
WPS Cloud Pro
ユーザーマニュアル

1. WPS Cloud Pro 製品紹介

1.1 WPS Cloud Pro 製品概要

WPS Cloud Pro は、Win/Mac の PC 向けデスクトップアプリ 、Android/iOS 向けモバイル

アプリ、およびWebアプリでファイルの作成、保存、共有、ファイル共同作業が可能なクラ

ウド型オフィスです。

WPS Cloud Pro の主なサービス

オフィス編集機能（文書作成、スライド資料作成、表計算）、PDF 編集機能（PDF ファイル

の圧縮・結合・分割・画像変換、オフィスファイル変換）、オンライン共同編集、クラウド

ストレージ、リンク共有機能、編集履歴バックアップ、機能、ファイル権限設定、管理者機

能（アクセス制限、IP 制限設定、ログレポート）

1.2 WPS Cloud の導入メリット

オンラインでの共同作業、生産性の向上

WPS Cloud Pro は複数人でオンライン共同編集ができます。ローカル office に依存すること

なく、リアルタイムに編集・保存ができ、編集履歴も一目で分かります。各自がファイルを

送信、ファイルの取りまとめも必要なく生産性が向上します。また、他のユーザーが行って

いる編集をリアルタイムで表示するため、効率的な編集を体感できます。

PCおよびモバイル端末でのテキスト編集、表計算、スライド作成の同時オンライン編集をサポートします。共同編

集ではユーザーごとに色分けされて表示されます。



モバイルアプリ

モバイルアプリWEBブラウザ、パソコン向けアプリと組み合わせて使用することで、いつで

もどこでもオフィス編集が可能となります。各端末から編集したファイルは同期しているた

め、出先でもモバイルアプリを介してをファイルを同期編集することができます。



クラウドストレージでファイルを元管理

WPS Cloud Pro は、オフィスファイルだけでなく画像、動画、圧縮ファイルなどの形式を含

む、様々なファイルの保管、アップロードをサポートしています。ファイルをクラウド化し

て管理することでユーザーのローカルストレージを節約できます。クラウドに保存されたす

べてのファイルは個々にアクセス権を設定できるため、セキュリティも大幅に向上します。

Web 版とデスクトップ版のWeb トレイからの管理は簡単に行えます。

共有したメンバーに機能制限をかけることで、セキュリティを強化します。



2. WPS Cloud へのアクセス

2.1 ログイン

【Webブラウザを利用してログイン】

https://jp.docs.wps.com/にアクセス。法人向け「サインイン」を選択、「アカウントログイン」から

「アカウント」「ログインパスワード」を入力しWPS Cloud のホーム画面へ遷移します。

【PCデスクトップアプリからログイン】

アプリを立ち上げた後、左端のツールバーから「WPS Cloud」を選択。アカウントログイン画面が表示されました

ら、「メールアドレスを利用」を選択し、「アカウント」と「パスワード」を入力しログインします。

https://jp.docs.wps.com/


2.２マルチアクセス

Web ブラウザ,Windows,macOS の他、Android,iOS からのログインもサポートしています。

2.2.1 モバイル端末向けのアプリ

【インストール】

Android 端末はPlay Store、iOS端末は APP Store からアプリを取得して下さい。

○Android 向け

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_jp_365

○iOS向け

https://apps.apple.com/jp/app/wps-cloud/id1613457780?ct=wpscloudpro&mt=8

2.2.2 モバイル端末からのログイン

○Android

1.アプリをタップし起動

2.下のタブ「アカウント」を選択

3.上部に表示される「WPSへログイン」を選択しログイン画面へ移動します。

4.「Eメールでサインイン」を選択、「アカウント」「パスワード」を入力し

ログインは完了となります。

○iOS

アプリをタップし起動

＞下のタブ「アシスタント」を選択

＞上部に表示される「今すぐログイン」を選択しログイン画面へ移動します。

＞「メールでログイン」を選択、「アカウント」「パスワード」を入力し

ログインは完了となります。

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_jp_365
https://apps.apple.com/jp/app/wps-cloud/id1613457780?ct=wpscloudpro&mt=8


