
Nextcloud 説明書
画面表示、メニュー内容は取扱説明書と実際の画面で異なる場合があります。あらかじめご了承く
ださい。
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※本書は Waffle Cell 上で Nextcloud を動作させることを前提にして記述されています。

※本書は Nextcloud バージョン 15.0.2 を基準に記載されています。バージョンによって細部に違
いがあります点、ご注意下さい。Waffle Cell では Waffle Cell 上で安定動作が確認されたバージョ
ンを提供しています。Waffle Cell の管理画面以外からのバージョンアップを行った場合は正常に
動作しなくなる場合がありますので、ご注意下さい。

※画面右上のアイコンはバージョンやユーザーによって表示が異なります。画面最上部の一番右の
アイコンをクリックしてメニューを表示して下さい。またメニューの内容もバージョンによって図
と若干の違いがあります。

※IPv4 静的 DNS 設定の機能があるルーター（同機能があるルーターと一体型の Waffle Cell であ
る RS−100L を含む）をご利用の場合は、LAN 内からアクセスする際に、ホスト名の前に l.（エル 
ドット）をつける必要はありません。
https://<ホスト名>.wafflecell.com
でアクセス可能です。この場合は、LAN 内 LAN 外はほぼ意識する必要はありません。
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第１章　インストールとユーザー管理

Nextcloud のインストールとユーザー管理についての説明です。説明は Waffle Cell が設置され、正
常に動作している状態が前提となっています。また、インストールは Waffle Cell と同一 LAN 内か
らの操作を前提にしています。

Waffle Cell の置かれている場所の外からでも VPN 接続を行なう事でインストールは可能です。ま
た VPN 接続が無くても Nextcloud 自体の操作はユーザー ID とパスワードで Nextcloud にログイ
ンすることで可能です。
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1-1:Nextcloud のインストール

【Nextcloud を Waffle Cell にインストールする手順】

(1)Waffle Cell の Home 画面（https://l.<ホスト名>.wafflecell.com)から、画面上部の「管理
Top へ」をクリック、Waffle Cell 管理者名・Waffle Cell 管理者パスワードを入力してログイン。

(2)サービス追加削除(一般)をクリック。

(3)サービスの管理（追加・削除・更新）の画面から、Nextcloud+Talk をクリック。
※画面上に表示さ得れる追加可能サービスは、バージョン等によって違ってくることがあります。
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(4)Nextcloud+Talk（以後 Nextcloud と表記）の管理者 ID、Nextcloud の管理者パスワード
(Waffle Cell 管理者名とは別物)を設定し、最後に画面下部の「-- 選択して下さい --」をクリック。
「ライセンスに合意しインストールする」を選び、「インストール開始」のボタンをクリック。

※ここで入れる管理者 ID とパスワードは、Nextcloud 用のものです。Waffle Cell では他にも
「Waffle Cell 管理者名」などがありますが、混同しないようにご注意ください。またここで入れた
ID やパスワードは紙に書いて保管することをお勧めします。

インストールが完了するまで 10分弱待ちます。
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1-2:Nextcloud の起動

Nextcloud はインストールが完了した時点で、サーバ（Waffle Cell）内で起動し、以後は常に動い
ている状態になります（いちいちサービスを起動する必要はない）。起動させるために特別な操作
をする等は不要です。

インストールが完了すると、Waffle Cell の Home 画面（https://l.<ホスト名>.wafflecell.com)
に Nextcloud のアイコンが表示されます。

※Nextcloud のアイコンの位置、他に表示されるアイコンは、環境によってまちまちになります。ま
た並び替える事は出来ません。

なお、Nextcloud のサービスは、同一 LAN 内でない場合でも利用する事が可能ですので、外部の回
線から見える Home（https://<ホスト名>.wafflecell.com）でもアイコンが表示され、利用する
ことが可能です。アイコンをダブルクリックして、Nextcloud を起動します。
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間違えやすいポイント
LAN の内側にある PC(Waffle Cell と同じルーターに接続 ) から Nextcloud を開く
https://l.< ホスト名 >.wafflecell.com

LAN の外側にある PC(Waffle Cell とは別回線 ) から Nextcloud を開く
https://< ホスト名 >.wafflecell.com



こちらがログイン画面です。ログイン後にメールアドレスを設定すれば、ID のかわりにメールアド
レスでもログイン可能になります（手順は後述します）。

初回ログイン時はインストール時に設定した Nextcloud の管理者 ID、Nextcloud の管理者パスワ
ードを入力します。
初回起動時にはガイダンスが表示されますので、一応目を通しておいて下さい。ガイダンスを閉じ
ると次のような画面になります。

この画面が出れば、ログインは成功です。

○LAN の内側・外側の問題
Waffle Cell で Nextcloud を運用する際に、同じ LAN 内にある PC から接続する場合と、外部から接
続する場合で違いがある事を理解しておく必要があります。
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※同じ LAN 内 → Waffle Cell と同じルーターに接続している PC 等。

ここでおぼえておくべきは、Waffle Cell のトップページにアクセスする場合、下記のように

ホスト名の前に l.（エル ドット）がつく・つかないに注意して下さい。

Nextcloud にアクセスする URL は

となります。Nextcloud の画面につながらない場合や、Nextcloud の Windows 用アプリ等の設定
などで URL を入れる場合、この l.（エル ドット）の有無を確認して下さい。

なお、IPv4 静的 DNS 設定の機能があるルーター（同機能があるルーターと一体型 Waffle Cell を
含む）をご利用の場合は、LAN 内からアクセスする際に、ホスト名の前に l.（エル ドット）をつけ
る必要はありません。
https://<ホスト名>.wafflecell.com
でアクセス可能です。この場合は、LAN 内 LAN 外はほぼ意識する必要はありません。
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同じ LAN 内からの接続 → https://L.< ホスト名 >.wafflecell.com
LAN の外からの接続 → https://< ホスト名 >.wafflecell.com

同じ LAN 内からの場合  → https://L.< ホスト名 >.wafflecell.com/nextcloud/
LAN の外からの場合  → https://< ホスト名 >.wafflecell.com/nextcloud/



1-3:ユーザーの管理と管理者権限

Nextcloud のサービス追加時に、Nextcloud 管理者 ID(初期値:admin)とパスワードを作成してい
ますが、管理者 ID でログインした場合、「全体の管理者」としてログインしている事になります。こ
の全体の管理者が最も高い権限を持つ管理者になります。

