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1. はじめに 

 

1.1. はじめに 

 

このドキュメントは、FiLEX の操作方法を記したものです。 

 

1.2. 動作環境 

©Microsoft Internet Explorer 6 以降 

Mozilla Firefox 1.5 以降 

※ その他のブラウザでは、一部ページにおいて、正しく機能しない場合もあります。 

 

1.3. プラグイン *1 

お客様のお使いのパソコンに Flash Player がインストールされている必要があります。 

Flash Player がインストールされていない場合は、 

送信先の入力/選択画面にて、何も表示されない等の問題が発生する場合があります。 

Adobe® Flash® Player 9.0.28 以上 （最新版推奨） 

*1 メンバのみ必要 

 

1.4. 本マニュアルの表記ルール、注意事項 

 

 [ ]で囲まれているものは、ボタンあるいはリンクを意味します。 

 

 イタリック体で表記されているものは、複数の項目の中から選択された値を意味しま

す。 

 

 特に記載がない限り、データの登録・編集する際には、[OK]ボタンを押さなければデ

ータの登録・編集は完了されません。[キャンセル]ボタンを押すと、指定した内容を破

棄して、データは登録・編集されません。 

 

 特に記載がない限り、データ削除する際には、[OK]ボタンを押さなければデータの削

除は完了されません。[キャンセル]ボタンを押すと、削除が取り消されデータは削除さ

れません。 

 

 FiLEX にはいくつかの専用の用語を使用しています。 

詳細は「2. FiLEX で使用する用語」を参照してください。 
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 本マニュアルの FiLEX 画面イメージは、©Microsoft Internet Explorer 11 のもので

す。ご使用の Web ブラウザによっては若干レイアウトが異なります。 
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2. FiLEX で使用する用語 

 

FiLEX で使用する用語についての説明です。 

 

 

2.1. ユーザとは 

 

FiLEX の利用者です。 

ユーザには、 

 ユーザ ID 

 ユーザ名 

 権限 

 メールアドレス 

が設定されています。 

 

2.1.1. ユーザ ID とユーザ名の違い 

 

ユーザ ID は FiLEX にログインする為に必要なものです。 

全ての利用者を特定できるよう FiLEX 内で重複しない単一のものが使用されます。 

 

ユーザ名は FiLEX で表示用に使用される名前となります。 

 

2.1.2. 権限 

 

ユーザ毎に設定された FiLEX の利用権限です。 

権限には以下のものがあります。 

 

 

権限 解説 

システム管理者 システムの管理者です。 

弊社権限につきご提供されません。 

マネージャ グループの管理者です。 

グループに対して、設定の変更をしたり、メンバ管理したりすることがで

きます。 
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メンバ システムの一般ユーザです。 

ゲストにアップロードファイルの公開をすることができます。 

制限メンバ *1 一部機能が制限されたメンバです。 

制限メンバの場合は、送信先が制限されます。 

*1 詳細は、マネージャ編「4.1.4. メンバの登録情報の変更」を参照してく

ださい。 

ゲスト メンバによって招待されたユーザです。 

メンバの許可したアップロードファイルをダウンロードすることができ

ます。 

 

 

2.2. グループとは 

 

ユーザは必ず 1 グループに所属することになります。 

グループに対しての設定は、そのグループに所属する全ユーザに適用されます。 

なお、FiLEX では、ドメイン名をグループとして定義しています。 

 

 

2.3. アップロードファイルの公開とは 

 

メンバが FiLEX にアップロードしたファイルを、ゲストがダウンロード可能な状態にする

ことをアップロードファイルの公開と呼びます。 

公開しているアップロードファイルの状態を一時停止したり、再開したりすることもできま

す。 

 

2.3.1. アップロードファイル 

 

メンバが公開するファイルをアップロードファイルと呼びます。 

アップロードファイルは 1 度の公開で 5 つまで（5 つの総容量 100MB まで）登録すること

ができます。 

 

2.3.2. ダウンロードキーワード 

 

ゲストがメンバによって公開されたアップロードファイルをダウンロードする際に必要と

なるパスワードです。 

メンバがアップロードファイルを公開する時に、ダウンロードキーワードを使用するか使用
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しないかを任意に決めることができます。 