3. クラウドストレージの操作方法

WPS Cloud Pro は、クラウドストレージにファイルを保管することで様々な場所からのアク

セスをサポートします。

3.1 基本機能編

3.1 .1 同期バックアップ、クラウド管理

ビジネスシーンではさまざまな種類のファイルが大量に存在し、データの損失や破損のリスク、検索の困難さなど

の問題があります。そこでクラウド上のバックアップ管理を同期し、ファイルデータの安全性を確保する必要があ

ります。

1）ファイルのアップロード/作成

①ファイル/フォルダのアップロード

ホーム画面右側の【アップロード】をクリックし、表示された【ファイル】/【フォルダ】/【クラウドファイルの

追加】をクリックすると、画面の指示に従ってクラウドにファイル/フォルダをアップロードできます。

②新規ファイル/フォルダ

ページの左上にある【+新規作成】をクリックし、新しく作成するファイルの種類を選択します。



2）クラウドファイル管理

ファイル/フォルダに対して、【移動】、【複製】、【名前を変更】、【削除】などのアクションを実行できます。

【移動】:ファイル/フォルダ名の右にある"…”をクリックし、ポップアップウィンドウの【移動】を選択すると、フ

ァイル/フォルダを別のフォルダへ移動できます。

【コピー】:ファイル/フォルダ名の右にある"…”をクリックし、ポップアップウィンドウの【コピー】を選択する

と、ファイル/フォルダを別のフォルダへコピーできます。

【名前の変更】:ファイル/フォルダ名の右にある"…”をクリックし、ポップアップウィンドウの【名前の変更】を選

択すると、ファイル/フォルダの名前を変更できます。

【ごみ箱に移動】:ファイル/フォルダ名の右にある"…”をタップし、ポップアップウィンドウの【ごみ箱に移動】を

選択すると、ファイル/フォルダをごみ箱へ移動できます。

【お気に入り】:ファイル/フォルダ名の右にある"…”をクリックし、ポップアップウィンドウの【お気に入り】を選

択すると、ファイル/フォルダに星印が付きます。

【スター付き】ページ左上の【★お気に入り】をクリックすると表示できます。

3）ファイルのダウンロード

①単一のファイルのダウンロード

ファイル名の右側、 … をクリックし、ポップアップウィンドウの【ダウンロード】をクリックしてください。



②ファイルの一括ダウンロード、コピー、移動、削除

ファイルの上にマウスを置き、ダウンロードするすべてのファイルを選択し、右側にある【コピー】、【移動】、

【ダウンロード】、または【ごみ箱に移動】をクリックしてください。

4）リアルタイム同期、クラウドへの転送

WPS Cloud デスクトップ版のローカルデータとドラッグアンドドロップの移動で瞬時にアップロードできます。



5）バックアップ

①ファイル履歴の表示と復元

ファイル名の右側にある…をクリックし、【編集履歴】をクリックすると、ファイルのすべての編集履歴を表示す

るか、ファイルを任意のバージョンに復元できます。



②ごみ箱

【ごみ箱】機能を使用すると、削除したファイルを復元できます。左下の【ごみ箱】をクリックして、復元するフ

ァイルを探し、ファイル名の右側にある…をクリックし、【復元】をクリックしてください。また、ファイルをご

み箱から完全に削除することもできます。

③部署・チームファイルのアクションの履歴確認

チームファイルのリストの右側には、チームファイルの履歴が以下のように表示されます。誰がどのファイルを追

加またはアップロードしたか、誰がどのファイルを削除したか、誰がどのファイルを更新したかなど、チームファ

イルが一覧で表示されます。



6）ファイルのクイック検索

ファイルが大量にクラウドに保存されても、キーワード検索を使用して必要なファイルをすばやく検索できます。

検索ボックスにキーワードを入力すると、タイトルにそのキーワードを含むファイルが検索されます。



7）ファイルを【ピン留め】

頻繁に使用するファイルは、【ピン留め】機能を使用し、ファイルを最も目立つ場所に固定し、いつでも簡単にチ

ェックできます。

操作方法：ファイル/フォルダ名の右にある…をクリックし、メニューの【ピン留め】をクリックすると、ファイル

/フォルダがページ左側の一覧に追加されます。



8）ファイルを【チームトップへピン留め】

一部のチームで頻繁に使用されるファイルは、【チームトップへピン留め】機能を使用してチームページの上部に

配置すると、いつでも簡単にチェックできます。

操作方法：ファイル/フォルダ名の右にある…をタップし、ポップアップウィンドウで【チームトップへピン留め】

をタップすると、そのファイルがチームページの上部に配置されます。