全体の管理者の ID とパスワードは、システムを管理する責任者が保管します。

他のサービスでは、管理者 ID を作った後ユーザー ID を作成し、ユーザー ID で使用するもののあ
りますが(例:Aipo)、Nextcloud は管理者 ID でログインしてそのまま使用可能です。例えば、1人で
Nextcloud を使っている場合、ユーザー ID を別途作成せず、管理者 ID だけで使っても差し支えあ
りません。

◎1-3-1：ユーザーの種類

ユーザーには３つの種別があります。

1. 全体の管理者（全ての管理者権限がある）
Nextcloud全体のシステムの設定権限、ユーザー ID の追加・削除の権限、グループの作成、
ユーザーへの権限設定など、全ての権限を持っています。
※追加したユーザーのグループを「admin」に設定すると、そのユーザーは全体の管理者と
なります。全体の管理者は複数設定することも可能ですが、管理上通常は一人だけに設定す
るのが望ましいでしょう。

2. グループの管理者（グループの管理者権限がある）
グループ内でのユーザー ID の追加・削除をする権限を持っています。追加したユーザー ID
をグループ管理者に設定する等、ユーザーに権限を与えるような事は出来ません。またシス
テムの設定をする権限もありません。

3. ユーザー（管理者権限が無い）
Nextcloud を利用する事ができます。設定変更などは出来ません。

Nextcloud インストール時に設定する Nextcloud の管理者 ID は全体の管理者の権限を持ってい
ます。
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◎1-3-2:グループについて

Nextcloud には「グループ」という概念があります。例えば会社組織で利用する場合、部課によって
グループを作ることで利便性を上げる事が出来ます。

例えば「会社全体」「営業」などと「グループ」を作り、

「会社全体」グループ→ 全社員を登録
「営業」グループ → 営業社員のみを登録

これで、社員全員が利用するものと、営業社員だけが利用するものを分けるという使い方も可能で
す。営業社員は「会社全体」と「営業」の二つのグループに所属、営業社員以外は「会社全体」というグ
ループに所属する事になります。もちろん、「経理」や「製造」などのグループを追加して管理する事
も可能です。

ポイントとしては、以下の通りです。

・グループは随時追加や削除が可能
・グループを管理する「グループの管理者」の設定が可能
・ユーザーを複数のグループに登録可能（例えば営業、会社全体の二つなど）
・後述するファイルやフォルダの共有で、特定のグループだけに共有という設定が可能

◎1-3-3:ユーザー IDの追加・グループ・容量の設定

　これらの設定は全体の管理者とグループの管理者が行うことが出来ます。

　ただしグループの管理者は以下の制限があります。
1:自分の管理するグループのユーザーだけ
2:グループの追加は出来ない

○設定の手順

1. Nextcloud に、Nextcloud の管理者 ID でログイン。(Waffle Cell 管理者名とは別物です。混
同しないようにご注意ください)

2. 画面上部の一番右のアイコンをクリックし、メニューから「ユーザー」を選択。
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3. 画面左のメニューから「+新しいユーザー」をクリックすると、ユーザーを追加する欄が表
示される。また現在登録されているユーザーの一覧も表示される。図例ではユーザーは全体
の管理者「admin」だけしか登録されていない。

4. ここで作成したいユーザー ID 名とパスワードを入力する。

5. （※「グループ」は追加してもしなくても結構ですが、ここでは「グループ」を追加します。）
「Add User in group」と薄く表示されている入力ボックスをクリック。次のように下段に
現在存在しているグループが表示される（今は admin 以外にグループがありませんので 、
admin だけが表示されます）（「admin」を指定するとそのユーザー ID は「全体の管理者」
になります）

6. 入力欄に作成したいグループ名を入力（図例では「eigyou」）。下段に「＋入力したグルー
プ名」（図例では「+eigyou」）が表示されるので、それをクリック。
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7. クリックした項目の横に✓がついた状態になる。

8. グループが作成され、そのグループが選択された状態になる。この状態で画面右の青い✓を
クリックすると、グループが指定された状態でユーザーが作成される。

9. ユーザーを作成した後でも、グループの変更可能。変更したいグループの欄をクリックすれ
ば、作成時と同様にメニューが表示される。

10.グループの管理者の項目で、ユーザーに権限を設定することが可能。グループの管理者にし
たいユーザーのグループの管理者の項目をクリック → 変更メニューが表示される。管理者
にしたいグループをクリックして（クリックするとチェックされる）設定。

admin
11.「クォータ」=「容量」。該当ユーザーが利用可能なディスク容量を設定可能。

※クォータの初期値は「無制限」になっています。これを変更するのは画面左下にある、
「Setting」で行います（後述）。

※パスワードを要求された場合
ユーザー ID の追加等の作業（後述するユーザーの削除や有効/無効の切替設定も含む）時に、次の
ように認証のパスワードが要求される場合がありますこの場合は、今ログインしているユーザー
ID に対応したパスワードを入力して下さい。。
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○ユーザー ID の追加応用編（パスワードをユーザーに設定させる）
ユーザー ID を追加する際に、メールをユーザーに送り、メールのリンクからパスワードを設定させ
る方法もあります。ただし、Waffle Cell で Nextcloud を使う場合、同じ LAN 内で利用する人にアク
セス出来ない URL（「1-2:Nextcloud の起動」の、「○LAN の内側・外側の問題」を参照）を送って
しまうので、注意しましょう。この方法は LAN の外部から Nextcloud を使うユーザーに限って使う
事をお勧めします。

また、この設定でユーザー ID を追加する場合、メール送信するため Waffle Cell で「Postfix メール
サーバー」のサービス追加をしておく必要があります（＊＊Waffle Cell の教科書を参照）。

1. 画面上部の一番右のアイコンをクリック → メニューから「ユーザー」をクリック。

2. 「ユーザー」画面上部に、ユーザー ID を追加する欄が表示される。現在登録されているユー
ザー ID の一覧も表示される。（図例ではユーザーは全体の管理者「admin」だけしか登録さ
れていない）。ここまでは通常のユーザー ID 追加と手順は同じ。

3. 画面左下の「設定」をクリック → 設定の項目が表示される。設定項目の「新規ユーザーにメ
ールを送信」にチェックを付ける。チェックすると、画面上部のユーザー ID を追加の部分に
メールアドレスを入力する欄が表示される。
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4. メールアドレスを入れて、パスワードを入れずに作成を押すと、メールアドレス宛にパスワ
ードを設定するリンクが送られる。
パスワードとメールアドレスを入れて送ると、メールアドレス宛に Nextcloud のログイン
画面へのリンクがメールで送られる。
上記どちらの方法でメール送信しても Windows 等へインストールするクライアントソフ
トの紹介ページのリンクが記載されている。