 

2.3.3. 案内メール 

 

メンバがアップロードファイルを公開する時に、任意のユーザに通知する為に自動で送信さ

れるメールです。 

 

2.3.4. ダウンロードキーワードメール 

 

ゲストがアップロードファイルをダウンロードする際に必要となるダウンロードキーワー

ドを通知するメールです。 

 

2.3.5. アップロードファイル履歴 

 

公開されたアップロードファイルに対してユーザが行った操作の履歴です。 

アップロードファイルの公開や一時停止などの操作に加え、ゲストがファイルをダウンロー

ドした際にも履歴が記録されます。 
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3. 共通の操作 

 

本項では、全ユーザで共通する操作について説明します。 

 

 

3.1. ログインする 

 

【目的】 

FiLEX にログインします。 

 

【方法】 

 

1. FiLEX にアクセスし、ログイン画面を開きます。 

https://filex-j.enets.ne.jp/filex/ 

2. ID 入力欄にログインするユーザ ID を入力してください。 

3. パスワード欄にログインするユーザのパスワードを入力してください。 

4. [ログイン]ボタンを押します。 

5. 正しいユーザ ID とパスワードであれば、ユーザに応じたマネージャ／メンバの

HOME 画面が表示されます。 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

ID ○ マネージャの場合、postmaster@ドメイン名 

メンバの場合、任意のメールアドレス 

パスワード ○ ログインするユーザのパスワード 
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3.2. ログアウトする 

 

【目的】 

FiLEX からログアウトします。 

 

【方法】 

 

1. 画面右上の[ログアウト]ボタンを押します。 

2. 全ユーザ共通のログイン画面に戻り、ログアウトされます。 

 

一定時間*1 何も操作を行わないと、強制的にログアウトされます。 

 *1 60 分 

 

 

3.3. 一覧のページング操作 

 

【目的】 

いくつかの画面で表示されるデータ一覧のページング機能の操作方法について説明し

ます。 

 

【方法】 

1. 一覧の表示件数を切り替える 

一覧の右上に表示されている セレクトボックスから 1 画面に表示させ

たい件数を 10 件 / 30 件 / 50 件 / 100 件の中から選択します。 

 

2. 一覧の閲覧ページを変更する 

一覧下部に表示されている アイコンを操作することによって一覧の閲覧
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ページを変更することができます。 

アイコンの間に表示される数字は、現在のページ数 / 全ページ数を表しています。 

アイコン 解説 

 最初のページに移動します。 

 1 つ前のページに移動します。 

 次のページに移動します。 

 最後のページに移動します。 
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4. メンバの操作 

 

FiLEX にメンバでログインした場合に実行できる操作の説明をします。 

以下の操作は、全てメンバでログインしていることを前提としています。 

 

 

 

[ ]ボタンを押して進む画面をファイルアップロードウィザード、 

[ ]ボタンを押して進む画面をメニュー画面と呼びます。 
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4.1. ファイルの公開 

 

ファイルをアップロードしてゲストに公開する手順を説明します。 

アップロードファイルの公開はファイルアップロードウィザードと呼ばれる以下の手順の

通りに進みます。 

 

 

【準備】 

HOME 画面の[ ]ボタンを押してファイルアップロードウィザードを 

開きます。 

以下、ファイルアップロードウィザードの流れに沿って説明します。 

なお、各項目の設定は完了画面の[完了]ボタンを押すまではFiLEXに登録されません。 

 

4.1.1. 公開するファイルの選択 

 

ファイルアップロードウィザードのファイルアップロード画面について説明します。 

 

 

 

 

【目的】 

ゲストに公開するファイルを選択します。 

 

