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はじめに 

製品の概要 

本システムは、利用者向けのメールサービスなどの各種サービス、および管理者向

けの各種管理サービスを、ネットワークを利用して提供するシステムです。 

本書で説明していること 

本書は、本システムの一般利用者向け機能の概要および操作方法について説明し

ています。なお、操作方法については、Edge を使用している場合を例に説明して

います。 

参考★ 本書に掲載されている画面について 

本書に掲載されている画面は、ご利用の環境によって、実際に表示される画面と異

なる場合があります。 

本書の目的 

本書は、本システムの一般利用者向け機能の概要および操作方法について理解し

ていただくことを目的としています。 

本書の対象読者 

本書は、本システムの一般利用者向け機能を使用するすべての利用者で、以下の知

識のある方を対象としています。 

• パソコンに関する基本的な知識 

• インターネットに関する基本的な知識 

• 電子メールに関する基本的な知識 

 

令和 4 年 3 月 1 日 初 版 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、本書に記述されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。 

お願い 

・本書を無断で他に転載しないようにお願いします。 

・本書は、予告なしに変更されることがあります。 

All Rights Reserved, Copyright ©農林水産研究情報総合センター 2022 
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本書の構成について 

本書は、１２の章および付録から構成されています。 

以下に、各章の概要を示します。 

  

章タイトル 概要 

第１章 

本システムを利用する前に 

本システムを利用する前に知っておいてほしいことに

ついて説明しています。 

第２章 

本システムの利用を開始／終了する 

本システムの利用を開始／終了する方法について説明

しています。 

第 3 章 

利用者情報を管理する 

利用者情報を管理する方法について説明しています。 

第 4 章 

Web メールを利用する 

Web メールを利用する方法について説明しています。 

第 5 章 

メーリングリストを利用／開設する 

メーリングリストを利用／開設する方法について説明

しています。 

第 6 章 

研究データ交換システムを管理する 

研究データ交換システムを管理する方法について説明

しています。 

第７章 

ファイル共有システムを利用する 

ファイル共有システムを利用する方法について説明し

ています。 

第 8 章 

Git リポジトリサービスを利用する 

Git リポジトリサービスを利用する方法について説明

しています。 

第９章 

チャット機能を利用する 

チャット機能を利用する方法について説明していま

す。 

第１０章 

認証機能管理を利用する 

認証機能管理を利用する方法について説明していま

す。 

第１１章 

申請の承認状態を確認する 

申請の承認状態を確認する方法について説明していま

す。 

第１２章 

外部の利用者を招待する 

外部の利用者を招待する方法について説明していま

す。 

付録 A 

研究データ交換システムに接続する 

FTP 接続で研究データ交換システムへ接続する方法

について説明しています。 

付録 B 

コンテンツへのアクセスを制限する 

研究データ交換システムに格納されているコンテンツ

にアクセス制限を設定する方法について説明していま

す。 

付録 C 

個人用公開フォルダを閲覧する 

公開されている個人用公開フォルダを閲覧する方法に

ついて説明しています。 

付録 D 

Wiki を閲覧・編集する 

公開されているメーリングリストおよび研究データ交

換システムの Wiki を閲覧・編集する方法について説明

しています。 

付録 E 

共有フォルダに接続・操作する 

アクセスが許可されているメーリングリストおよび研

究データ交換システムの共有フォルダに接続・操作す

る方法について説明しています。 

付録 F 

共有されたファイルをダウンロード

する 

共有されたファイルを受信する方法について説明して

います。 
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略称・総称について 

本書では、いくつかの略称および総称を使用しています。 

以下に、略称および総称と、その意味を示します。 

略称・総称 意味 

本システム “ネットワークサービスシステム”の略称です。 

Edge “Microsoft Edge”の略称です。 

内部サービス ネットワークサービスシステムにログインした利用者に提供

されるサービスのことです。 

公開サービス ネットワークサービスシステムにログインしていない利用者

に提供されるサービスのことです。 

携帯端末 携帯電話、スマートフォン、モバイル端末の総称です。 

 

