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掲示板

掲示板では､現場毎・会社毎に掲示板を設置する事ができます。社内連絡と協力会社を含めた現場での連絡の使い分けも行え

ます。作成した掲示板に、現場写真やワープロ等のデータを貼り付ける事ができるので、現場での共有､メンバーと意見交換

ができます。

1.  掲示板を作成するには

2.  掲示板を変更するには

3.  掲示板を削除するには

4.  掲示板のメッセージを読むには

5.  掲示板にメッセージを書き込むには

6.  掲示板のメッセージを削除するには

7.  掲示板のメッセージを再掲示するには

8.  メッセージに対するコメントを書くには

9.  掲示板のメッセージを検索するには

10.  掲示板のメッセージを保存するには

11.  掲示板の権限と通知設定について

このページのトップへ
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掲示板

1. 掲示板を作成するには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、作成したい現場の （掲示板作成ボタン）をクリックしま

す。 

3.  ”掲示板を登録する”画面が別ウィンドウで表示されますので、設定を行います。 
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≪項目について≫ 

�❍     掲示板作成場所 

⇒現在作成しようとしている、掲示板の場所が表示されます。

�❍     掲示板名 

⇒掲示板の名称を入力します。

�❍     掲示期限 

⇒掲示する期限を設けないものは『無期限』、指定する場合は期限の設定を行います。

�❍     権限種別/掲示板権限・通知設定 

⇒掲示板の権限と通知の設定を行います。詳しくは「11.掲示板の権限と通知設定について」をご覧下さい。

4.  （登録ボタン）をクリックします。

5.  確認画面が表示されますので、 （ＯＫボタン）をクリックします。 
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掲示板

2. 掲示板を変更するには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、変更したい現場の （変更アイコン）をクリックします。 

3.  ”掲示板登録内容を編集する”画面が別ウィンドウで表示されますので、変更を行います。 
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≪入力項目ついて≫ 

�❍     掲示板作成場所 

⇒変更しようとしている掲示板の場所が表示されます。

�❍     掲示板名 

⇒掲示板の名称を入力します。『共有掲示板』は掲示板名称の変更はできません。

�❍     掲示期限 

⇒掲示する期限を設けないものは『無期限』、指定する場合は期限の設定を行います。

�❍     権限種別/掲示板権限・通知設定 

⇒掲示板の権限と通知の設定を行います。詳しくは「11.掲示板の権限と通知設定について」をご覧下さい。

4.  （保存ボタン）をクリックします。

5.  確認画面が表示されますので、 （ＯＫボタン）をクリックします。 
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掲示板

3. 掲示板を削除するには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、削除する掲示板の （削除アイコン）をクリックします。 

3.  確認画面が表示されますので、 （ＯＫボタン）をクリックします。 

このページのトップへ
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掲示板

4. 掲示板のメッセージを読むには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、読みたい掲示板を選択します。 

（ が付いているものは一週間以内にメッセージが書き込まれた掲示板です。） 

（ が付いているものは未読がある掲示板です。） 

3.  “メッセージ一覧”の画面が表示されますので、読みたいメッセージをクリックします。 
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≪補足≫ 

�❍     表示させるメッセージ数を設定する事もできます。 

設定は５、１０、２０、５０となっています。 

10件 （▼ボタン）をクリックして表示させる数を指定します。 

�❍     一覧をツリー表示に設定する事もできます。 

一覧表示 （▼ボタン）をクリックしてツリー表示を指定します。 

 

このページのトップへ
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掲示板

5. 掲示板にメッセージを書き込むには

●     個別の掲示板にメッセージを書き込むには

●     複数の掲示板に一括でメッセージを書き込むには

●     投稿後のメッセージの添付ファイルの付け外しを行うには

【個別の掲示板にメッセージを書き込むには】

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、メッセージを作成したい掲示板を選択します。 

3.  “メッセージ一覧”の画面が表示されますので、 （メッセージ登録ボタン）をクリックします。 

12



4.  “メッセージを登録する”画面が表示されますので、内容を入力します。 

 