アップロードフォーム 

公開ファイルフォーム 
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【方法】 

1. アップロードフォームの[参照…]ボタンを押します。*1 

2. ファイルのアップロードダイアログが表示されたら、アップロードしたいファイル

をダイアログから選択し[開く]ボタンを押します。 

3. 一度に複数のファイルをアップロードする場合は、[ ]ボタンを

押してアップロードフォームのファイル入力欄を増やし、1～2 の手順でアップロ

ードするファイルを選択します。 

4. ファイル選択が終了後に[アップロード]ボタンを押すと、ファイルのアップロード

状況を表すプログレスバー*2が表示されます。このプログレスバーが 100%になれ

ば、ファイルのアップロードは完了し、公開ファイルフォームに公開するファイル

が追加されます。 

5. ファイルのアップロードを実行した後に、再度ファイルを追加したい場合は、1～4

の手順を繰り返してください。最大 5 つ（5 つの総容量 100MB）まで公開するフ

ァイルを追加することができます。*3 

6. 公開するファイルを取り消したい場合は、公開ファイルフォームから取り消したい

ファイルの右にある[削除]ボタンを押してください。 

7. 1 つ以上のファイルを公開ファイルフォームに追加したら、[次へ]ボタンを押して

次の手順に進んでください。 

 

*1 ご利用のWebブラウザによって表示される文言やボタンが異なる場合がござい

ます。（文言が途切れて表示される場合はブラウザの文字サイズを調整することで

改善される場合があります） 

 

IE 以外のブラウザ表示例 

 

例：Fire Fox              例：Safari 

      

 

 

*2 ご利用の Web ブラウザによっては、プログレスバーが表示されないものがござ
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いますが、正常にファイルのアップロードが完了したら、公開ファイルフォームに

公開するファイルが追加されます。 

 

 

*3 アップロードファイルの上限値は【総容量 100MB/5 ファイルまで】となってお

ります。 

上限値以上のファイルを選択し[アップロード]ボタンを押すと、100MB になるま

でアップロード処理が実行され、画面が戻ります。 

ご利用の Web ブラウザによっては、ハングアップしたように見える場合がありま

す。 
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4.1.2. アップロードファイルの公開時の設定 

 

ファイルアップロードウィザードのメッセージの入力と各種設定画面について説明します。 

 

【目的】 

ファイル公開時の設定をします。 

 

【方法】 

1. 件名、メッセージ欄に案内メールやダウンロードキーワードメールで使用する件名

やメッセージを入力してください。 

 

 

項目名 解説 

件名 メールメッセージテンプレート内の<%%SUBJECT%%>を置換し

ます。64 文字以内。 

メッセージ メールメッセージテンプレート内の<%%MESSAGE%%>を置換し

ます。1024 文字以内。 

 

2. 案内メールの送信、ダウンロード時の認証(ダウンロードキーワード)、ダウンロー

ドキーワードの送信ラジオボタンからファイル公開時の設定を選択します。 

 

 

項目名 解説 

案内メールの送信 アップロードファイル公開時にゲストへ案内メール

を送信するかどうかの設定。 
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ダウンロード時の認証 

(ダウンロードキーワード) 

アップロードファイルダウンロード画面へログイン

する際に、ダウンロードキーワードで認証するかど

うかの設定。 

ダウンロードキーワード

の送信 

アップロードファイル公開時にゲストへダウンロー

ドキーワードが記述されたメールを送信するかどう

かの設定。 

 

3. ダウンロード時の認証(ダウンロードキーワード)ラジオボタンで「認証(ダウンロー

ドキーワード)を使用する」を選択している場合は、ダウンロードキーワード欄で

任意のダウンロードキーワードを入力するか、[自動生成]ボタンを押してランダム

な文字列で構成されたダウンロードキーワードを作成します。 

 

 

項目名 解説 

ダウンロードキーワード アップロードファイルのダウンロード画面のログイ

ンに使用する認証キーワード。24 文字以内。 

 

4. アップロードファイル公開時の設定が終わったら、[次へ]ボタンを押して次の手順

へ進みます。 
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4.1.3. ファイル公開の通知先の設定 

 

ファイルアップロードウィザードの送信先の入力/選択画面について説明します。 

※お客様のお使いのパソコンに Flash Player がインストールされている必要があります。 

 

 

 

【目的】 

アップロードファイルの公開を通知する案内メールやダウンロードキーワードメール

の送信先を設定します。 

 

【方法】 

既にアドレス帳にアドレスの設定が済んでいる場合は、次の送信アドレスの追加から操

作してください。 

1. アドレス帳フォームのグループリストの下部にある[ ]ボタンを押します。 

2. 表示されたグループの追加ダイアログに追加したいグループ名を入力して、[OK]