 

 

表記上の約束ごと 

本書では、いくつかのマークを使用しています。 

以下に、各マークと、その意味を示します。 

マーク 意味 

注意！ 
注意していただきたいことを説明しています。 

必ず、お読みください。 

参考★ 
参考にしていただきたいことを説明しています。 

必要に応じて、お読みください。 

>参照先> 参照先を示しています。 

 
操作方法を説明しています。 

 
画面の見方を説明しています。 

＜  ＞画面 表示される画面名を示しています。 
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マニュアル体系について 

本システムには、以下の８つのマニュアルがあります。 

• 『利用者マニュアル（一般利用者編）』（本書） 

本システムの一般利用者向け機能の概要および操作方法について説明してい

るマニュアルです。 

• 『利用者マニュアル（外部登録利用者編）』 

本システムの外部登録利用者向け機能の概要および操作方法について説明し

ているマニュアルです。 

• 『利用者マニュアル（公開サービス編）』 

本システムの ID・パスワードを取得していない利用者向け機能の概要および

操作方法について説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（グループ配送編）』 

本システムのグループ配送リスト管理者向け機能の概要および操作方法につ

いて説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（メーリングリスト編）』 

本システムのメーリングリスト管理者向け機能の概要および操作方法につい

て説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（申請管理編）』 

本システムの申請管理者向け機能の概要および操作方法について説明してい

るマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（利用者情報管理編）』 

本システムの利用者情報を管理する機関管理者向け機能の概要および操作方

法について説明しているマニュアルです。 

• 『管理者マニュアル（IP アドレス管理編）』 

各機関で保有しているサーバーやパソコンなどの、IP アドレスなどの機器情

報を管理する機関管理者向け機能の概要および操作方法について説明してい

るマニュアルです。 
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なお、外部の利用者・一般利用者・管理者が参照できるマニュアルは、以下の 

とおりです。 

                                                          ○：参照できるマニュアルです。 

 利用者マニュアル 管理者マニュアル 
一般 

利用者編 

外部登録 

利用者編 

公開 

ｻｰﾋﾞｽ編 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

配送編 

ﾒｰﾘﾝｸﾞ 

ﾘｽﾄ編 

申請 

管理編 

利用者情報 

管理編 

IP ｱﾄﾞﾚｽ 

管理編 

外部の 

利用者 

本システム 

に登録され 

ていない方 
 ○ ○     

 

本システム 

に登録され 

ている方 
 ○ ○  ○   

 

一般利用者 ○    ○ ○   

管理者    ○ ○ ○ ○ ○ 
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1.1 本システムの概要 

本システムは、利用者向けのメールサービスなどの各種サービス、および管理者向

けの各種管理サービスを、ネットワークを利用して提供するシステムです。 

 

