合、その階層より下のプロジェクトを

管理者として操作することができるようになります。 

プロジェクトサイトのプロジェクトマネージャーへのアクセスは、下記のようになります。（註．他の

方へ管理を委託される場合は下記項目をお知らせください。） 

認証ユーザー名：本ページで設定した責任者メールアドレス 

認証パスワード：本ページで設定した責任者パスワード 

ＵＲＬ    ：本階層のサイト URL/本ページで設定した URL ベース名/.manager/ 

メニュー１ 

メニュー２ 

メニュー３ 

メニュー４ 

メニュー１ メニュー２ 

メニュー３ メニュー４ 

メニュー５ 

メニュー６ 
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！ ヒント ！ 

プロジェクトサイトを他の方に委託された場合でも、親管理者は配下の子プロジェクトに対し、

特別な設定を行うことなく、親管理者のメールアドレスとパスワードでログインできます。その場

合においても、全ての操作を管理者として行うことができます。 

 

 
4-4.プロジェクトの検索 
管理するプロジェクトが増えてきた場合に、プロジェクト名や責任者名、メニュー設定値などを指

定して、特定のプロジェクトを絞込み、検索を行うことができます。 

 

プロジェクトマネージャー起動

画面にて、上部にある『検索条

件』ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索したい項目を記入して、下部にあ

る『検索条件設定』ボタンをクリックしま

す。 

 

入力やり直し：設定途中の項目を全て初

期値に戻します。 

検索条件クリア：設定途中の項目を全て

クリアします。 

一覧表示に戻る:設定途中の項目を全て

破棄して、一覧表示に戻ります。 
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4-5.プロジェクトリストのその他の機能 
 

右上のページ設定項目で、次頁

移動、前頁移動、任意ペー

ジ移動、1 ページあたりの表

示件数などの設定が行えま

す。 

一覧表最上段のメニュー項目を

クリックすると、その項目によ

る昇順ソート表示／降順ソ

ート表示が行えます。 

 

No.の項目欄に表示されている数字をクリックすると、データ追加したときの入力ページに戻り、設

定値を変更することができます。また、責任者パスワードを忘れてしまった場合などにも、こち

らから確認することができます。 

プロジェクト名の項目欄に表示されているプロジェクト名をクリックすると、該当プロジェクトをツリー

構造ごと削除することができます。（註．一度削除されたデータを復活させることはできませんので、削

除操作には十分な注意が必要です。） 

サイトの内容の項目欄に表示されている『Site』の文字をクリックすると、該当するプロジェクトサイ

トへジャンプします。（管理者として自動的にログインします。） 

サイトの内容の項目欄に表示されている『Tree』の文字をクリックすると、該当するプロジェクトサイ

トのプロジェクトマネージャーのページへジャンプします。（管理者として自動的にログインしま

す。） 

掲示板利用の項目欄に表示されている『する』の文字をクリックすると、該当するプロジェクトサイト

に併設している掲示板のページへジャンプします。（管理者として自動的にログインします。） 
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4-6.ユーザーリスト 
プロジェクトサイトを閲覧可能なユーザーリストを作成します。 

 

プロジェクトマネージャー起動

画面にて、右下にある『ユーザー

リストへ』のリンクをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

上部にある『データ追加』ボタンをクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証ユーザー名：プロジェクトサイトを閲

覧するためのユーザー名を、半角英

数字で記入します。ユーザー名は、

閲覧を許可する個人ごとに設定され

ても良いですし、複数の人間が閲覧

することを想定して、グループ名とし

て設定されても構いません。 

パスワード：プロジェクトサイトを閲覧する

ためのパスワードを記入します。 

自動的にランダムなパスワードが表示されますが、例えばユーザー名に関連した、覚えやすいパ

スワードなどに自由に変更することもできます。その場合には、半角英数字で記入します。 

 