3.1 .2 オンライン共有、共同編集

この項目ではオンライン共有、共同編集について説明します。スマホ端末でも PC端末でも、簡単に立ち上げて共

有、共同作業が可能です。

2つの方法:チームファイルでメンバーが共同作業できるチームを作成する、または共有リンクを使用し、他の人に

共同作業の招待して実施します。

1）チームの作成

チームが作成されると、チームメンバーは自分の権限でチームディレクトリ内にファイルを作成またはアクセス

し、複数のユーザーが同時に共同で編集できます。

①新しいチーム

WPS Cloud Pro にログインし、【+チームを作成】を選択します。

②チームにメンバーを招待する

チームに参加したら、右上にある【メンバーを追加】をクリックし、同僚をチームに招待、もしくは企業の連絡先

からメンバーを招待します。



③メンバー毎に権限を設定する

チームに加入後、右上のメンバーのアイコンエリアをクリックし、ポップアップウィンドウでメンバーの右側にあ

る権限設定ボタンをクリックすると、メンバーごとに異なる権限を設定できます。

2）共同編集の共有

【メンバーを共同編集に招待する】

①ファイルの共有

共有するファイルの上にマウスを置き、ファイル名の右にある【共有】をクリックします。

ファイルのアクセス権設定ページが表示されるので、必要に応じて共有ファイルに異なるアクセス権を設定し、メ

ンバーのアクセス権を指定します。



②複数人の共同編集

【共同編集への参加】

メンバーがWeb ブラウザで共有ファイルを開くと共同編集できます。複数のユーザーが同じファイルを同時に編集

している場合、ファイルの右上に共同編集者のアイコンが表示され、編集中のユーザーの位置も表示されます。

③共同編集履歴およびバージョン履歴の表示

ファイルを開いて右上の を クリックすると、ファイルの【共同編集履歴】と【バージョン履歴】が

表示され、ファイルを任意のバージョンに戻すことができます。



3.2 効率性の向上

3.2 .1 シートのゾーン保護

複数の人での共同編集は1つのフォームに多くの人が記入するため、データが誤って修正されてしまうことがありま

す。特に、データの正確性が要求される場面では、データを改ざんから保護することが重要です。

WPS Cloud Pro では、この問題を完全に解決するゾーン保護機能が用意されています。ゾーン保護機能を使用する

と、指定したゾーンについて、一部のユーザーは編集可能に、一部のユーザーは表示可能に設定できます。さら

に、一部のデータは一部のユーザーには表示されないように設定できるため、データの整合性と正確性が保証され

ます。この機能は、プロジェクトの進捗管理、エリアデータ管理、倉庫管理などの場面に特に適しています。

【操作手順】

1、対応するスプレッドシートをブラウザ版WPS Cloud で開きます。

2、バーの[共同編集]＞[エリア権限] で、権限を設定するエリアを追加します。

3、設定エリアは指定者のみ編集可能、設定エリアは指定者のみ表示可能。

4、複数のエリアの権限を設定することができます。例えば、一人一人は自分の販売データしか見ることができませ

ん。何度も設定することができます。



3.2.2 PDF/オフィスファイル変換ツール

PDFファイルは日常業務で使用され、時にはデータを抽出する必要があります。変換ツールを使用すると、PDFの

分割や結合だけでなく、PDFからWord、Excel、画像ファイルへの変換もサポートします。

1)PDFからWordへの変換ツール

PDFファイルをオフィスファイルに変換するにはどうすればよいでしょうか?WPS Cloud Pro では PDFファイルを

ファイル、表計算、プレゼンテーションに自由に変換できるので、その方法を紹介します。

【操作手順】

1、Win/Mac のデスクトップアプリを立ち上げます。

2、ホーム画面左側から変換ツールを起動、もしくはPDFファイルを開いてメニューバーの「ツール」をクリックす

ると、PDFをWord、PPT、Excel に変換するツールが表示されます。

4、ツール右上の [ファイルの追加] をクリックするか、もしくはファイルを直接ドラッグアンドドロップします。

複数ファイルの変換も同時にできます。

5、変換したいファイルにチェックを入れ、変換したいページ範囲を選択し、出力形式、出力ディレクトリを選択

し、変換開始をクリックすれば変換完了です。

6、右の表示ボタンをクリックすると、変換したファイルが表示されます。



2)PDFファイルを画像へ変換

PDFファイルを配布や保存のために画像形式に変換する必要がある場合もありますが、WPS Cloud Pro でも簡単に

できます。

【操作手順】:

1. 変換する PDFファイルを開く。

2. ツールにある「PDFから画像変換」をタップします。

3. 出力方法を選択します。1ページずつ出力、もしくは長い図を作成します。

4. カスタム透かしも作成できます。複数の透かしテンプレートスタイルを提供しています。

5. PNG、JPG、BMP、TIF のさまざまな画像形式の出力に対応。

6. 出力ディレクトリを選択し、右下の出力をクリックすれば画像の出力が完成します。



3)PDFファイルの分割、統合

受け取ったPDFファイルの中で、重要な1ページか2ページだけを保存したい場合や、いくつかのPDFファイルの

中の数ページを、1つの PDFファイルに統合したい場合があります。その様なときに、PDF ファイルの分割と統合

機能が役に立ちます。

【操作手順】:

1、分割または統合が必要なPDFファイルを開きます。

2、メニューバーの「PDF から DOCX 変換」をタップし、ポップアップが表示されたら、「PDF を分割」または

「PDFを統合」をタップします。

3、「PDFを分割」とは、1つの PDFファイル内の 1ページまたは複数ページを別々のPDFファイルに分割するこ

とです。

4、PDF 統合とは、1つまたは複数の PDFから複数のページを統合し、1つの新しい PDFファイルを作成すること

です。



3.2 .3 画像からテキストへの変換

画像をテキストへ変換できます。テキスト抽出、Wordファイル変換、Excel ファイル変換に対応しています。

3.3 セキュリティ編

3.3 .1 外部リンク共有セキュリティ

1)外部リンク共有管理

作業中のファイルをリアルタイムで共有し、他のユーザーが同時に共同作業できます。

外部リンク共有機能の特徴:

1.フォルダと単一のファイルの共有ができます。

2.リンクアクセス有効期限(7 日間、30 日間、無期限)の設定ができます。有効期限が切れたら自動的に無効になりま

す。また、いつでも共有アドレスを閉じることができ、予期しない拡散を制御できます。

3.共有権限の可視範囲の設定ができます。公開して外部に共有する、企業内だけで閲覧など制御することができま

す。さらに高い機密要求の場合は指定したユーザーのみに見えるように設定することができます。

4.表示のみのアクセス権を持つ受信者は、「ダウンロード、保存、印刷禁止」といった権限設定となり、ファイルの

セキュリティを強化することもできます。



2)企業ファイルの企業外への転送禁止設定

WPS Cloud Proでは、「企業ファイルの企業外への転送禁止」が設定可能です。この機能をONにすると企業のファ

イルをクラウド外への保存、他の場所への移動が制限されます。

【操作手順】

1,企業管理者アカウントでWPS Cloud にログインします。

2,「企業の設定情報「一般設定」を選択し、「企業ファイルの企業外への転送禁止」ボタンをONにします。

企業のファイルは企業内でのみ共有されることが保証されます。



3.3 .2 データストレージのセキュリティについて

この項目ではWPSクラウドサービスのセキュリティについて説明します。スライス(分割)アップロード、暗号化プ

ロトコルによる転送、ファイルバックアップメカニズムなどによってクラウド上のデータを保護する暗号化された

ストレージを使用して、データの安全性を高めています。

【ストレージの安全性と信頼性】

WPSクラウドサービスを使用すると、ファイルは【スライス・アップロード】され、オブジェクトストレージシス

テムに暗号化されて保存されます。これは、クラウドのサーバーに断片的に分散していることを意味し、これらの

データにはWPSアカウントにログインしたデバイスからのみアクセスできます。

WPSクラウドサービスのファイル転送は【暗号プロトコル伝送】を利用しており、ストレージの基盤となるシステ

ムも【暗号化ストレージ】となっており、転送プロセス全体に暗号保護が適用されます。転送されたファイルに他

のユーザー、さらにWPSもアクセスすることはできません。

WPSクラウドサービスに保存されているファイルデータは、万が一破損やシステムの異常が発生してもファイルデ

ータが自動的にバックアップのデータソースと照合し、データが失われないように保証する【ファイル・バックア

ップ・メカニズム】を備えています。

このように、WPS クラウドサービス全体のデータストレージと使用は安全で信頼性が高く、専用のストレージバッ

クアップメカニズムによって保護されています。
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