以下に、本システムの一般利用者が利用できる機能を示します。 

機能 説明 参照先 

利用者情報 ログインしている利用者が、自分自身の情報を表示し

たり変更したりすることができます。 
第 3 章 

Web メール Web ブラウザを利用して、メールを送受信すること

ができます。また、Web メールを利用するための各種

情報を設定することもできます。さらに、Web メール

の一部の機能を、利用者の携帯端末から利用すること

もできます。 

第 4 章 

メーリングリス

ト 

メーリングリストを利用することができます。また、

メーリングリストの開設を申請することもできます。 
第 5 章 

研究データ交換 

システム 

研究データ交換のための個人用公開フォルダ、個人用

Wiki、個人用共有フォルダを管理することができま

す。 

第 6 章 

ファイル共有 ファイルを共有することができます。 第７章 

Git リポジトリ

サービス 

ファイルやソースコードのバージョン管理を行えま

す 
第８章 

チャット機能 利用者間でのチャットやファイル共有を行うことが

できます。 
第９章 

各種申請状況確

認 

申請の承認状態を確認することができます。また、申

請を取り下げることもできます。 
第１１章 

外部登録利用者 

招待 

本システムの ID・パスワードを取得していない外部の

利用者を、本システムの外部登録利用者として招待す

ることができます。 

第１２章 
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1.2 本システムを利用する前に必要な作業 

以下に、本システムを利用する前に必要な作業の流れを示します。 

（1） 本システムの利用申請 

農林水産研究情報総合センターへ利用申請書を提出して、ログイン名

（“アカウント名”ともいいます）、仮パスワードおよびメールアドレ

スを発行してもらいます。 

参考★ 通知されるメールアドレスについて 

通知されるメールアドレスには、以下の２種類があります。 

・トップドメインメールアドレス 

 所属機関の識別名を含まないメールアドレスです。 

 形式：アカウント名＠affrc.go.jp 

・サブドメインメールアドレス 

 所属機関の識別名を含むメールアドレスです。 

 形式：アカウント名＠機関サブドメイン名.affrc.go.jp 

 

（2） ネットワーク接続の設定 

パソコンのネットワーク接続を設定します。 

 

（3） メールソフトウェアの設定 

使用しているメールソフトウェアに、アカウントを設定します。 

 

（4） Web ブラウザの設定 

使用している Web ブラウザに、必要な情報を設定します。 

 

（5） パスワードの変更 

通知された仮パスワードを変更します。 

 

>参照先> （2）～（４）の詳細については、『利用者マニュアル（ネットワーク・ソフト

ウェア設定編）』を参照してください。 

>参照先> （５）の詳細については、「3.4 パスワードを変更する」を参照してくださ

い。 

参考★ 農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）外から利用する場合には 

所属機関を通して、申請手続きが必要となります。 

申請手続きの詳細については、所属機関のシステム管理者または農林水産研究情報 

総合センターにお問い合わせください。 

なお、この申請により、クライアント証明書とワンタイムパスワード利用カードが 

発行されます。 

クライアント証明書は、速やかに申請した端末にインストールしてください。 

ワンタイムパスワード利用カードは、本システムを利用する際に必要となります。 
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第2章 本システムの利用を開始／終了

する 

2.1 本システムの利用を開始する 
2.2 本システムの利用を終了する 
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2.1 本システムの利用を開始する 

2.1.1 農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）内から

のアクセスの場合 

注意！ 10 分以内に、10 回以上ログインに失敗すると 

アカウントがロックされ、ログインすることができなくなります。

この場合には、10 分以上経過してから、再度ログインしてください。

操作1 以下のいずれかの方法で、本システムにアクセスします。

■農林水産研究情報総合センター（AFFRIT）のトップページから

本システムにアクセスする方法

１．Web ブラウザのアドレス欄に、農林水産研究情報総合センターの

トップページのアドレス（https://itcweb.cc.affrc.go.jp/affrit/）を

入力し、「Enter」キーを押します。

２．＜トップページ＞画面左側の“サービス”から、“ネットワークサ 

ービス”をクリックすると、＜Login＞画面が表示されます。

■本システムに直接アクセスする方法

１．Web ブラウザのアドレス欄に、本システムのトップページのアド

レス（https://nss.sys.affrc.go.jp/）を入力し、「Enter」キーを押す

と、＜Login＞画面が表示されます。
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操作2 ＜Login＞画面で、以下の情報を入力します。 

（1） “login name”の入力域に、ログイン名を入力します。 

（2） “password”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。 
（3） 表示言語として、“Japanese”または“English”を選択します。 

参考★ 表示言語について 

以降、表示されるすべての画面は、ここで選択した表示言語で表示されま

す。 

操作3 “OK”ボタンをクリックします。 

本システムにログインされて、＜ネットワークサービス（一般利用者

用）＞画面が表示されます。 

 

参考★ 以降に掲載する画面について 

以降に掲載する画面については、画面のヘッダー部分を省略しています。 
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2.1.2 農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）外から

のアクセスの場合 

注意！ 10 分以内に、10 回以上ログインに失敗すると 

アカウントがロックされ、ログインすることができなくなります。 

この場合には、10 分以上経過してから、再度ログインしてください。 

 

