NSS 大容量ファイル転送システム

受信、返信手順（返信あり）（１）
ファイルが送信されると、受信者に「ダウンロードURL通知」メールが届きます。本文中に、送信者、
送信者メッセージ、受信者、ダウンロードURL 等が記載されています。
「ダウンロードURL通知」サンプル
From：bigfile-system@ml.affrc.go.jp
Subject：件名(大容量ファイル転送システム: ダウンロードURL通知 /
BTS: URL for Download Notice)
-受信者名＜受信者アドレス＞様

送信者名様からあなた宛てのファイルが、農林水産研究情報総合セ
ンターの大容量ファイル転送システムにアップロードされたのでお
知らせします（アップロード日：2013/07/22）。本メール内のダウ
ンロードURLをクリックして、暗号化されたファイルをダウンロー
ドして下さい。ファイルをダウンロードすると、復元用のパスワー
ドがメールで通知されます。
We inform you that the encrypted file for you uploaded to the AFFRIT
Bigfile Transfer System. Click URL for Download of this mail and
download a file. After download of a file, the password for decoding will
notify by e-mail.

送信者 / Sender :
送信者名＜送信者アドレス＞
送信者メッセージ / Message from Sender :
●●出版〇○様
いつもお世話になっております。
■■研究所の□□です。
▲▲の記事原稿をお送りしますので校正をお願いします。

https://ml-wiki.sys.affrc.go.jp/help/usage/bigfile/return

どうぞよろしくお願いいたします。

受信者 / recipient :
受信者１名前＜受信者１アドレス＞
受信者２名前＜受信者２アドレス＞
ダウンロードURL / URL for Download :
https://bigfile.affrc.go.jp/request/CfHttpReqDownload.aspx?pass=*****
***c6WEHd3C6oi9BTKw%3d%3dylCecfW8htJTU3a2hIJ%2bKQ%3d%3d
送信No. / Number of Sending :
123
送信ファイル名 / Download File Name :
cf20130722123.ex_
復元期限 / Expire Date for Decode the File :
2013/08/05
返信期限 / Expire Date for Return File :
2013/08/05

「返信あり」で送信されると、
返信期限が記載されます。

* 本メールに返信すると、農林水産研究情報総合センター宛てとな
ります。送信者にメールを送りたい場合は、上記の送信者のアドレ
スを指定してメールを作成して下さい。

容量が大きくなりましたので、農林水産研究情報総合センターの
* If you reply to this mail, it will become addressing to AFFRIT. When you
ファイル送信サービスを利用しています。
send e-mail
to a sender,
このサービスには、そちらから返信する機能があります。
1 please create mail of addressing to a sender of
NSS情報共有機能セミナー(大容量ファイル転送システム
) Page:
the above.
以下のURLの手順に従ってファイルの取得・返信を行って下さい。

NSS 大容量ファイル転送システム

受信、返信手順（返信あり） （２）
ダウンロードURLにアクセスすると、保存先を指定する「ダウンロード画面」が表示されます。
［保存］ボタンを押して、ダウンロードを開始します。
ダウンロードしたファイルは暗号化されています。復元して中身を取り出すために、復元用
パスワードが必要です。
拡張子が ex_

の場合は、ファイル名を直接exeに書き直します。

※ 下図のようなアイコンに変更します。

ファイル名書き換え
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受信、返信手順（返信あり）（３）
ダウンロードが完了すると「復元パスワード通知」メールが届きます。本文に、復元用パスワード、
送信ファイル名 等が記載されています。
「復元パスワード通知」サンプル

From：bigfile-system@ml.affrc.go.jp
Subject：件名(大容量ファイル転送システム: 復元パスワード
通知 / BTS: Password for Decode Notice)

送信No. / Number of Sending :
123

-受信者名＜受信者アドレス＞様

送信ファイル名 / Download File Name :
cf20130722123.ex_

送信者名様により農林水産研究情報総合センターの大容量
ファイル転送システムにアップロードされたファイルの、復
元用パスワードをお知らせします（アップロード日：
2013/07/22）。ダウンロードしたファイルをクリックすると、
パスワード認証画面が表示されますので、復元用パスワード
を入力しOKボタンを押下すると元のファイルが復元されます。
We inform you the password for decode the file uploaded to the
AFFRIT Bigfile Transfer System. When you click the downloaded
file, a password authentication screen will be displayed, the
original file will be decoded, if the password for decode is entered
and the OK button is depressed.

* 本メールに返信すると、農林水産研究情報総合センター宛
てとなります。
* If you reply to this mail, it will become addressing to AFFRIT.

復元用パスワード / Password for Decode :
12345**A
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受信、返信手順（返信あり）（４）
復元用パスワードを使って「返信あり」のEXE形式のダウンロードファイルを復元します。
（１）ファイルを実行すると、パスワード入力を求められます。
ダブルクリック

復元用パスワードを入力

（２）パスワード認証後、復元ファイルの保存先を指定します。
［参照］ボタンで指定できます。
（デフォルトは、EXEファイルが保存してあるフォルダです）
［ＯＫ］ボタンを押すと、復元を開始します。

（３）復元処理が終わると終了表示され、指定したフォルダに復元さ
れたファイルが保存されます。

※

EXE形式のファイルは、Windowsのみで展開することが可能です。
受信者の環境がWindows以外の場合は、送信者に連絡して下さい。
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受信、返信手順（返信あり）（５）
「返信あり」のEXE形式のダウンロードファイルを復元すると、送信されたファイルが入っている
フォルダ（fileフォルダ）と.ini形式のファイル（設定ファイル）が生成されます。



fileフォルダ：ダウンロードファイル名と同じ名前のフォルダ



設定ファイル：(ダウンロードファイル名).ini

返信対象のファイルは、返信の設定（後述）で
改めて決定することになりますので、fileフォルダ
とその中のファイルは任意の場所に保管しても問
題ありません。
ただし、設定ファイルのファイル名を変更したり、
別のフォルダに移動したりした場合は返信できな
くなります。
fileフォルダ

ここに送受信する
ファイルが保存される
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設定ファイル

NSS 大容量ファイル転送システム

受信、返信手順（返信あり）（６－１）
fileフォルダ内にあるファイルを更新等した後、EXE形式
のダウンロードファイルを使って返信します。
1.

設定ファイルがある状態でダウンロードファイルを
実行すると、処理選択画面が出ますので、[返信]を
選択して[OK]を押します。
ダブルクリック

2.

次にパスワード入力の要求画面が出ますので、最初
のファイル復元で使用したパスワードを入力して
[OK]を押します。
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受信、返信手順（返信あり）（６－２）
3.

返信設定画面が出たら、[ファイル選択]欄に返信ファイルをドラッグ&ドロップします。

4.

その他、必要な設定・記入が終了したら[送信]ボタンを押します。そして、返信処理の終了メッセージ
が出たら完了です。

返信先へのメッセージを記入できます（任意）

返信するファイルは、
受信したものと異なっても可

ドラッグ&
ドロップ

※返信したファイルのダウンロード処理は、返信した利用者には通知されません。
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