◎1-3-4:ユーザー ID削除・無効/有効

ユーザー ID の削除と無効化（及び無効化を有効に戻す事）を行うことが可能です。
ユーザー ID を削除すると、そのユーザーが Nextcloud 内に保管しているデータは失われます。復
活することは出来ません。データごとユーザーを削除する場合にお使いください。

無効にすると、そのユーザー ID でのログインが出来ないように admin します（ログインしようと
すると「ユーザーは無効です」と表示される）。データは削除されず、再び有効にすると、以前と同
じように利用出来るようになります。一時的に利用を停止する場合などに使います。
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○削除、無効化の権限
権限の有無や種別に関わらず、自分自身を削除したり無効にしたりすることは出来ません。その上
で権限によって以下のようになります。
・全体の管理者
　自分以外の全てのユーザー ID を削除・無効・有効にすることが可能。
・グループの管理者
　自分のグループに所属しているユーザー ID の削除と無効化が可能。
　ただし無効化したものを有効にすることは出来ない（全体の管理者なら可能）。
　グループに所属していても全体の管理者の権限を持っているユーザーは削除出来 admin ない。

○削除、無効にする手順

1. Nextcloud に、全体の管理者の ID（または削除、無効にするユーザーの所属するグループ
のグループ管理者の ID）でログイン。

2. 画面上部の一番右のアイコンをクリックしメニューから「ユーザー」をクリック。
3. 一覧で操作したいユーザーの右側にマウスを合わせる。
4. 「…」をクリック → 「無効にする」or「削除」をクリック。

○無効を有効に戻す

1. Nextcloud に、全体の管理者の ID でログイン。
2. 画面右上のアイコンをクリックしメニューから「ユーザー」をクリック。
3. 無効になったユーザー ID は最初は一覧に表示されないので、画面左のサイドメニューから

「無効なユーザー」をクリックし、無効になっているユーザー ID の一覧を表示させる。

4. 有効化したいユーザー ID の右側の「…」クリック → 「ユーザーを有効」をクリック。
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◎1-3-5:ユーザー画面メニュー

ユーザーの設定を行う画面の左に表示される、グループの追加や登録されているユーザ一覧を切り
替えるメニューについて説明します。また、画面左の最下部に表示の設定を行う画面があります。

○グループ追加とユーザ一覧選択
右のメニューで、グループの選択と追加などが行えます。

・新しいユーザー
　クリックすると、グループを追加する事が出来ます。ただし、グループの管理者権限しかないと、
自分の管理するグループ所属のユーザーしか作れません。

・グループを追加する
　クリックすると、グループを追加する事が出来ます。ただしグループの管理者権限しかない場合
は、追加作業を行うことが出来ません。

・すべてのユーザー
　クリックすると右のユーザ一覧に全てのユーザーを表示します。初期値では全てのユーザーが表
示されます。ただし、グループの管理者の場合は自分が管理しているグループのユーザーのみが対
象となります。

・管理者（「全体の管理者」でログイン時のみ表示される）
　クリックすると右のユーザー一覧に全体の管理者の権限を持つユーザーを表示します。

・無効
　無効にされたユーザーを表示します。無効にされたユーザーは「全てのユーザー」を選んでも一覧
に表示されませんので、表示する場合はここをクリックします。ただし、グループの管理者の場合は
自分が管理しているグループでの無効になっているユーザーのみが対象となります。

・グループ
　追加されているグループがひょうじされます。図例では all と eigyou が追加されたグループにな
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ります。クリックすると右のユーザー一覧にそれぞれ一覧が表示されます。また、クリックするとゴ
ミ箱のアイコンが表示され、アイコンをクリックすることでグループの削除も可能です。削除はそ
のグループに所属しているユーザーが居る場合でも強制的に行われますが、もちろんユーザーが削
除される事はありません。
グループの管理者の場合は自分が管理しているグループだけが表示されます。

○Settings（設定）
Settings をクリックすると、各種の設定が出ます。
なお、ここで設定した内容は、全体の管理者が設定した内容は保存されますが、グループの管理者が
設定した内容は保存されません。

・デフォルトのクォータ
　ユーザーの利用可能な最大クォータ（容量）の初期値を設定します。この初期値を変更すると、
クォータを初期値で設定しているユーザー全てに影響が出ます。例えばここを 10MBにすると、初
期値で設定されている全ユーザーの容量が 10MBになってしまいます。この項目はユーザー ID の
追加前に行う以外はなるべく変更しない方がいいでしょう。

・Show Languages
　ユーザーの言語設定を表示します。

・最終ログインを表示
　一覧にユーザーの最終ログイン時間が表示します。

・ユーザーバックエンドを表示
　Waffle Cell で利用している場合は全て database と表示されます。

・Show storage path(データの保存場所を表示)
　データの保存場所を表示します。データが WaffleCell 内のどこのフォルダに存在してるかを知る
ことができますが、Linux で十分な知識がある技術者以外は直接データを操作しないことをお勧め
します。
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1-4:共有の設定

Nextcloud は様々な方法でファイルやフォルダを他のユーザーや外部の人間と共有可能です。全体
の管理者はその共有方法や制限などを設定する事ができます。
構成上、共有の設定はユーザーガイドの前になっていますが、ユーザーガイドで実際のファイルと
フォルダの共有方法を理解してからこの項目を見たほうが内容を理解できるかと思います。

○共有設定画面の表示

1. 画面上部の一番右のアイコンをクリック → メニューから「設定」をクリックします。

2. 画面左のメニューから、「共有」をクリックします。

○設定
設定のチェックの意味などを説明します。

・アプリからの共有 API の利用を許可する（初期値チェック有り）
このチェックを外すと、全ての共有が不可となります。共有を利用する場合には必ずチェックをつ
けた状態にして下さい。

ファイル・フォルダの共有を禁止したい場合はここのチェックを外してください。ただし、このオ
プションで Nextcloud クライアントソフトを使ったファイル・フォルダの同期を中止することは
出来ません。

・URL リンクでの共有を許可する（初期値チェック有り）
チェックすると、ファイル・フォルダを URL での共有が可能になります。また以下の４つのチェッ
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クが可能になります。以下のチェックは初期値のままにしておくと、URL公開時にユーザー側でこ
れらの項目を自由に設定できるようになります。

パブリックなアップロードを許可する（初期値チェック有り）
常にパスワードを尋ねる
常にパスワード保護を有効にする
有効期限の初期値を設定する

・再共有を許可する（初期値チェック有り）
　チエックされていると、例えばユーザー A がユーザーBに共有許可を与えたファイルやフォルダ
を、今度はユーザーBがユーザー C に共有させること（再共有）が可能になります。