操作1 以下のいずれかの方法で、本システムにアクセスします。 

■農林水産研究情報総合センター（AFFRIT）のトップページから 

 本システムにアクセスする方法 

１．Web ブラウザのアドレス欄に、農林水産研究情報総合センターの

トップページのアドレス（https://itcweb.cc.affrc.go.jp/affrit/）を入

力し、「Enter」キーを押します。 

２．＜トップページ＞画面左側の“サービス”から、“ネットワークサ

ービス”をクリックすると、＜Login＞画面が表示されます。 

 

■本システムに直接アクセスする方法 

１．Web ブラウザのアドレス欄に、本システムのトップページのアド

レス（https://nss.sys.affrc.go.jp/）を入力し、「Enter」キーを押す

と、＜Login＞画面が表示されます。 
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操作2 ＜Login＞画面で、以下の情報を入力します。 

（1） “login name”の入力域に、ログイン名を入力します。 

（2） “password”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。 
（3） 表示言語として、“Japanese”または“English”を選択します。 

参考★ 表示言語について 

以降、表示されるすべての画面は、ここで選択した表示言語で表示されま

す。ただし、以下の操作 3～操作 4 に掲載されている＜証明書の確認＞

画面・＜証明書の選択＞画面については、端末自体の OS の言語設定に依

存します。 

操作3 “OK”ボタンをクリックします。 

ご利用の環境により、＜証明書の確認＞画面または＜証明書の選択＞ 

画面のいずれかが表示されます。 

＜証明書の確認＞画面：Windows 10・Edge の場合の例です。 

 

＜証明書の選択＞画面：Windows 10・Chrome の場合の例です。 

 

参考★ ＜ワンタイムパスワードログイン＞画面が表示された場合には 

ご利用の環境によっては、＜証明書の確認＞画面や＜証明書の選択＞画面 

は表示されず、＜ワンタイムパスワードログイン＞画面が表示される場合

があります。この場合には、操作 5 へ進みます。  
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操作4 ＜証明書の確認＞画面または＜証明書の選択＞画面で、証明書の発行者

や有効期限を確認し、“OK”ボタンをクリックします。 

参考★ ＜証明書の選択＞画面で複数の証明書が表示された場合には 

以下に示す画面のように、＜証明書の選択＞画面で複数の証明書が表示 

された場合には、サブジェクト（アカウント名）が操作 2(1)で入力した 

ログイン名と同じで、かつ発行元が“AFFRIT Private CA”となってい

る行を選択してください。 

＜証明書の選択＞画面：Windows 10・Edge の場合の例です。 

 

＜証明書の選択＞画面：Windows 10・Chrome の場合の例です。 
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＜ワンタイムパスワードログイン＞画面が表示されます。 

 

操作5 ＜ワンタイムパスワードログイン＞画面に表示されたメッセージに従っ

て、ワンタイムパスワード利用カードに印字されているパスコード 

を入力し、“OK”ボタンをクリックします。 

本システムにログインされて、＜ネットワークサービス（一般利用者

用）＞画面が表示されます。 

 

参考★ 以降に掲載する画面について 

以降に掲載する画面については、画面のヘッダー部分を省略しています。  
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2.2 本システムの利用を終了する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面右上の“ログアウト”

ボタンをクリックします。 

本システムが終了して、＜Logout＞画面が表示されます。 
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第3章 利用者情報を管理する 

3.1 利用者情報管理の概要

3.2 利用者情報の管理を開始／終了する

3.3 利用者の詳細情報を表示する

3.4 パスワードを変更する

3.5 所属の変更を申請する

3.6 氏名の変更を申請する

3.7 システムの利用を申請する

3.8 メールアドレスの利用／停止／削除を申請する

3.9 一時的に使用するメールアドレスを登録／削除する
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3.1 利用者情報管理の概要 