ボタンを押してください。 

 

アドレス帳フォーム 

直接入力フォーム 

送信先アドレス 
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3. 追加したグループをクリックして選択状態にします。 

4. アドレスリスト下部の[ ]ボタンを押します。 

5. 表示されたアドレスの追加ダイアログに追加したいアドレス名とメールアドレス

を入力して、[OK]ボタンを押してください。 

 

6. グループ、アドレス内容を変更したい場合は、変更したいグループ、アドレスをダ

ブルクリックして変更することができます。 

7. グループ、アドレスリスト下部の[ ]ボタンを押すと、それぞれ選択されてい

るグループ、もしくはアドレスを削除することができます。 

8. アドレスを他のグループにコピーするには、コピーしたいアドレスをグループリス

トにドラッグし、[ctrl]キーを押してカーソルが  から に変わってからグルー

プにドロップします。 

 

※制限メンバでは、登録可能なメールアドレスが制限されている場合があります。 

 

 

 アドレス帳フォームからの送信元アドレスの追加 

(1) アドレス帳フォームのグループリストの中からグループをクリックして選択

します。 

(2) グループ内のアドレス全てを送信先アドレスに追加したい場合は、アドレス帳

フォームの右部にある[ ]ボタンを押し、グループを登録します。 

(3) グループ内の任意のアドレスのみを追加したい場合は、アドレスリストに表示

されたリストの中からメールを送信したいメールアドレスをクリックして選

択します。 

(4) アドレス帳フォームの右部にある[ ]ボタンを押し、送信先アドレスにメ

ールを送信するメールアドレスを追加します。 

(5) 送信先アドレスリストから追加を取り消したいメールアドレスを選択して、

[ ]ボタンか送信先アドレスの下部にある[ ]ボタンを押すと

追加を取り消すことができます。もしくは、追加を取り消したいメールアドレ

スをドラッグして、アドレス帳フォームか直接フォームか[ ]ボタ

ンにドロップします。 
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 直接入力して送信先アドレスに追加 

(1) アドレス名から検索して直接入力する場合は、左下にある直接入力フォームの

Name 欄にアドレス名を入力します。Name 欄の下部の Name 候補リストは

Name 欄に入力したアドレス名と部分一致するものが絞り込まれていきます。 

(2) Name 候補リストに候補が表示されている際、[↓]キーを押すと候補を選択す

ることができます。任意の候補を[↑][↓]キーで選択し、[ENTER]キーもしく

は[ ]ボタンを押すと、送信先アドレスに追加できます。 

(3) メールアドレスから検索して直接入力をする場合は、左下にある直接入力フォ

ームの MailAddress 欄にアドレス名を入力します。操作方法は Name 欄の項

を参照してください。 

(4) 曖昧検索で表示された候補をドラッグして、送信先アドレスフォームにドロッ

プすることでも送信先アドレスにアドレスを追加することができます。 

 

9. 送信先アドレスにアドレスを追加し終わったら、[次へ]ボタンを押して次の手順へ

進みます。 

直接入力して送信先アドレスに登録したアドレスは、履歴グループに自動で追加さ

れます。履歴グループが存在しない場合でも、グループは自動的に作成されます。 

なお、履歴グループに新規に登録されたアドレスは、再度「送信先の設定」画面を

開いた際にアドレス帳に反映されます。 

 

4.1.4. ファイルの公開時に通知するメールの内容の設定 

 

ファイルアップロードウィザードの確認画面について説明します。 

 

【目的】 

ファイルアップロード公開の前にアップロードファイル公開設定の最終確認を行いま

す。 

各種設定の訂正、またはメールメッセージテンプレートの詳細な設定を変更することが

できます。 

 

【方法】 

1. アップロードファイル公開時の設定の一覧が表示されます。 

2. メッセージと各種設定の設定を変更したい場合は、[ ]ボタンから

再度メッセージの入力と各種設定を行ってください。 
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3. アップロードファイルを変更したい場合は、[ ]ボタンから再度ア

ップロードファイルの選択を行ってください。 

 

 

4. 送信先の設定の送信先アドレスを変更したい場合は、[ ]ボタンか

ら再度送信先の入力/選択を行ってください。 

 