プロジェクトマネージメントデータベースシステム 

PASPRO 操作マニュアル 

 13

4-7.ユーザーリストの検索 
管理するユーザーが増えてきた場合に、ユーザー名やパスワードを指定して、特定のユーザー

を絞込み、検索を行うことができます。 

 

ユーザーリストの画面にて、上部にある

『検索条件』ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検索したい項目を記入して、下部にあ

る『検索条件設定』ボタンをクリックしま

す。 

 

入力やり直し：設定途中の項目を全て初

期値に戻します。 

検索条件クリア：設定途中の項目を全て

クリアします。 

一覧表示に戻る:設定途中の項目を全て

破棄して、一覧表示に戻ります。 
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4-8.ユーザーリストのその他の機能 

 

右上のページ設定項目で、次頁移動、前

頁移動、任意ページ移動、1 ページあ

たりの表示件数などの設定が行えま

す。 

一覧表最上段のメニュー項目をクリックする

と、その項目による昇順ソート表示／降

順ソート表示が行えます。 

No.の項目欄に表示されている数字をクリッ

クすると、データ追加したときの入力ペ

ージに戻り、ユーザー名とパスワードを 

変更することができます。また、ユーザーのパスワードを忘れてしまった場合などにも、こちら

から確認することができます。 

ユーザー名の項目欄に表示されているユーザー名をクリックすると、そのユーザーを削除すること

ができます。 

 

 
4-9.認証テーブル 

プロジェクトサイトと、ユーザーリストで作成した閲覧可能なユーザーとを関連付けます。ここで関

連付けたユーザー名とパスワードを、プロジェクトサイトのURLと共に、閲覧を許可する方にお知ら

せください。 

 

プロジェクトマネージャー起動

画面にて、右下にある『認証テー

ブルへ』のリンクをクリックします。 
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認証ユーザーを設定したいプロジェク

トの、No.の項目欄に表示されている数字

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象のプロジェクトサイトへのアクセス

を許可するユーザーに、チェックを入れ

ます。 

管理者はここで設定する必要はなく、

親管理者から通知された、記述責任者の

メールアドレスとパスワードで、常にアク

セスすることが可能です。 

 

設定完了：入力が終了したら、このボタン

をクリックし、設定を保存します。 

入力やり直し：設定途中の項目を全て初

期値に戻します。 

一覧表示に戻る:設定途中の項目を全て

破棄して、一覧表示に戻ります。 

 

 

認証テーブルの画面で、一覧表最上

段の認証ユーザー名の項目をクリックす

ると、ユーザー名によるソート表示を行え

ます。 
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ユーザー名によるソート表示を行って

いる状態で、No.の項目欄に表示されて

いる数字をクリックすると、認証ユーザ

ーに対する閲覧可能なプロジェクトサイト

を指定する形式で、認証テーブルの設

定を行えます。 

 

設定完了：入力が終了したら、このボタン

をクリックし、設定を保存します。 

入力やり直し：設定途中の項目を全て初

期値に戻します。 

一覧表示に戻る:設定途中の項目を全

て破棄して、一覧表示に戻ります。 
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5.プロジェクトサイトの閲覧 
 

5-1.プロジェクトサイトへアクセス 
 

管理者より通知された、プロジェクトサ

イトのＵＲＬにアクセスします。 

管理者より通知された、ユーザー名、

パスワードを記入して、右下の『ログイン』

のボタンをクリックします。 

記述責任者の場合には、管理者より通

知された、記述責任者のメールアドレスと

パスワードを記入します。 

 

 

5-2.プロジェクトサイトの閲覧（閲覧者） 
 

上部右側 Ｉｎｄｅｘ エリア内にあるメニュ

ーの文字をクリックすると、本ペー

ジ内の該当箇所へジャンプしま

す。 

併設される掲示板が有効になっている

場合のみ、プロジェクトタイトルエリ

ア内にある『掲示板』の文字をクリッ

クすると、該当ページへジャンプし

ます。 

データを投稿する場合には、上部右側 

Ｉｎｄｅｘ エリア内下部にある『投稿』

の文字をクリックすると、該当ペー

ジへジャンプします。 

各メニュー項目に掲示されている、リン

ク文字ををクリックすると、IE上に表

示されるか、ダウンロードを促すウ

ィンドウが開きます。 

記述責任者へ直接メールを出したい場合は、最上部の記述責任者右側にある『メールアドレス』を

クリックします。 
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5-3.メール通知機能（閲覧者） 
あまり頻繁に更新されるプロジェクトサイトではない場合などのために、更新があった時のみメー