≪項目について≫ 

�❍     添付ファイル（※１） 

⇒掲示板にファイルを添付する場合は （参照ボタン）をクリックし指定します。

�❍     掲示期限 

⇒掲示する期限を設けないものは『無期限』を指定する場合は日付指定を行います。

�❍     通知の有無 

⇒通知を有効にした場合､コメントが書き込まれると作成者に通知されます。 
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通知内容は通知参照機能で確認することができます。

�❍     その他の項目 

⇒必須入力項目です。

5.  （登録ボタン）をクリックします。

6.  確認画面が表示されますので、 （ＯＫボタン）をクリックします。 

このページのトップへ

【複数の掲示板に一括でメッセージを書き込むには】

一括登録したメッセージは、対象掲示板に各権限がある場合は一括で返信・削除・再掲示が可能です。 

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、 （一括登録ボタン）をクリックします。 

3.  “メッセージ一括登録”画面が表示されますので、内容を入力します。 

14



 

≪項目について≫ 

�❍     一括登録対象掲示板 

⇒メッセージを一括登録する掲示板を選択します。メッセージ登録権限のない掲示板は表示されません。 

※現場タグで表示現場を絞り込んでいた場合は、掲示板一覧画面で表示されている現場の掲示板のみが表示さ

れます。 

詳しくは別紙「オンラインヘルプ-現場管理」 - 「14.現場タグで表示現場を絞り込むには」をご覧ください。

�❍     添付ファイル（※１） 

⇒掲示板にファイルを添付する場合は （参照ボタン）をクリックし指定します。

�❍     掲示期限 

⇒掲示する期限を設けないものは『無期限』を指定する場合は日付指定を行います。

�❍     通知の有無 

⇒通知を有効にした場合､コメントが書き込まれると作成者に通知されます。 

通知内容は通知参照機能で確認することができます。

�❍     その他の項目 

⇒必須入力項目です。

4.  （登録ボタン）をクリックします。

5.  確認画面が表示されますので、 （ＯＫボタン）をクリックします。 
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http://dev-becolla02.being.group/help/html/genbasakusei/genbasakusei15.html


このページのトップへ

※１：ファイルを添付するには

1.  （参照ボタン）をクリックします。 

2.  “ファイルの選択”画面が表示されますので、添付したいファイルを選択します。 

3.  （開くボタン）をクリックします。
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【投稿後のメッセージの添付ファイルの付け外しを行うには】

既に添付されているファイルの解除は、メッセージ表示画面の添付ファイルにある「解除」ボタンより行えます。 
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なお、添付ファイルの付け外しは下記のユーザにより行えます。 

●     現場の掲示板の場合　…　メッセージを投稿した本人、もしくは掲示板を持つ現場の現場管理者、もしくは掲示板を持

つ現場の会社のシステム管理者

●     会社の掲示板の場合　…　メッセージを投稿した本人、もしくは掲示板を持つ会社のシステム管理者

このページのトップへ

 

 
メッセージへの添付ファイルの追加は、メッセージ表示画面の添付ファイルにある「追加」ボタンより行えます。 
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掲示板

6. 掲示板のメッセージを削除するには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、メッセージを削除したい掲示板を選択します。 

3.  “メッセージ一覧”画面から削除したいメッセージ左のチェックボックスにチェックします。 
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4.  （削除ボタン）をクリックします。

5.  確認画面が表示されますので、 （OKボタン）をクリックします。 

このページのトップへ
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掲示板

7. 掲示板のメッセージを再掲示するには

“再掲示”機能とは、作成したメッセージの内容や掲示期限を変更し、再度掲示する機能です。

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、再掲示したい掲示板を選択します。 

3.  “メッセージ一覧”から再掲示したいメッセージを選択します。 
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4.  “メッセージ表示”画面が表示されますので、 （再掲示するボタン）をクリックします。 