 

5. 詳細な設定を変更する場合は、[ ]ボタンを押して、後述されるア

ップロードファイル公開時の詳細設定に従って設定を変更してください。 

 

 

6. 設定の確認で問題がなければ、[完了]ボタンを押してアップロードファイルの公開

を開始します。 
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4.1.5. アップロードファイル公開時の詳細な設定 

 

ファイルアップロードウィザードの詳細設定画面について説明します。 

 

【目的】 

アップロードファイル公開時の詳細な設定を行います。 

 

【方法】 

詳細設定画面では以下の 3 つの設定を変更することができます。 

・案内/ダウンロードキーワードメールメッセージ 

・公開終了タイミングの条件 

 初期値は「公開開始時から 7 日後」となっております。 

・アップロードファイル削除タイミングの条件 

  初期値は「公開終了時」となっております。 

 

「公開終了タイミングの条件」、「アップロードファイル削除タイミングの条件」は

グループ設定により非表示の場合があります。 

 

設定を変更する場合は、それぞれの以下の項目を参照してください。 

 

 案内/ダウンロードキーワードメールメッセージの設定をします。 

 

1. 案内メールをグループのデフォルトのメッセージから変更したい場合は、案内メ

ールテンプレートの選択セレクトボックスから使用したいメールテンプレート

を選択します。 
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2. ダウンロードキーワードメールメッセージの設定を変更する場合も、案内メール

の設定変更と同じ手順で行ってください。 

 

 公開終了タイミングの条件を設定します。 

※この設定は、グループ設定の公開終了設定を「メンバが設定」にした場合に表

示されます。 

 

1. 公開終了タイミングの条件ラジオボタンからアップロードファイルの公開終了

タイミングの条件を選択します。 

2. アップロードファイルの公開終了タイミングの条件に指定した日時を選択した

場合は、日付、時刻入力欄にアップロードファイルの公開を終了させたい日時を

入力してください。 

 

【公開タイミングの条件】 

公開タイミングの条件 解説 

手動 メンバの操作によってアップロードファイルの公開が

終了されます。 

指定した日時 指定された日時に自動的にアップロードファイルの公

開が終了されます。 

 

 アップロードファイル削除タイミングの条件を設定します。 

※この設定は、グループ設定のアップロードファイルの削除設定を「メンバが設

定する」にした場合に表示されます。 

 

1. アップロードファイル削除タイミングの条件ラジオボタンからアップロードフ

ァイルの削除タイミングの条件を選択します。 

2. アップロードファイルの削除タイミングの条件に公開終了時から指定期間経過

後を選択した場合は、期間にアップロードファイルを削除させたい公開終了時か

らの日数を入力してください。 
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【アップロードファイルの削除タイミングの条件】 

アップロードファイルの

削除タイミングの条件 

解説 

手動 メンバの操作によってアップロードファイルが削除

されます。 

公開終了時 アップロードファイルの公開終了時にアップロード

ファイルが削除されます。 

公開終了時からの指定期

間経過後 

アップロードファイルの公開終了時から指定した期

間が経過後にアップロードファイルが削除されま

す。 

 

以上の詳細な設定の変更が終了したら、[変更]ボタンを押し確認画面に戻ります。 

 

4.1.6. アップロードファイルの公開 

 

ファイルアップロードウィザードの確認画面で[完了]ボタンを押すとアップロードファイ

ルの公開が開始されます。 

 

 

1. アップロードファイルの公開状況を確認する場合は[公開状況をチェックする]リンク

からアップロードファイルリスト画面へ移動してください。 

2. アップロードファイルの公開状況を確認する必要がない場合は[HOME へ戻る]ボタ

ンを押して HOME 画面に戻ります。 
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4.2. 公開したアップロードファイルの詳細の確認 

 

現在までに公開されたアップロードファイルの詳細を確認および設定を変更する方法を説

明します。 

 

【準備】 

1. アップロードファイルリスト画面を表示します。 

アップロードファイルリスト画面を表示する方法は以下の二通りあります。 

・ファイルアップロードウィザードの公開完了画面の[公開状況をチェックする]リ

ンクをクリックします。 

・HOME 画面の[ ]ボタンを押してメニュー画面の[ アップロードファ

イルリスト]ボタンをクリックします。 

2. アップロードファイルリストから詳細を確認したいアップロードファイルの[件名]