ル通知する機能があります。これを利用すると、頻繁にサイトチェックを行う手間を省くことができま

す。 

 

プロジェクトサイト最上部右側にある『メール通知機能の設定』ボタンをクリ

ックします。 

 

 

閲覧者自身のメールアドレス、ご自身でお決めになっ

たパスワードを記入し、登録するをクリックします。 
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5-4.プロジェクトサイトの管理（記述責任者） 
 

上部右側 Ｉｎｄｅｘ エリア内の『ｌｏｇｉｎ』の文字を

クリックします。 

 

 

 

 

各掲載項目の下にプルダウンメニュー

が表示されます。該当する項目を

ページ内でコピーして掲載したり、

掲載を中止する設定を行います。 

最上部右側にあるプルダウンメニュー

により、コピー先の範囲を下記項

目から選択できます。 

・コピー先指定時に他プロジェクトを

含めない 

・コピー先指定時に他プロジェクトも

含める 

・コピー先指定時に配下のプロジェク

トも含める 

管理画面を抜けるには、上部右側 Ｉｎ

ｄｅｘ エリア内の『ｌｏｇｏｕｔ』の文字を

クリックします。 
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5-5.メール通知機能（記述責任者） 
あまり頻繁に更新されるプロジェクトサイトではない場合などのために、更新があった時のみメー

ル通知する機能があります。これを利用すると、頻繁にサイトチェックを行う手間を省くことができま

す。 

 

プロジェクトサイト閲覧時の、最上部右側にあるプルダウンメ

ニューにより、下記項目から選択できます。 

・メール通知しない 

・投稿掲示板で変更が生じた時に管理者にメール通知する 

・掲示板で変更が生じた時に管理者にメール通知する 

・いずれかの掲示板で変更が生じた時に管理者にメール通知する 

 

 

 

6.データ投稿掲示板 
プロジェクトサイトのトップページの、上部右側 Ｉｎｄｅｘ エリア内下部にある『投稿』の文字をクリッ

クするか、データ投稿掲示板のＵＲＬへ直接アクセスします。後者の場合は、次項の『アクセスログイ

ン』画面が表示され、認証作業が必要となります。 

 

6-1.データ投稿掲示板の認証 
 

プロジェクトサイトの管理者より通知され

た、ユーザー名、パスワードを記入して、右

下の『ログイン』のボタンをクリックします。 

記述責任者の場合には、管理者より通知

された、記述責任者のメールアドレスとパス

ワードを記入します。 

 

 

閲覧者の場合のみ、続けて個人認証の

画面へ進みます。閲覧者ご自身のメール

アドレスと、ご自身でお決めになったパスワ

ードを記入し、下部の『個人認証』のボタン

をクリックします。 
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新規投稿の場合、前頁で記入されたパスワ

ードと同じものを記入して、下部の『個人認

証』のボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

6-2.データ投稿掲示板の操作（閲覧者） 
 

ご自身が投稿されたデータが、

更新日時順に掲示板形式で表

示されます。 

 

左上のページ設定項目で、次頁

移動、前頁移動、任意ペー

ジ移動、1 ページあたりの表

示件数などの設定が行えま

す。 

Homepage：プロジェクトサイト、ト

ップページへ移動します。 

表示更新：最新のデータに表示

を更新します。 

投稿する：データを投稿します。 

削除する：以前に投稿したデータを削除します。 

一覧表：データベース形式で投稿したデータの一覧表を表示します。 

検索条件：検索条件を指定して、以前に投稿したデータを絞り込み表示を行います。 
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6-2-1.データ投稿掲示板の操作【投稿】（閲覧者） 