・グループ共有を許可（初期値チェック有り）
チェックされていると、共有をグループに対して設定できるようになります。

・グループ内のユーザーでのみ共有するように制限する
チェックされていると、共有元のユーザーと同じグループに所属しているユーザーとだけ共有でき
るようになります。また、連絡先でも同じグループの人だけが表示されるようになります。ただし
URL での共有はチェックの有無に関わらずグループ外とも共有可能です。

・共有可能なグループから排除する
チェックし、指定したグループでは、ファイルやフォルダの共有を開始する事ができなくなります。
ただし、グループ外から共有させることは可能です。

・共有ダイアログでのユーザー名の自動補完を有効にする。（初期値チェック有り）
チェックすると、ユーザー名やグループ名を共有で指定する際に部分一致で該当するものを探すよ
うになります。

・公開リンクのアップロードページに免責事項のテキストを表示する
フォルダが公開されていて、なおかつ「アップロードのみ」の設定になっている際に、チェックする
と、入力したテキストを表示します。

『統合されたクラウド共有と信頼済サーバー』以降の説明は割愛させて頂きます。これらの設定は基
本的には初期値のままにして下さい。
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第２章　ユーザーガイド

Nextcloud を利用する方法についての説明です。ここでの操作は操作権限に関わらず、全てのユー
ザーが行えます。
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2-1:画面の説明

Nextcloud にログインすると、次のような画面になります。

①アプリ切替
　ファイル操作以外のアプリに切り替えます。ファイル操作の画面ではフォルダのアイコンが選択
されています。

②ファイル・フォルダ表示の切替
右側のファイルとフォルダの表示を切り替えます。初期値は「すべてのファイル」になります。

• 最新
最近更新がかかったファイルを最新順に表示します。

• お気に入り
ファイル（フォルダ）右の「…」のメニューから「お気に入りに追加」を行ったファイル（フ
ォルダ）だけを表示します。

• 共有
共有設定されているファイル（フォルダ）だけを表示します。

• タグ
特定のタグをつけたファイル（フォルダ）だけを表示します。
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③ゴミ箱
ゴミ箱の中身を開きます。ゴミ箱の中には削除されたファイルがあり、復元が可能です。また、ゴミ
箱内のファイルを削除すると、そのファイルは完全に削除されます。

④使用量
現在保存しているデータの使用量を表示します。

⑤設定
設定画面を開きます。設定できる項目は「隠しファイルを表示」になります。チェックすると隠しフ
ァイルを表示するようになります。
また WebDAV の情報も表示されます（後述の「WebDAV」を参照）

⑥今見ているフォルダ
今見ているフォルダの場所を表示します。図例の場合は Home（一番上位のフォルダ階層）の下の
Documents というフォルダを見ている事になります。ここで家のアイコンをクリックすると Home

に移動します。また、 をクリックすると、今見ているフォルダの設定画面が表示されます。

⑦追加メニュー
クリックすると、フォルダーのアップロード、新しいフォルダー、新規のテキストのメニューが表示
されます。

⑧ファイル（フォルダ）の選択と並び替え
チェックボックスをチェックすると、表示されている全てのファイルとフォルダが選択状態になり
ます。「名前」「サイズ」「更新日時」をクリックすると、名前順、サイズ順、更新日時順にファイル表
示を並び替えます。

⑨ファイル・フォルダ一覧
ファイルとフォルダを表示します。ここでファイルやフォルダを選択したり操作したりします。

⑩検索、お知らせ、ユーザー、メニュー
虫眼鏡のアイコンをクリックすると、ファイルやフォルダを検索します。検索は部分一致で行いま
す。鐘のアイコンはお知らせを表示します。人々のアイコンは同じ Nextcloud の利用者のユーザー
ID と登録されている場合はメールアドレスが表示されます。一番右の歯車のアイコンをクリックす
ると、設定メニューが表示されます。
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2-2:個人情報等の設定

画面右上の歯車のアイコンをクリックして表示するメニューから、ユーザーの個人情報等の設定を
行うことが可能です。設定は必須ではありませんが、メールアドレスだけは登録しておいたほうが
いいでしょう（パスワードを忘れた時に登録アドレス宛にパスワードを送付するため）。

1. 画面左上の右の歯車のアイコンをクリックし、メニューから「設定」をクリックします。

2. 個人情報を設定する画面が表示されます。左のメニューはユーザーの権限によって表示さ
れる内容が違いますが、「個人」のメニューは共通で表示されます。

ここで各種の情報を入力します。

「プロフィール画像」で画像を指定すると、ユーザーの識別子（例図では丸囲みの A）が指
定した画像に置き換わります。後述する共有などで他のユーザーから識別しやすくなりま
す。「氏名」は自分の名前を入れます。初期値ではユーザー名が入っています。変更は可能で
すが、削除は出来ません。
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「メール」にはメールアドレスを入れます。必須ではありません。この情報はパスワードを忘
れた時にパスワードの再設定用のメールの送り先として使われ、また連絡先として他のユ
ーザーにメールアドレスの情報が提供されます。

「電話番号」~「Twitter」は完全に任意です。入れたい場合だけ入れましょう。

「グループ」には今所属しているグループが表示されます。

「パスワード」の項目で、パスワードを変更することが可能です。

「言語」で、日本語以外の言語も指定できます。
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2-3:ブラウザ経由のファイル操作

ブラウザの画面で、ファイルをアップロード、ダウンロード、削除、名前の変更、移動を行うことが
可能です。

◎2-3-1:ファイルのアップロード

Nextcloud へのアップロードはドラッグアンドドロップで簡単に行えます。
下図は Windows の画面です。左上は「ファイラー（エクスプローラ）」、右下が「ブラウザで開いた
Nextcloud の画面」です。ファイラーからファイルをドラッグアンドドロップするとアップロード
できます（フォルダも同様に D&D 可能です）。もちろん Mac 等でも同様にファイルのドラッグア
ンドドロップでアップロードを行えます。

エクスプローラー → Nextcloud のフォルダにファイルをドロップすれば、Nextcloud のフォルダの
中に該当のファイルがアップロードされます。
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※注意：ファイル名の大文字・小文字
Nextcloud ではファイル名の大文字・小文字を区別します。下図の Nextcloud の画面では

• WC.png

• Wc.png
と、二つのファイルが保存されています。この 2 つは Windows では同一のファイルと見なされます。
この状況で Windows の PC と同期を取ると齟齬が生じてしまいます。Windows をお使いの場合は、
ファイル名は小文字なら小文字で統一する等ルールを決めてお使いください。