利用者情報管理とは、ログインしている利用者が、自分自身の情報を表示したり変

更したりする機能です。また、本システムの利用者を検索することもできます。 

以下に、利用者情報管理の機能を示します。 

機能 説明 

利用者詳細情報表示 ログインしている利用者自身の詳細情報を表示するこ

とができます。

パスワード変更 ログインしている利用者自身のパスワードを変更する

ことができます。

所属変更申請 ログインしている利用者自身の所属の変更を申請する

ことができます。

氏名変更申請 ログインしている利用者自身の氏名の変更を申請する

ことができます。

システム利用申請 ログインしている利用者自身の利用したいシステムを

申請することができます。また、現在利用しているシス

テムの利用停止を申請することもできます。

メールアドレス利用申請 ログインしている利用者自身のメールアドレスの利用

を申請することができます。また、現在使用しているメ

ールアドレスを停止や削除を申請することもできます。 

一時メールアドレス登録 ログインしている利用者が一時的に使用するメールア

ドレスを登録／削除することができます。

利用者検索 キーワードから、本システムの利用者を検索することが

できます。また、詳細な検索条件を指定して、本システ

ムの利用者を検索することもできます。
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3.2 利用者情報の管理を開始／終了する 

3.2.1 利用者情報の管理を開始する 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“利用者情報”

から、“利用者情報”をクリックします。 

利用者情報のメニュー画面が表示されます。なお、利用者情報のメニュ

ー画面右側には、＜利用者情報＞画面が表示されています。 
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3.2.2 利用者情報の管理を終了する 

 

操作1 利用者情報のメニュー画面右上の、“NETWORK SERVICE”をクリ

ックします。 

利用者情報が終了して、＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画

面が表示されます。 
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3.3 利用者の詳細情報を表示する 

 

操作1 利用者情報のメニュー画面で、“利用者情報詳細表示”をクリックしま

す。 

＜利用者情報詳細表示＞画面が表示されます。 
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以下に、＜利用者情報詳細表示＞画面に表示される項目を示します。 

項目 説明 

氏名 利用者の氏名が表示されます。 

氏名（よみ） 利用者の氏名のよみが表示されます。 

氏名（ローマ字） 利用者の氏名がローマ字で表示されます。 

ログイン名 利用者のログイン名が表示されます。 

所属 利用者の所属が表示されます。 

メールアドレス 利用者のメールアドレスが表示されます。 

メールエイリアス 利用者が本システム利用開始後に申請したメールアドレス

が表示されます。 

パスワード状態 利用者のパスワードの状態が表示されます。 

・正式パスワード 

利用者が変更した正式パスワード 

・仮パスワード 

農林水産研究情報総合センターから通知された仮パスワ

ード 

利用システム 利用者が利用できるシステムが表示されます。 

ユーザ ID グループ ID 利用者のユーザ ID およびグループ ID が表示されます。 

利用者区分 利用者の区分が表示されます。 

・一般 

・特殊 

・短期 

利用期限 内部サービスの利用期限が表示されます。なお、利用期
限日以降 30 日間（抹消猶予期間）は内部サービスを利
用できます。 

利用状態 利用者の状態が表示されます。 

・利用中 

・抹消猶予期間 

職員区分 利用者の職員区分が表示されます。 

・一般職員 

・非常勤職員 

・派遣職員 

・研修留学職員 

・その他 
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3.4 パスワードを変更する 

注意！ 仮パスワードの変更について 

農林水産研究情報総合センターから通知された仮パスワードは、必ず変更してくだ

さい。 

注意！ パスワードの定期的な変更について 

パスワードは、定期的に変更してください。 

なお、パスワードを 6 か月以上変更しないと、利用者宛にパスワード定期変更依

頼メールが送信されますので、本システムにログインしてパスワードを変更してく

ださい。 

パスワード定期変更依頼メール送信後、さらに 90 日以上パスワードを変更しない

と、再度、パスワード変更依頼メールが送信されます。 

 

操作1 利用者情報のメニュー画面で、“パスワード変更”をクリックします。 

＜パスワード変更＞画面が表示されます。 

 

参考★ ＜パスワード変更＞画面の表示について 

＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“利用者情報”か

ら、“パスワード変更”をクリックしても表示できます。 
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参考★ 科学技術計算システムを利用している場合の＜パスワード変更＞画面に

