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A.3 FTP 接続を利用する 

A.3.1 Windows から接続する 

ここでは、Windows Vista を例に接続方法を説明します。 

注意！ FTP 接続する前に 

あらかじめ以下の URL から FileZilla client をダウンロードし、使用しているパソ

コンにインストールしておいてください。 

http://filezilla-project.org/ 

参考★ FileZilla とは 

従来の FTP に加え、通信内容を暗号化する FTPS、SFTP にも対応した、Windows

用 FTP クライアントソフトウェアです。 

 

操作1 FileZilla を起動します。 

＜FileZilla＞画面が表示されます。 
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操作2 ＜FileZilla＞画面上側のメニューから、“ファイル”をクリックし、“サ

イトマネージャ”をクリックします。 

＜サイトマネージャ＞画面が表示されます。 

 

操作3 “新しいサイト”ボタンをクリックします。 

“エントリーの選択”に新しい接続先が作成されます。 

操作4 新しく作成した接続先に任意の接続先名を入力します。 

操作5 ＜一般＞タブで、以下の情報を入力します。 

（1） “ホスト”の入力域に、“ss.affrc.go.jp”と入力します。 

（2） “ログオンの種類”欄の  をクリックして、“パスワードを尋ねる”を選

択します。 

（3） “ユーザ”の入力域に、ログイン名を入力します。 

操作6 “接続”ボタンをクリックします。 

＜パスワードを入力＞画面が表示されます。 
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操作7 “パスワード”の入力域に、パスワードを入力します。 

入力したパスワードは、伏せ字（“＊”など）で表示されます。 

操作8 “了解”ボタンをクリックします。 

研究データ交換システムに接続され、画面右下にホームディレクトリが

表示されます。 
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A.3.2 Mac OS X から接続する 

注意！ FTP 接続する前に 

あらかじめ以下の URL から Cyberduck をダウンロードし、使用しているパソコン

にインストールしておいてください。 

http://cyberduck.ch/ 

参考★ Cyberduck とは 

従来の FTP に加え、通信内容を暗号化する SFTP にも対応した、Mac OS X 用 FTP

クライアントソフトウェアです。 

 

操作1 Cyberduck を起動します。 

＜Cyberduck＞画面が表示されます。 
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操作2 ＜Cyberduck＞画面上側のメニューから、“新規接続”をクリックしま

す。 

接続先の設定画面が表示されます。 

 

操作3 接続先の設定画面で、以下の情報を入力します。 

（1） “サーバ”の入力域に、“ss.affrc.go.jp”と入力します。 

（2） “ユーザ名”の入力域に、ログイン名を入力します。 

（3） “パスワード”の入力域に、パスワードを入力します。 

入力したパスワードは、伏せ字（“＊”など）で表示されます。 
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操作4 “接続”ボタンをクリックします。 

研究データ交換システムに接続され、ホームディレクトリが表示されま

す。 
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