◎2-3-2:ファイルのダウンロード

ブラウザの画面からファイルをダウンロードする事が可能です。ダウンロードされる場所はブラウ
ザによってまちまちですが、通常そのブラウザでネットからファイルをダウンロードする場合と同
じ場所にダウンロードされます。

○個別のダウンロード
ファイル（フォルダ）名右の　…　をクリックし、メニューからダウンロードを選びます。
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○まとめてダウンロード
また、複数のファイルやフォルダを選択して、一度にダウンロードする事も可能です。
ファイル（フォルダ）左のチェックボックスをクリックしてチェックします。

チェックすると画面上部に、「…アクション」が表示されます。ここをクリックし、ダウンロードを
選択すると複数のファイルやフォルダをまとめてダウンロードします。

複数をまとめてダウンロードした場合は一つの ZIP ファイルとなります。

ファイル名の部分（アイコンではなく）をクリックするとそのファイルは基本的にはダウンロー
ドされますが、ファイルの種類とブラウザのオプション設定によってブラウザ内で表示されること
があります（例：PDF、画像ファイル、動画ファイルなど）。
テキストファイルはファイル名をクリックするとブラウザで文章内容が表示されます。但し、文字
コードによって正しく表示される場合と文字化けする場合があります。

• UTF-8 → 正しく表示される。
• Shift-JIS → 文字化けする。

もちろんダウンロードして Word 等で開けば正常に表示されます。

◎2-3-3:ファイルの削除・復活

○個別の削除
ファイル（フォルダ）名右の　…　をクリックし、メニューから削除を選ぶことで可能です。
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○まとめて削除
まとめてアップロードの時と同じように、削除したいファイルとフォルダを選択します。画面上の
方に「…アクション」が表示されるので、クリックし、削除を選択します。

○削除したファイル（フォルダ）の復活・消去
削除したファイル（フォルダ）は一時的に Nextcloud のゴミ箱に入れられている状態で、復活可
能な状態になっています。これを復活・完全消去を行うことが可能です。

画面左のメニューの下部にある、「ゴミ箱」をクリックすると、削除したファイルの一覧が表示され
ます。
「復元」をクリックすれば、ファイルは復元されます。…　をクリックし、削除をクリックするとこ
のファイルは完全に消去されます

◎2-3-4:名前の変更

ファイル（フォルダ）名右の　…　をクリックし、メニューから名前の変更を選ぶことで可能です。
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◎2-3-5:ファイルの移動またはコピー

ファイル（フォルダ）名右の　…　をクリックし、メニューから移動またはコピーを選ぶことで可
能です。
移動またはコピーを選ぶと、移動先のフォルダを選ぶ画面になります。
移動先フォルダを選んで、右下の「コピー」をクリックするとそのフォルダにコピーを、「移動」をク
リックすると移動します。またフォルダを選ばずに「コピー」または「移動」をクリックすると、一番
上のフォルダーにコピーまたは移動します。

◎2-3-6:まとめ

ここまで説明したように、Nextcloud はブラウザ経由でファイルのやり取りを行うことが可能です。

この方法は、ブラウザさえ使えれば、どの PC からでもファイルを操作可能という利点があります。

Nextcloud にドラッグアンドドロップしたファイルは、Waffle Cell の HDD のどこにあるのか、エ
クスプローラー(Windowsキー＋E)で表示するにはどうしたらいいのかというご質問をお客様か
らいただくことがあります。通常、Nextcloud 内に保存されているファイルはエクスプローラーで
表示することはできません。エクスプローラーで表示するには別途WebDAV の設定をする必要が
あります。

普段利用している PC から頻繁に使う場合、ドラッグアンドドロップ以外にもっと便利な方法があ
ります。次から説明する、

• Nextcloud クライアントソフトを使った同期
• WebDAV を利用したファイル操作

です。
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2-4:Nextcloud クライアントソフトを使った同期

各種OS向けに Nextcloud 用のクライアントソフトが提供しています。
PC 用としては、Windows、Mac、Linux。モバイル用としては Android、iPhone・iPad 用のものが公
開されています。

例えば普段利用している PC に Nextcloud クライアントソフトをインストールしておけば、

　(A)PC 内の指定されたフォルダ ←→ (B)Nextcloud（物理的には Waffle Cell 内の HDD）

という形でファイルの同期を行う事が可能です。お客様に
「Nextcloud全体のバックアップを取るにはどうしたらいいか」と聞かれる時がありますが 、
Nextcloud クライアントソフトを使い、ローカル PC との間で同期を取るのがいいでしょう。

上記(A)にファイルの追加を行うと、追加されたファイルは(B)に自動でコピーされます。
また(A)でファイルを編集して保存すると、変更されたファイルは(B)に自動で上書きコピーされま
す。
(A)でファイル削除すれば、(B)の同名ファイルもすぐ削除されます。
もちろんこれは(A)と(B)が逆になっても同様の動作を行います。

注意する点はバックアップではなく、あくまで同期である点です。
同期指定されているファイルを(A)の PC側で削除してしまうと、(B)の Nextcloud（Waffle Cell の
HDD）からも削除されてしまう点です。
同様に(B)Waffle Cell の HDD からファイル削除すると、(A)ローカル PC からも削除されます。
ただしどちら側から削除した場合でも、Nextcloud のゴミ箱から復元する事が可能です。

○クライアントソフトのインストール手順
1. クライアントソフトをダウンロード(https://nextcloud.com/install/#install-clients)

「Install Desktop Clients」の Windows なら Windows 用をダウンロードします。
2. ダウンロードしたらインストールを開始します。
3. 基本的に「次へ」ボタンを押していくだけでインストールが終了します。Nextcloud を実行

のチェックボックスがチェックされている状態で「完了」をクリックするとインストールが
完了します。
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4. Nextcloud が起動すると、サーバーアドレス欄入力の画面になります。

ここで、URL を入力するのですが、次の点に注意して入力します。
Ⅰ.ローカル PC(Waffle Cell と同じルーターに接続している PC))から接続する場合
→ 『https＋　l.　(エルドット)＋ホスト名を付ける』
　https://l.<ホスト名>.wafflecell.com/nextcloud
　【例】https://l.example.wafflecell.com/nextcloud