 

おなまえ：投稿者の氏名を記入

します。 

データ種別：投稿する先のメニュ

ーを選択します。管理者の

設定により、変更できない場

合もあります。 

ＵＲＬ：掲示するＵＲＬを記入しま

す。（任意入力） 

転送ファイル：投稿するデータフ

ァイルの保存されている場

所を指定します。右側の『参

照』ボタンをクリックして、ファ

イルの選択ダイアログボック

スより選択することも可能で

す。（任意入力） 

コメント：掲載するコメント文字列を記入します。管理者の設定により、HTML タグも入力可能な

場合があります。 

更新日時：投稿するデータの投稿日時を、年(4 桁)月(2 桁)日(2 桁)時(2 桁)分(2 桁)秒(2 桁) の

14 桁の半角数字で入力します。現在の時刻が自動的に入力されています。 

Cookie 保存：『Ｏｎ』に設定すると、おなまえ、データ種別、URL などの入力された値を、次回の

投稿時にもそのまま表示されるように Cookie に保存することができます。 

プレビュー：入力したデータのプレビューを表示します。 

投稿：入力したデータをそのまま投稿します。 

リセット：入力項目を、本ページを開いたときの状態に戻します。 

 

6-2-2.データ投稿掲示板の操作【削除】（閲覧者） 

 

削除したいデータの右下にあ

る『削除』ボタンをクリックすると、

データ削除されます。（註．後でデ

ータを復活させることはできないので、

削除操作は慎重に行ってください。） 
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6-2-3.データ投稿掲示板の操作【一覧表】（閲覧者） 

 

右上のページ設定項目で、次頁

移動、前頁移動、任意ペー

ジ移動、1 ページあたりの表

示件数などの設定が行えま

す。 

一覧表最上段のメニュー項目を

クリックすると、その項目によ

る昇順ソート表示／降順ソ

ート表示が行えます。 

No.の項目欄に表示されている数字をクリックすると、別ウィンドウが開き、データの内容を確認す

ることができます。 

投稿番号欄にある『削除』ボタンをクリックすると、データが削除されます。（註．後でデータを復活させ

ることはできないので、削除操作は慎重に行ってください。） 

ＵＲＬ欄に表示されているアドレスをクリックすると、そのページへジャンプできます。（註．管理者の

設定によっては、ＵＲＬ欄が表示されていないこともあります。） 

転送ファイル名欄に表示されている転送ファイル名をクリックすると、そのファイルを開くか、ダウン

ロードすることができます。（註．管理者の設定によっては、ＵＲＬ欄が表示されていないこともあります。） 

 

 

6-2-4.データ投稿掲示板の操作【検索条件】（閲覧者） 

 

検索したい項目を記入して、下

部にある『検索条件設定』ボタンを

クリックします。 

 

設定して掲示板へ：検索条件を設

定して、掲示板表示に戻りま

す。 

設定して一覧表へ：検索条件を設

定して、一覧表表示に戻りま

す。 

入力やり直し：設定途中の項目を全て初期値に戻します。 

クリア：設定途中の項目を全てクリアします。 
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6-3.データ投稿掲示板の操作（記述責任者） 
 

投稿者全員のデータが、更新

日時順に掲示板形式で表示さ

れます。 

 

左上のページ設定項目で、次頁

移動、前頁移動、任意ペー

ジ移動、1 ページあたりの表

示件数などの設定が行えま

す。 

Homepage：プロジェクトサイト、ト

ップページへ移動します。 

表示更新：最新のデータに表示

を更新します。 

投稿する：データを投稿します。 

編集する：以前に投稿したデー

タを変更、削除します。 

一覧表：データベース形式で投

稿したデータの一覧表を表

示します。 

検索条件：検索条件を指定して、

以前に投稿したデータを絞

り込み表示を行います。 

設定：掲示板の動作の詳細設定を行います。 

各投稿データの右側にある『表示あり／表示なし』ボタンをクリックすると、プロジェクトサイトトップ

ページへの表示設定の変更を行えます。 

 