ついて 
科学技術計算システムを利用している場合の＜パスワード変更＞画面は、

以下の画面となります。 

 

この場合には、変更するパスワードのラジオボタンをクリックします。 

・共通パスワード 

本システムにログインするためのパスワードです。 

・科学技術計算システムパスワード 

科学技術計算システムにログインするためのパスワードです。 

操作2 パスワードを、以下の手順で入力します。 
（1） “現パスワード”の入力域に、現在のパスワードを入力します。 

（2） “新パスワード”の入力域に、新しい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。 

参考★ パスワードの入力について 

12 文字以上 32 文字以内の半角英数字および半角記号で入力します。 

入力可能な文字は、以下のとおりです。 

・英大文字（A～Z） 

・英小文字（a～z） 

・数字（0～9） 

・記号（! : ; + -） 

また、使用する文字については、以下のルールに従ってください。 

・英字を 2 文字以上使用すること 

・記号（! : ; + -）または数字を 1 文字以上使用すること 

・ログイン名を含まないこと 
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参考★ パスワードの強度について 

新パスワードを入力すると、パスワードの強度が判定され、以下の４段階

で表示されます。 

・非常に強い 

・強い 

・弱い 

・非常に弱い 

 

なお、パスワード強度が“非常に弱い”場合には、入力したパスワードが

“参考★ パスワードの入力について”に示すパスワード規約に従ってい

ない可能性があります。パスワード規約に従っていない場合には、パスワ

ードを変更することができません。 

ただし、“非常に弱い”でもパスワード規約に従っていれば、パスワード

を変更することができます。 

（3） “新パスワード（確認）”の入力域に、（２）で入力した新しいパスワー

ドを再度入力します。 

操作3 “変更”ボタンをクリックします。 

パスワード変更の確認画面が表示されます。 

操作4 “OK”ボタンをクリックします。 

パスワードが変更されて、パスワード変更の受付完了画面が表示されま

す。 

操作5 “OK”ボタンをクリックします。 

＜利用者情報＞画面が表示されます。 
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3.5 所属の変更を申請する 

 

操作1 利用者情報のメニュー画面で、“所属変更申請”をクリックします。 

＜所属変更申請＞画面が表示されます。 

 

参考★ ＜所属変更申請＞画面の表示について 

＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“利用者情報”か

ら、“所属変更申請”をクリックしても表示できます。 

操作2 新しい所属を、“新所属”欄に、以下の手順で入力します。 
（1） “参照”ボタンをクリックします。 

第１レベルの＜組織一覧＞画面が表示されます。 

（2） 第１レベルの＜組織一覧＞画面で、該当する組織名をクリックします。 

第２レベルの＜組織一覧＞画面が表示されます。 
（3） 第２レベルの＜組織一覧＞画面で、該当する組織名をクリックします。 

第３レベルの＜組織一覧＞画面が表示されます。 

（4） 第３レベルの＜組織一覧＞画面で、該当する組織名をクリックします。 

第４レベルの＜組織一覧＞画面が表示されます。 
（5） 第４レベルの＜組織一覧＞画面で、該当する組織名をクリックします。 

第５レベルの＜組織一覧＞画面が表示されます。 

参考★ 下位レベルの組織が存在しない場合には 

該当する組織左側の“選択”をクリックすると、所属が確定されて、＜所

属変更申請＞画面が表示されます。この場合には、操作３へ進みます。 

参考★ 第１レベルから第４レベルの途中で、所属を確定させる場合には 

該当する組織左側の“選択”をクリックします。所属が確定されて、＜所

属変更申請＞画面が表示されるので、操作３へ進みます。 

（6） 第５レベルの＜組織一覧＞画面で、該当する組織左側の“選択”をクリッ

クします。 

所属が確定されて、＜所属変更申請＞画面が表示されます。 
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操作3 “異動年月日”の年月日ごとに、  をクリックして、異動年月日を