Ⅱ.LAN の外側(例:喫茶店の Wifi)から接続している PC でも、Waffle Cell には SSL が設定
されているので、 VPN 接続しないで安全に接続可能
→ 『https＋ホスト名とする。l.　(エルドット)は付けない』
　https://<ホスト名>.wafflecell.com/nextcloud
　【例】https://example.wafflecell.com/nextcloud
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PC を持ち運びする場合
例えば事務所に Waffle Cell を設置していてノート PC を持ち歩く場合、事務所ではノートPC
は同じ LAN 内、出先ではLAN の外という形になります。この場合、上記Ⅰの設定の場合は事務
所では同期されるが、外ではされない、Ⅱの場合は事務所では同期されず、外では同期されるとい
う形になります。即時の同期にこだわらないのであれば、例えばⅠの設定を行い、外での同期はし
ないという運用がいいかと思います。



5. Nextcloud 用ユーザー ID・パスワードを入力します。

6. 「接続」をクリックすると、同期の設定をする画面になります。

設定は上段の「サーバ」下段の「ローカルフォルダ」の両方で行います。通常はそのまま「接
続」をクリックすれば大丈夫です。ただし同期先（ PC のフォルダ、実際には C:
¥Users¥<Windows のユーザー名>¥nextcloud となります）がどこであるかは確認して
おきましょう。

・サーバ側(Nextcloud側)
サーバ側で「サーバーから全てのファイルを同期」を選ぶと、Nextcloud にある全てのフォ
ルダを同期対象にします。

「同期フォルダを選択」を選ぶと、次のようなフォルダを選ぶ画面になりますので、同期した
いフォルダだけをチェックした状態にします。
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・ローカルフォルダ側(Windows PC側)
同期するフォルダを指定します。初期値（上図では C:\Users\〜）をクリックするとフォ
ルダを指定するダイアログが開くので、そこで指定して下さい。同期先のフォルダ内にファ
イルが既に保存されている場合は次の図のようにそのフォルダのファイルを保持するか削
除して始めるかを選択できるようになります。

これで
　C:¥Users¥<Windows のユーザー名>¥nextcloud ←→ Waffle Cell の HDD
という形で、ファイルの同期を取ることができます。

- 34 -



2-5:ファイル・フォルダの共有

Nextcloud 内のファイルやフォルダを様々な方法で第三者と共有する事が可能です。

◎2-5-1:個別メニューの表示

特定のファイルやフォルダの共有の設定は個別メニューから行います。まずは共有メニューの表示
方法から説明します。

1. ファイル名またはフォルダ名の横の共有設定のアイコンをクリック。

2. 共有の設定などを行う個別メニューが右側に表示される。

各部の意味。
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① 選択したファイル名が表示されます。ファイルの種類によってはファイルの内容が表示さ
れる場合があります（例：テキストファイルの場合は内容が表示される）

② クリックするとダイレクトリンク（後述）の URL が表示されます。
③ 「星のアイコン」　ファイル（フォルダ）にお気に入りのマークを設定します。アイコンの

右に容量、最終更新日を表示します。
「タグ」　ファイルにタグ設定を行うことができます（タグについては後述）。

④ 「アクティビティ」　そのファイルの操作履歴が表示されます（削除や復活等）。
「コメント」　ファイルに対するコメント記入することができます（また記入されたコメン
トを見ることも出来ます）。

「バージョン」　Nextcloud 上でそのファイルが変更保存されたり、上書きされている場合、
以前のバージョンを表示し、そのバージョンに戻ることが出来ます。
「共有」　⑤の共有対象入力欄が表示され、共有設定を行うことが出来ます（後述）。

⑤ 共有設定を入力する欄です（後述）。
⑥ チェックすると、URL で他者とファイル（フォルダ）を共有可能になります（後述）。

◎2-5-2:共有相手を指定しての共有

同じ Waffle Cell の Nextcloud を利用しているユーザー間でファイルやフォルダを共有する方法で
す。

「アクティビティ~共有」の「共有」をクリックすると、共有するユーザーを指定する欄が表示されま
す。この欄に共有先のユーザー ID やグループ名を入れます。ユーザー ID やグループ名の一部だけ
を入れれば、該当するユーザー・グループの一覧が表示されますので、そこから選択します。
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① 選択したファイル名など

② ダイレクトリンクをコピー

③ お気に入り、タグ等

④ アクティビティ ~共有

⑤ 共有対象入力欄

⑥URL で共有設定



共有は、特定のユーザーと共有する場合はユーザー ID、グループと共有する場合はグループ名を入
れます。なお、自分が所属していないグループ、及びそのグループに所属していないユーザーと共有
する事も可能です。なお、設定によっては自分が所属していないグループ・及びそのグループに所
属していないユーザーとの共有をできないようにすることも可能です（後述）。

共有を追加すると、共有されているユーザーやグループが表示されるようになります。
図例では、ユーザー「suzuki」とグループ「eigyou」とファイルを共有しています。

編集可能のチェックボックスがチェックされている場合は、設定の変更が可能です。右の「…」をク
リックすると、共有に関するメニューが表示されます。

「再共有可能」がチェックされていますが、再共有とは、例えばユーザー A がユーザーBに共有許可
を与えたファイルやフォルダを、今度はユーザーBがユーザー C に共有させることです。
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ここを選択し、
ここにユーザー名やグループ名を入力



「有効期限を設定」をチェックすると、共有可能な有効期限が設定できます。
「受取人への注意」をクリックすると、注意を書き込むことが可能です。
「共有解除」をチェックすると、共有の解除が行えます。

◎2-5-3:ダイレクトリンクでの共有

ダイレクトリンクでの共有は、今開いているユーザーのユーザー名とパスワードを知っている人し
か共有できません。あまり使う機会はないでしょうが、例えば、一つのアカウントを複数人で共有し
ているような場合などに使います。

個別メニューの表示でダイレクトリンクをクリックすると、今見ているファイル（フォルダ）への
ダイレクトリンクがクリップボードにコピーされます

ブラウザでこのダイレクトリンクの URL を開くと、Nextcloud のログイン画面でユーザー名とパ
スワード入れる画面になり、ログインするとフォルダの場合はフォルダの中身を、ファイルの場合
はそのファイルの個別メニューを開いた状態で表示します。

○URL を送る場合の注意
URL を使ってファイル・フォルダ内ファイルの共有する場合、ファイルを受け取る相手の PC が
・LAN の内側にある(同じルーターに接続している)
・LAN の外側にある(異なるルーターに接続している)
場合で、URL に　l. (エルドット)を付ける付けないの違いが出てきます。

l. が付いた URL を LAN の外側にいる相手の PC に送ると・・・
l. は同じ LAN 内を意味する → しかし相手の PC は LAN の外にある → 相手が URL をクリックす
る → エラー
となってしまいます。