リンクをクリックしてアップロードファイルの詳細画面を開きます。 

 

4.2.1. アップロードファイル詳細画面の見方 

 

【目的】 

アップロードファイル詳細画面の各項目について説明します。 

 

【説明】 

 基本情報表示の説明 

 

アップロードファイルの詳細な情報を表示しています。 

表示項目 解説 
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NO アップロードファイル番号。 

公開日時 アップロードファイルが公開された日時。 

件名 メールメッセージの<%%SUBJECT%%>を置

換した内容。 

メッセージ メールメッセージの<%%MESSAGE%%>を置

換した内容。 

ダウンロード URL アップロードファイルダウンロード画面の

URL。※制限メンバである場合は表示されませ

ん。 

案内メールメッセージの送信 案内メールを送信するかどうか。 

ダウンロードキーワードメール

メッセージの送信 

ダウンロードキーワードメールを送信するかど

うか。 

ダウンロードキーワードの利用 アップロードファイルダウンロードの際にダウ

ンロードキーワードを認証に使用するかどう

か。 

ダウンロードキーワード ダウンロードキーワード。 

公開終了タイミング アップロードファイルの公開を終了するタイミ

ングの条件。 

公開終了予定日時 アップロードファイルの公開終了の予定日時。 

公開終了日時 アップロードファイルが公開された日時。 

アップロードファイル削除タイ

ミング 

アップロードファイルを削除するタイミングの

条件。 

アップロードファイル削除予定

日時 

アップロードファイルの削除の予定日時。 

アップロードファイル削除日時 アップロードファイルが削除された日時。 

状態 現在のアップロードファイルの状態。 

 

 アップロードファイル表示の説明 

 

アップロードファイルに含まれるアップロードファイルの情報を表示しています。 

表示項目 解説 

NO アップロードファイル番号。 

ファイル名 アップロードファイル名。 

ファイルサイズ アップロードファイルの容量。 
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 ダウンロード状況の説明 

 

案内メールを受信したゲストユーザによるダウンロード状況を表示しています。 

表示項目 解説 

ファイル名 ダウンロードファイル名。 

ユーザ名 ゲストユーザ名。 

メールアドレス ゲストユーザのメールアドレス。 

ダウンロード日時 ダウンロードされた日時。 

 

 アップロードファイル履歴表示の説明 

 

アップロードファイルに対して行った操作の履歴を表示しています。 

エラーメッセージは赤く表示されます。 

表示項目 解説 

操作日時 操作を行った日時。 

ユーザ名 操作を行ったユーザ名。 

内容 操作内容。 

 

4.2.2. ダウンロードキーワードの認証の有無の変更 

 

【目的】 

すでに公開されているアップロードファイルのダウンロード時にダウンロードキーワ

ードの認証を利用するかどうか設定を変更します。 

 

【方法】 

1. ダウンロードキーワード利用の変更ラジオボタンから、ダウンロードキーワードを

利用するかどうかを選択します。 

2. 利用するを選択した場合は、ダウンロードキーワード入力欄にダウンロードキーワ

ードを入力してください。 

3. [変更]ボタンを押します。 



 

 

28 

 

 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

ダウンロードキーワード －*1 アップロードファイルダウンロード画面のログイ

ンに使用する認証キーワード。24 文字以内。 

*1 利用する場合は必須。 

 

4.2.3. アップロードファイルの公開終了タイミングの条件の変更 

 

【目的】 

すでに公開されているアップロードファイルの公開終了タイミングの条件を変更しま

す。 

 

【方法】 

1. 公開終了タイミングの変更ラジオボタンから、公開終了タイミングの条件を選択し

ます。 

2. 指定した日時を選択した場合は、日付、時刻入力欄にアップロードファイルの公開

を終了させたい日時を入力してください。 

3. [変更]ボタンを押します。 

 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

日時 －*1 アップロードファイルの公開を終了させたい日付。 

*1 指定した日時を選択した場合は必須。 

yyyyMMdd の形式。 

例)20080701 

時刻 －*2 アップロードファイルの公開を終了させたい時刻。 

*2 指定した日時を選択した場合は必須。 

HHmm の形式。 

例)1730 
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4.2.4. アップロードファイル削除タイミングの条件の変更 