！ ヒント ！ 

データ投稿時、検索条件設定時の操作は、閲覧者の操作に同じです。 
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6-3-1.データ投稿掲示板の操作【編集】（記述責任者） 

 

変更を加えたいデータの右下

にある『変更』ボタンをクリックす

ると、投稿データの変更を行えま

す。 

削除したいデータの右下にあ

る『削除』ボタンをクリックすると、

データ削除されます。（註．後でデ

ータを復活させることはできないので、

削除操作は慎重に行ってください。） 

 

 

6-3-2.データ投稿掲示板の操作【一覧表】（記述責任者） 

 

右上のページ設定項目で、次頁

移動、前頁移動、任意ペー

ジ移動、1 ページあたりの表

示件数などの設定が行えま

す。 

一覧表最上段のメニュー項目を

クリックすると、その項目によ

る昇順ソート表示／降順ソ

ート表示が行えます。 

No.の項目欄に表示されている数字をクリックすると、別ウィンドウが開き、データの内容を確認す

ることができます。 

投稿番号欄にある『変更』ボタンをクリックすると、投稿データの変更を行えます。 

投稿番号欄にある『削除』ボタンをクリックすると、データが削除されます。（註．後でデータを復活させ

ることはできないので、削除操作は慎重に行ってください。） 

表示欄にある『あり／なし』をクリックすると、プロジェクトサイトトップページへの表示設定の変更を

行えます。 

メールアドレス欄に表示されているメールアドレスをクリックすると、そのページへジャンプできます。

（註．管理者の設定によっては、メールアドレス欄が表示されていないこともあります。） 

ＵＲＬ欄に表示されているアドレスをクリックすると、そのページへジャンプできます。（註．管理者の

設定によっては、ＵＲＬ欄が表示されていないこともあります。） 

転送ファイル名欄に表示されている転送ファイル名をクリックすると、そのファイルを開くか、ダウン

ロードすることができます。（註．管理者の設定によっては、ＵＲＬ欄が表示されていないこともあります。） 
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6-3-3.データ投稿掲示板の操作【設定】（記述責任者） 

 

投稿掲示板の詳細設定を行うことができ

ます。 
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7.掲示板 
プロジェクトサイトのタイトルエリア内にある『掲示板』の文字をクリックするか、掲示板のＵＲＬへ直

接アクセスします。（註．併設される掲示板が有効になっている場合のみ。） 

後者の場合は、次項の『アクセスログイン』画面が表示され、認証作業が必要となります。 

 

7-1.掲示板の認証 
 

プロジェクトサイトの管理者より通知され

た、ユーザー名、パスワードを記入して、右

下の『ログイン』のボタンをクリックします。 

記述責任者の場合には、管理者より通知

された、記述責任者のメールアドレスとパス

ワードを記入します。 

 

 

 

7-2.データ投稿掲示板の操作 
 

投稿されたデータが、投稿順

に掲示板形式で表示されます。 

 

左上のページ設定項目で、次頁

移動、前頁移動、任意ペー

ジ移動、1 ページあたりの表

示件数などの設定が行えま

す。 

Homepage：プロジェクトサイト、ト

ップページへ移動します。 

表示更新：最新のデータに表示を更新します。 

投稿する：データを投稿します。 

編集する：以前に投稿したデータを変更、削除します。（註.管理者の設定によっては、削除しか行えな

い場合があります。） 

一覧表：データベース形式で投稿したデータの一覧表を表示します。 

検索条件：検索条件を指定して、以前に投稿したデータを絞り込み表示を行います。 

設定：掲示板の動作の詳細設定を行います。（註。記述責任者のみ設定可能。） 
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7-3.掲示板の操作【投稿】 
 