LAN の外側にいる相手の PC に URL を送る場合、下記のように、URL から　l.　を削除した形で相
手にお送りください。

×　https://l.<ホスト名>.wafflecell.com/nextcloud/〜
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ここをクリック



○　https://<ホスト名>.wafflecell.com/nextcloud/〜

◎2-5-4:URL で共有

Nextcloud に保存されているファイルの URL をメールで他者に送り、他者の PC でダウンロードし
てもらうことができます。ファイルサイズが大き過ぎてメールの添付で送信できないファイルを送
る時に便利です。

1. ファイル名またはフォルダ名の横の共有設定のアイコンをクリックし、個別メニューを表
示する。

2. 「URL で共有」の右の+をクリック

　 

＋をクリックした瞬間に次のような画面になります。
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必要に応じて、チェック等を行いますが、まずは一度「…」をクリックしてメニューを閉じます。

…の隣のアイコンが共有用の URL をコピーするアイコンです。
これをクリックすると、クリップボードに共有用の URL がコピーされます。

ここでコピーした URL にブラウザでアクセスすると、ファイルをダウンロードする画面が表示さ
れます。フォルダの場合はフォルダ内のファイルの一覧が表示され、そこから一括あるいは個別に
ダウンロードする画面になります。メールでこの URL を送れば、相手に必要なファイルをダウンロ
ードしてもらう事ができます。

…で開くメニューの意味は以下のとおりです。

・編集を許可
-作成中-

・ダウンロードを隠す
-作成中-

・パスワード保護を有効化
ダウンロード画面に移行する前にパスワードを要求するようになり、パスワードを入れないと操作
できないようにします。
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・有効期限を設定
ダウンロード等が可能な有効期限を設定します。有効期限は年月日で指定し、指定した日を過ぎる
とダウンロード等ができなくなります。

・受取人への注意
注意を書き込むことが可能です。

・共有リンクを削除
URL による共有を解除します。

・別のリンクを追加
同じファイル・フォルダへの URL による共有リンクをもうひとつ作成します。例えばパスワード
保護をする場合としない場合の両方が必要な状況などで利用します。

○URL を送る場合の注意
URL を使ってファイル・フォルダ内ファイルの共有する場合、ファイルを受け取る相手の PC が
・LAN の内側にある(同じルーターに接続している)
・LAN の外側にある(異なるルーターに接続している)
場合で、URL に　l. (エルドット)を付ける付けないの違いが出てきます。

l. が付いた URL を LAN の外側にいる相手の PC に送ると・・・
l. は同じ LAN 内を意味する → しかし相手の PC は LAN の外にある → 相手が URL をクリックす
る → エラー
となってしまいます。

LAN の外側にいる相手の PC に URL を送る場合、下記のように、URL から　l.　を削除した形で相
手にお送りください。

×　https://l.<ホスト名>.wafflecell.com/nextcloud/〜
○　https://<ホスト名>.wafflecell.com/nextcloud/〜
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2-6:その他の機能

Nextcloud の標準的な機能で、その他の便利な機能の説明を行います。

◎2-6-1:お気に入り・タグ

ファイルやフォルダに「お気に入り」のマークを付けたり任意の「タグ」を付けたりという事が可能
です。設定は個別メニューで行います。ただし、お気に入り設定はファイル（フォルダ）右の「…」
をクリックし、メニューから設定することも可能です。

○お気に入り
星のマークをクリックすると、「お気に入り」に設定されます。設定されている状態で、もう一度星
のマークをクリックすると、「お気に入り」が解除されます。

お気に入りに設定したものは、画面左のサイドメニューの「お気に入り」をクリックすると一覧で表
示されます。

お気に入りは自分自身だけに反映されます。例えば誰かと共有しているファイルにお気に入り設定
を行なっても、他のユーザーから見た時、そのファイルはお気に入り登録されていません。

○タグ
タグをクリックすると、タグを設定する画面になります。
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クリックすると「お気に入
り」設定される。

クリックするとタグ設定が
可能になる。



このまま文字を入れれば、その文字でタグが設定されます。また既に設定されているタグの一覧が
出ますので、ここから選んでも結構です。また一覧の右の鉛筆のアイコンをクリックするとタグを
削除したり、タグの文字列を変更したりすることが可能です。ただしタグの文字列の変更や削除を
行うと、既に他のファイルやフォルダに設定しているタグも自動的に変更や削除が行われてします
ので、注意して下さい。

画面左のサイドメニューの「タグ」をクリックし、表示するタグを指定すると、そのタグが設定され
ているファイルやフォルダが一覧で表示されます。

なおタグは共有先でも有効になっています。

◎2-6-2:ギャラリー

アクセス可能な全てのファイル、フォルダから、画像ファイルだけを抽出して一覧で表示します。

ギャラリーモードの解除は右上のアイコン をクリックします。

◎2-6-3:検索、お知らせ、連絡先

画面右上の方のアイコンは、それぞれ検索、お知らせ、連絡先になります。
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クリックするとギャラ
リーモードに切り替わ
ります。



○検索
クリックすると、ファイルやフォルダ検索語を入力出来ます。文字を入力すると次のようなロジッ
クで検索を行います。
今見ているフォルダ内のファイルとフォルダ名は部分一致で一覧に表示します。
他のフォルダ内のファイルは主ファイル、または拡張子（例えば abc.jpg の場合、abc が主ファイ
ル名、jpg が拡張子）が完全一致している場合に「他フォルダの検索件数」として一覧に表示されま
す。

○お知らせ
クリックするとお知らせを表示します。

○連絡先
クリックすると、同じ Nextcloud を利用しているユーザー ID 一覧が表示されます。メールを登録
しているユーザーはメールが表示されます。初期値では利用している全てのユーザーが表示されま
すが、管理者が共有オプションの設定で「グループ内のユーザーでのみ共有するように制限する」を
設定していると、同じグループに所属しているユーザーだけが表示されます。
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第３章　その他

第１章と第２章でまだ記述していない、その他の機能の説明です。
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3-1:共同ワープロ

複数ユーザーが同時に 1 つの文章を作成、編集できる機能です。Nextcloud の他、管理 TOP からロ
グイン後、「サービス追加削除(一般)」から下記 2 つのサービス追加を実行してください。
 
※必ず(1)(2)の順でサービス追加してください。
 
(1)[社内]Etherpad-lite
(2)[Web]Nextcloud Etherpad統合
 
上記インストールが完了後、Nextcloud にログイン、画面上部 HOMEの隣の+をクリックすると下
記のメニューが表示されます。

メニュー下部 Protected Pad　が共同ワープロです。クリック → 文書名変更すると一覧に変更後
の文書名が表示されます。文書名をクリックすると編集画面が開きます。