 

【目的】 

すでに公開されているアップロードファイルに含まれるアップロードファイルの削除

タイミングの条件を変更します。 

 

【方法】 

1. アップロードファイル削除タイミングの変更ラジオボタンから、アップロードファ

イルの削除タイミングの条件を選択します。 

2. 公開終了時から指定期間経過後を選択した場合は、期間入力欄にアップロードファ

イルの公開終了時からアップロードファイルを削除するまでの期間を入力してく

ださい。 

3. [変更]ボタンを押します。 

 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

期間 －*1 アップロードファイルの公開終了時からアップロードファ

イルが削除されるまでの期間。 

3 桁までの半角数字。 

*1 公開終了時から指定期間経過後を選択した場合は必須。 

 

4.2.5. アップロードファイルの公開状態の変更 

 

【目的】 

アップロードファイルの公開状態を変更します。 

 

【方法】 

公開状態の変更にある各ボタンをクリックすることで、アップロードファイルの状態を

任意の状態に変更します。 

 

【状態変更ボタンの説明】 

状態変更ボタン名 解説 
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公開を一時的に停止する 

アップロードファイルの公開を一時停止状

態にし、ゲストがアップロードファイルをダ

ウンロードできない状態となります。 

 

公開を再開する 

一時停止状態のアップロードファイルを再

度公開し、ゲストがアップロードファイルを

ダウンロード可能な状態となります。 

 

公開を終了する 

公開、または一時停止されているアップロー

ドファイルの公開を終了します。 

一度公開を終了したアップロードファイル

を再度公開することはできません。 

アップロードファイル削除タイミングの条

件が公開終了時の場合は、アップロードファ

イルも削除されます。 

 

アップロードファイルを削除する 

アップロードファイルを削除します。 

一度削除したアップロードファイルを復旧

したり再度公開したりすることはできませ

ん。 
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4.3. アドレス帳の管理 

 

メンバのアドレス帳の管理方法を説明します。 

 

【準備】 

1. HOME 画面の[ ]ボタンをクリックします。 

2. メニュー画面の[ アドレス帳]ボタンからアドレス帳の管理画面を開きます。 
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4.3.1. グループの追加 

 

【目的】 

アドレス帳にグループを追加します。 

 

【方法】 

1. グループリスト下部の[ ]ボタンを押します。 

2. 表示されたグループの追加ダイアログにグループ名を入力してください。 

3. [OK]ボタンを押します。 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

グループ名 ○ 追加グループ名。512 文字以内。 

 

4.3.2. グループの削除 

 

【目的】 

アドレス帳からグループを削除します。 

 

【方法】 

1. グループリストの下部の[ ]ボタンを押します。 

2. 表示されたグループの削除確認ダイアログの[OK]ボタンを押します。 

 

4.3.3. メールアドレスの追加 

 

【目的】 

アドレス帳にメールアドレスを追加します。 

 

【方法】 

1. グループリストにグループが登録されていない場合は、グループの追加方法を参照

してグループを追加します。 

2. グループリストからメールアドレスを登録したいグループをクリックして選択し

ます。 

3. アドレスリスト下部の[ ]ボタンを押します。 

4. 表示されたアドレスの追加ダイアログに名前とアドレスを入力してください。 
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5. [OK]ボタンを押します。 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

名前 ○ メールアドレスに付ける名前。256 文字以内。 

アドレス ○ メールアドレス*1。512 文字以内。 

*1 制限メンバでは登録に制限がある場合があります。 

 

4.3.4. メールアドレスのコピー 

 

【目的】 

アドレスを他のグループにコピーします。 

 

【方法】 

1. アドレスリストからコピーしたいアドレスをグループリストまでドラッグします。 

2. [ctrl]キーを押してカーソルが  から に変更します。 

3. カーソルが のまま、グループにドロップします。 

 

4.3.5. メールアドレスのグループの変更 

 

【目的】 

メールアドレスのグループを変更します。 

 