5.  “メッセージを再掲示する”画面が表示されますので、内容を入力します。 
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≪項目について≫ 

�❍     添付ファイル（※１） 

⇒掲示板にファイルを添付する場合は （参照ボタン）をクリックし指定します。

�❍     掲示期限 

⇒掲示する期限を設けないものは“無期限”を指定する場合は日付指定を行います。

�❍     通知の有無 

⇒通知を有効にした場合､コメントが書き込まれると作成者に通知されます。 

通知内容は通知参照機能で確認することができます。

�❍     登録対象掲示板 

⇒メッセージを再掲示する掲示板を選択します。再掲示するメッセージが一括登録されたものの場合表示され

ます。メッセージ登録権限のない掲示板は表示されません。

�❍     その他の項目 

⇒必須入力項目です。

6.  （登録ボタン）をクリックします。

7.  確認画面が表示されますので、 （ＯＫボタン）をクリックします。 

このページのトップへ
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※１：ファイルを添付するには

1.  （参照ボタン）をクリックします。

2.  “ファイルの選択”画面が表示されますので、添付したいファイルを選択します。 

 

3.  （開くボタン）をクリックします。

このページのトップへ
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掲示板

8. メッセージに対するコメントを書くには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、コメントを作成したい掲示板を選択します。 

3.  “メッセージ一覧”画面が表示されますので、コメントを書き込みたいメッセージを選択します。 
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4.  “メッセージ内容”画面が表示されますので、 （コメントを書くボタン）をクリックします。 

5.  “コメントを登録する”画面が表示されますので、内容を入力します。 

 

≪項目について≫ 

�❍     件名 

（返信を表す"Re："が自動的に挿入されます。）

�❍     メッセージ 

（引用文が自動的に挿入されます。）

�❍     添付ファイル（※１） 
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⇒掲示板にファイルを添付する場合は （参照ボタン）をクリックし指定します。

�❍     掲示期限 

⇒掲示する期限を設けないものは“無期限”を指定する場合は日付指定を行います。

�❍     通知の有無 

⇒通知を有効にした場合､コメントが書き込まれると作成者に通知されます。 

通知内容は通知参照機能で確認することができます。

�❍     登録対象掲示板 

⇒コメントを書き込む掲示板を選択します。コメントするメッセージが一括登録されたものの場合表示されま

す。メッセージ登録権限のない掲示板は表示されません。

6.  （登録ボタン）をクリックします。

7.  確認画面が表示されますので、 （ＯＫボタン）をクリックします。

このページのトップへ

※１：ファイルを添付するには

1.  （参照ボタン）をクリックします。

2.  “ファイルの選択”画面が表示されますので、添付したいファイルを選択します。 

3.  （開くボタン）をクリックします。

このページのトップへ
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掲示板

9. 掲示板のメッセージを検索するには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので、 （検索アイコン）をクリックします。 

3.  “メッセージを検索する”画面が表示されますので、検索設定をします。 

 

≪検索項目について≫ 
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�❍     掲示板 

⇒右のリストから選択して､検索を行いたい掲示板を指定します。

�❍     キーワード 

⇒2つまでキーワードを指定する事ができます。 

2つキーワードを指定すると、両方のキーワードを含む掲示板が検索されます。 

検索対象の設定も“件名”、“メッセージ本文”から選択できます。

�❍     登録者 

⇒ （▼ボタン）から選択を行います。 

指定しない場合は､全員から検索を行います。

�❍     登録期間 

⇒分かっている場合は日付指定を行います。 

設定しない場合は、全日付の検索を行います。

�❍     登録期間 

⇒掲示する期限を設けないものは“無期限”を選択します。 

指定する場合は日付指定を行います。

4.  （検索ボタン）をクリックします。

このページのトップへ
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掲示板

10. 掲示板のメッセージを保存するには

1.  画面上部の （掲示板アイコン）をクリックします。

2.  “掲示板一覧”画面が表示されますので､ （ダウンロードボタンをクリックします。 

3.  “掲示板をダウンロードする”画面が表示されます。 

ダウンロードする現場にチェックし、 （実行ボタン）をクリックします。 
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≪補足≫ 