共同ワープロは複数ユーザーが同一の文書に同時にアクセスし、文書作成することができます。重
要なメールを複数人で下書きする時などに便利でしょう。
複数人で同時に文書作成すると、文章がユーザーごとに自動的に色分けされます。
 
※Nextcloud と Etherpad-lite(共同ワープロ)を統合すると、Etherpad-lite(共同ワープロ)単体で
の使用はできなくなります。

- 46 -

https://ultra.wafflecell.com/manv2/wp-content/uploads/next_list2.png


3-2:WebDAV

Nextcloud でファイル操作(コピー、削除)する場合、ローカル PC のブラウザで Nextcloud にログ
インし、Nextcloud の画面上で行うのが基本です。通常は Windows のエクスプローラー
(Windowsキー＋Eで起動)で Nextcloud 内のファイルにアクセスできません。

しかし WebDAV 機能を使うと、Nextcloud にログインすることなく、エクスプローラーでファイ
ル操作を行うことができるようになります。簡単なファイルのコピー、削除、PDFの閲覧などであ
ればエクスプローラーでやった方が速いでしょう。但し、ファイル数が多くなると遅くなるので、そ
の場合は通常通り受け側をブラウザにしてお使いください。

※ここでいう「エクスプローラー」はファイラーのエクスプローラーです。
ブラウザのインターネットエクスプローラーではありません。

○WebDAV の設定
下記の手順で WebDAV を設定すれば、ローカル PC の Windows のエクスプローラー(Windowsキ
ー＋E)で Nextcloud に保存されているファイルにアクセスできます。

(1)Nextcloud ログイン後、画面左下［設定］をクリックすると WebDAV 用 URL が表示されるの
でコピーする。

(2)ローカル PC の Windows で、エクスプローラー起動。「PC」をクリックし、
「ネットワークの場所を追加」をクリック。
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(3)ウィザードが起動し、いくつかの画面が表示されるので、指示に従ってクリック。
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(4)「インターネットまたはネットワークのアドレス」欄に上記(1)でコピーした WebDAV 用 URL
を貼り付ける。

- 49 -



(5)エクスプローラーの「PC」の中に Waffle Cell の項目が追加される。
例図の「ultra.wafflecell.com」をクリックすると、Nextcloud に保存されているファイルの一覧が
表示される。

ユーザー名・パスワードの入力を求められたら、Nextcloud のユーザー ID とパスワードを入力す
る。
「資格情報を記憶する」にチェックを付けておけば次回以降入力を求められない。

※上記手順により、Windows10 PC で WebDAV を設定 → 接続できた後、Windows10 PC を再起
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動すると接続できなくなっている、上記手順を最初からやり直す必要があるという事例を確認して
います。原因ははっきりしていませんが、Windows Update 等によりセキュリティが厳しくなった
のかもしれません。現在のところ、残念ながら対処法は見つかっておりません。
Nextcloud の公式ヘルプでもこの件について記載がありますが、結局原因は特定に至っておりませ
ん。
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3-3:アプリ

Nextcloud はアプリを追加することで、様々な機能を実現出来ます（最初から追加されているアプ
リもあります）。
全体の管理者(初期値:admin)でログインし、画面右上のアイコン → 「アプリ」をクリックすると
Nextcloud対応のアプリケーション機能(以下アプリ)をインストールすることができます。

◎3-3-1:アプリのインストール

全体の管理者で Nextcloud にログイン → 画面右上のアイコンで「アプリ」 → サイドメニュー「ア
プリバンドル」

未インストールのアプリが一覧表示されるので、「有効にする」をクリックします。
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◎3-3-2:アプリの紹介

初期から組み込まれている Talk（通話）、カレンダー、パスワード、アナウンスのアプリを紹介し
ます。それぞれ、画面上部のアイコンをクリックすることで利用する事が可能です。

　　　　　　　Talk　　カレンダー　　パスワード　　アナウンス

○Talk（通話）
Talk（通話）は最初から組み込まれているアプリです。ネットを通して、テレビ会議、チャットがで
きます。

Talk については別に説明がありますので、そちらをご覧ください。

https://docs2.waffleinfo.com/v2deb_manual-talk.pdf

PC からはブラウザで利用しますが、スマホ用のアプリもあります。

○カレンダー
スケジュール管理をします。

初期値として「個人」カレンダーがあります。「新しいカレンダーを作成」クリックし、趣味用、仕事
用などとカレンダーを分けて設定することもできます。
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カレンダー名右側の共有アイコンをクリックし、グループ名・Nextcloud 用ユーザー ID を指定す
ることにより、複数ユーザーでカレンダーを共有することができます。

○パスワードマネージャー
パスワードを管理するアプリです。インターネットをやっているとパスワードが多くなって混乱し
てしまいます。サイト毎にユーザー名・パスワードを保存しておくことができます。
パスワードマネージャーのアイコン　クリックで、新規Vault を作成します。

パスワードは暗号化されているため、安全に保管できます。
「目」のアイコンをクリックすると非表示になっているパスワードが表示されます。

[パスワード]タブでは、パスワードを生成することができます。
いざパスワードを作ろうとしてもなかなか思い浮かばず誕生日や携帯番号にしてしまうことがあ
ります。そういうときにご利用ください。
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○アナウンス
Nextcloud の管理者 → グループ内各ユーザー　という形でメッセージを流すことができます。

例えば、管理者が「明日運動会があります」とアナウンスすれば、各ユーザーは「雨の場合はどうし
ますか」とコメントを入力することができます。
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3-4:正しいアップデートの仕方

Nextcloud は随時アップデートが行われています。インストール直後でもアップデート通知が表示
される事があります。、アップデートを行う場合は下記の手順でアップデートしてください。

「Yes (for usage with command line tool)」を選ぶと操作が難しく、途中で進む事も戻る事も
出来なくなる、ということにもなりかねません。

1. 管理画面の Updaterを選択し「Start Update」をクリック

2. Update が終わると画面下部、YesNo を聞かれるので、必ず No を選択。
※Yes の「コマンドライン」は絶対に選択しない。

3. 次の画面で下部の「Go Back・・・・・」をクリックすると Nextcloud が再起動

4. 再起動後、「アップデートを開始」をクリック
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これにより、Nextcloud がアップデートされます。
Nextcloud が起動したら、通常通り使用可能

※本説明書に記載されている会社名、商品、サービス名は各社の商標または登録商用です。
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