【方法】 

1. グループを変更したいメールアドレスのあるグループをグループリストから選択

します。 

2. アドレスリストに表示されたメールアドレスを変更先のグループリストのグルー

プにドラッグアンドドロップします。 

 

4.3.6. メールアドレスの削除 

 

【目的】 

アドレス帳からメールアドレスを削除します。 

 

【方法】 

1. アドレスリストの下部の[ ]ボタンを押します。 
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2. 表示されたアドレスの削除確認ダイアログの[OK]ボタンを押します。 

4.3.7. メールアドレスのインポート 

 

【目的】 

外部メールソフトのアドレス帳を FiLEX のアドレス帳にインポートします。 

 

 

【インポートが可能なアドレス帳】 

 Thuderbird 2.0 (CSV 形式でカンマ区切り) 

 Outlook Express 

 Windows メール(CSV 形式) 

 

【方法】 

1. インポート形式セレクトボックスからインポートする形式を選択します。 

2. インポートフォームの[参照...]ボタンをクリックします。 

3. 表示されたファイルのアップロードダイアログから外部メールソフトでエクスポ

ートしたアドレス帳ファイルを選択します。 

4. [インポート]ボタンを押します。 

 

 

4.4. 登録情報の変更 

 

メンバの登録情報の変更方法を説明します。 

 

4.4.1. メンバ情報の変更 

 

【目的】 

メンバの登録情報を変更します。 

 

【方法】 

1. HOME 画面の[ ]ボタンをクリックします。 

2. メニュー画面の[ 登録情報の変更]ボタンから登録情報の変更画面を開きます。 

3. 登録情報の変更フォームに必要な情報を入力してください。 

4. [OK]ボタンを押します。 
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【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

メールアドレス － 変更できません。 

名前 ○ メンバのユーザ名。256 文字以内。 

 

4.4.2. ログインパスワードの変更 

 

【目的】 

 メンバのログインパスワードを変更します。 

 

【方法】 

1. HOME 画面の[ ]ボタンをクリックします。 

2. メニュー画面の[  ログインパスワード変更]ボタンからログインパスワード変更

画面を開きます。 

3. 入力欄に現在のパスワードと新しいパスワードを入力してください。 

4. [OK]ボタンを押します。 

 

 

4.5. 操作ログの確認 

 

【準備】 

HOME 画面の[ 操作ログの確認]ボタンを押して、操作ログ確認画面を開きます。 
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4.5.1. 全件操作ログの確認 

 

【目的】 

メンバの全ての操作ログを確認します。 

 

【方法】 

1. 操作ログ一覧のページングを使って操作ログを確認します。 

 

4.5.2. 日付範囲指定された操作ログの確認 

 

【目的】 

メンバの全ての操作ログを日付範囲で指定して確認します。 

 

【方法】 

1. 操作ログ一覧上部の開始日と終了日に適切な日付を入力します。 

2. [再表示]ボタンを押します。 

3. ページングを使って操作ログを確認します。 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

開始日 ○ 指定したい範囲の開始日。 

yyyy/MM/DD 形式 

例) 2009/04/11 

終了日 ○ 指定したい範囲の終了日。 

yyyy/MM/DD 形式で開始日よりも未来の日付 

例) 2009/04/20 

 

4.5.3. CSV ファイルの出力 

 

【目的】 

メンバの全ての操作ログを CSV ファイルへ出力します。 

 

【方法】 

1. [CSV ファイル出力]ボタンを押します。 

2. [開く]または[保存]を選択します。 
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【CSV ファイル説明】 

ボタン名 解説 

CSV ファイル出力 メンバの全ての操作ログが出力されます。 

日付範囲指定での表示中には、指定された範囲内の操作ログが

CSV 出力されます。 

CSV ファイルで出力されるデータは以下の通りです。 

・操作日時 

・操作したクライアントマシンの IP アドレス 

・ログレベル 

・操作したユーザのユーザ ID 

・操作したユーザのユーザ名 

・操作内容 

 

4.5.4. 保存期間 

 

過去 60 日間です。それ以前の全ての操作ログは削除されます。 

必要な場合は「4.5.3. CSV ファイルの出力」を参照して、別途保存してください。 

 

 

 