（▼ボタン）から選択を行います。 

選択項目は次の通りです。 

�❍     全て 

⇒『施工中』、『完成済み』の現場が表示されます。

�❍     施工中 

⇒現場のステータスが『施工中』のみ表示されます。

�❍     完成済み 

⇒現場のステータスが『完成済み』のみ表示されます。

4.  “掲示板をダウンロードする”画面が表示されますので、 （ダウンロードボタン）をクリックします。 

5.  “ファイルのダウンロード”ダイアログが表示されますので （保存ボタン）を選択します。 

6.  “名前を付けて保存”画面が表示されますので、保存先を指定します。 
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7.  （保存ボタン）をクリックします。 

指定した場所に、XML形式のbackupファイルが作成されます。

8.  “ダウンロードの完了”画面が表示されますので、 （戻るボタン）をクリックします。

このページのトップへ
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掲示板

11. 掲示板の権限と通知設定について

1.  権限と通知設定・機能について 

掲示板の各操作に必要な権限を示します。 

権限 内容

参照 掲示板のメッセージに対する参照権限を設定します。

登録 掲示板のメッセージに対する登録権限を設定します。

変更 掲示板を編集する変更権限を設定します。

削除 掲示板のメッセージに対する削除権限と掲示板自体の削除権限を設定します。

通知
掲示板にメッセージが投稿された際に通知するユーザを設定します。 

参照権限がないと通知の設定はできません。

 
≪特殊な権限≫ 

�❍     システム管理者 

通知以外の権限を有します。

�❍     上級管理ユーザ 

通知以外の権限を有します。

�❍     現場管理者 

現場管理者となっているユーザは、その現場の掲示板に対する通知以外の権限を有します。

�❍     ユーザグループのメンバー 

同じユーザグループに所属しているメンバーの所属現場掲示板に対し、その現場に所属していない場合でも参照

権限を有します。

システム管理者、上級管理ユーザの権限についての詳細は別紙「オンラインヘルプ-はじめに」の「4.

BeingCollaborationの権限について」をご覧下さい。

2.  権限の設定方法 

権限の設定は“掲示板登録内容を編集する”画面にて行います。 
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権限は役割毎または、個人毎の2つの方法にて設定することができます。 

1.  役割毎での設定 

役割毎での設定とは、ユーザに割り振られた役割毎に権限設定を行う方法です。 

各ユーザに割り当てられた役割は、”共通”フォルダ以下の掲示板であるか否かによって異なります。 

”共通”フォルダ以下の掲示板に関しては、役割マスタにて設定された役割情報が有効となります。 

各現場フォルダ以下の掲示板に関しては、現場管理機能にて設定した現場毎の役割(現場役割)の役割情報が有効

となります。 

役割毎に権限を設定するためにはまず、”権限種別”の項目にて”役割毎”を選択します。 

”権限”項目部分に設定可能な役割の名称が表示されますので有効にしたい権限をチェックしてください。

2.  個人毎での設定 

個人毎での設定 個人毎での設定とは各ユーザ毎に、権限の設定を行う方法です。 権限を設定できるユーザは”共

通”フォルダ以下の掲示板では会社のメンバー、現場フォルダ以下の掲示板では、その現場に所属するメンバー

となります。 

個人毎に権限を設定するためにはまず、”権限種別”の項目にて”個人毎”を選択します。 ”権限”項目部分に設定可

能なユーザの名称が表示されますので有効にしたい権限をチェックしてください。

34
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