おなまえ：投稿者の氏名を記入

します。 

メールアドレス：投稿者のメール

アドレスを記入します。 

編集用パス：変更、削除時のパ

スワードを、ご自身でお決め

になって、半角英数字で記

入します。 

ＵＲＬ：掲示するＵＲＬを記入しま

す。（任意入力） 

転送ファイル：アップロードする 

データファイルの保存されている場所を指定します。右側の『参照』ボタンをクリックして、ファイ

ルの選択ダイアログボックスより選択することも可能です。（任意入力） 

コメント：掲載するコメント文字列を記入します。管理者の設定により、HTML タグも入力可能な

場合があります。 

Cookie 保存：『Ｏｎ』に設定すると、おなまえ、データ種別、URL などの入力された値を、次回の

投稿時にもそのまま表示されるように Cookie に保存することができます。 

プレビュー：入力したデータのプレビューを表示します。 

投稿：入力したデータをそのまま投稿します。 

リセット：入力項目を、本ページを開いたときの状態に戻します。 

 

！ ヒント ！ 

記述責任者は、メールアドレスとパスワードはすでに認識されているので、入力する必要はあ

りません。 

 

 

7-4.掲示板の操作【編集】 
 

おなまえ：以前に投稿したときの

ご自身のお名前を記入しま

す。 

パスワード：以前に投稿したとき

のパスワードを記入します。 

該当発言を検索：おなまえとパス

ワードを記入したら、クリック

して検索を開始します。 

 



プロジェクトマネージメントデータベースシステム 

PASPRO 操作マニュアル 

 29

変更を加えたいデータの右下

にある『変更』ボタンをクリックす

ると、投稿データの変更を行えま

す。（註．管理者の設定によっては変

更できない場合があります。） 

削除したいデータの右下にあ

る『削除』ボタンをクリックすると、 

データ削除されます。（註．後でデータを復活させることはできないので、削除操作は慎重に行ってください。） 

 

！ ヒント ！ 

記述責任者は検索画面を経ることなく、編集画面を表示でき、かつ任意の投稿者のデータを

変更、削除することができます。 

 

 

7-5.掲示板の操作【一覧表】（閲覧者） 
 

右上のページ設定項目で、次頁

移動、前頁移動、任意ペー

ジ移動、1 ページあたりの表

示件数などの設定が行えま

す。 

一覧表最上段のメニュー項目を

クリックすると、その項目によ

る昇順ソート表示／降順ソ

ート表示が行えます。 

No.の項目欄に表示されている数字をクリックすると、別ウィンドウが開き、データの内容を確認す

ることができます。 

ＵＲＬ欄に表示されているアドレスをクリックすると、そのページへジャンプできます。（註．管理者の

設定によっては、ＵＲＬ欄が表示されていないこともあります。） 

転送ファイル名欄に表示されている転送ファイル名をクリックすると、そのファイルを開くか、ダウン

ロードすることができます。（註．管理者の設定によっては、ＵＲＬ欄が表示されていないこともあります。） 
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7-6.掲示板の操作【一覧表】（記述責任者） 
 

投稿番号欄にある『変更』ボタンを

クリックすると、投稿データの

変更を行えます。 

投稿番号欄にある『削除』ボタンを

クリックすると、データが削除さ

れます。（註．後でデータを復活さ

せることはできないので、削除操作

は慎重に行ってください。） 

！ ヒント ！ 

『変更』『削除』ボタンがあること以外は、閲覧所の一覧表の操作に同じです。 

 

 

7-7.掲示板の操作【検索条件】 
 

検索したい項目を記入して、下

部にある『検索条件設定』ボタンを

クリックします。 

 

設定して掲示板へ：検索条件を設

定して、掲示板表示に戻りま

す。 

設定して一覧表へ：検索条件を設

定して、一覧表表示に戻りま

す。 

入力やり直し：設定途中の項目を全て初期値に戻します。 

クリア：設定途中の項目を全てクリアします。 
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7-8.掲示板の操作【設定】（記述責任者） 
 

投稿掲示板の詳細設定を行うことができ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