選択します。 

操作4 “変更”ボタンをクリックします。 

所属変更申請の確認画面が表示されます。 

操作5 “OK”ボタンをクリックします。 

申請が受け付けられて、所属変更申請の完了画面が表示されます。 

操作6 “OK”ボタンをクリックします。 

＜利用者情報＞画面が表示されます。 

参考★ 利用者の所属変更を申請すると 

所属変更の申請が受け付けられると、完了メールが配信されます。 

なお、完了メールでは、新しい所属で使用できるメールアドレスも通知さ

れます。 

参考★ 所属変更の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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3.6 氏名の変更を申請する 

 

操作1 利用者情報のメニュー画面で、“氏名変更申請”をクリックします。 

＜氏名変更申請＞画面が表示されます。 

 

操作2 新しい氏名を、以下の手順で入力します。 
（1） “新氏名”の入力域に、新しい氏名を入力します。 

（2） “新氏名（よみ）”の入力域に、新しい氏名のよみを入力します。 

（3） “新氏名（ローマ字）”の入力域に、新しい氏名をローマ字で入力しま

す。 

（4） “改姓等年月日”の年月日ごとに、  をクリックして、氏名を変更する

日付を選択します。 

操作3 “変更”ボタンをクリックします。 

氏名変更申請の確認画面が表示されます。 

操作4 “OK”ボタンをクリックします。 

申請が受け付けられて、氏名変更申請の完了画面が表示されます。 

操作5 “OK”ボタンをクリックします。 

＜利用者情報＞画面が表示されます。 

参考★ 利用者の氏名変更を申請すると 

氏名変更の申請が受け付けられると、完了メールが配信されます。 

なお、完了メールでは、新しい氏名で使用できるメールアドレスも通知さ

れます。 

参考★ 氏名変更の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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3.7 システムの利用を申請する 

 

操作1 利用者情報のメニュー画面で、“システム利用申請”をクリックしま

す。 

＜システム利用申請＞画面が表示されます。 

 

参考★ ＜システム利用申請＞画面の表示について 

＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“利用者情報”か

ら、“システム利用申請”をクリックしても表示できます。 
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操作2 “利用システム”で、利用申請したいシステムのチェックボックスをチ

ェックします。 

なお、現在利用しているシステムの利用停止を申請する場合には、利用

停止を申請したいシステムのチェックボックスのチェックをはずしま

す。 

• “メールシステム”  

電子メールの使用が可能です。 
>参照先> 電子メールを使用する方法については、「第 4 章 Web メー

ルを利用する」を参照してください。 

• “Network Library System” 

各研究機関の図書室蔵書目録の検索が可能です。 

• “AGROPEDIA” 

研究成果や文献検索、気象・数値などのデータベースの利用が可能

です。 

• “科学技術計算システム” 

SAS などの科学技術計算アプリケーションやプログラム開発環境の

利用が可能です。 

• “研究データ交換システム” 

研究等の業務利用を目的として、サーバー上に Web 公開可能なディ

スク領域を持つことが可能です。 
>参照先> 研究データ交換システムについては、「第 6 章 研究データ交

換システムを管理する」を参照してください。 

• “VPN システム” 

自宅や出張先などからでも MAFFIN 内部向けサービスの利用が可能

です。 

参考★ メールシステム・Network Library System・AGROPEDIA について 

メールシステム、Network Library System、AGROPEDIA は基本シス

テムのため、利用停止の申請はできません。 

操作3 “申請”ボタンをクリックします。 

システム利用申請の確認画面が表示されます。 

操作4 “OK”ボタンをクリックします。 

申請が受け付けられて、利用システム申請の完了画面が表示されます。 

操作5 “OK”ボタンをクリックします。 

＜利用者情報＞画面が表示されます。 

参考★ システムの利用を申請すると 

システム利用の申請が受け付けられると、完了メールが配信されます。 

参考★ システム利用の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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3.8 メールアドレスの利用／停止／削除を

申請する 

参考★ メールアドレスについて 

本システムの利用を申請すると、農林水産研究情報総合センターからメールアドレ

スが、利用者に通知されます。なお、このメールアドレスの＠よりも前の部分に

は、ログイン名（“アカウント名”ともいいます）が使用されています。 

利用者は、このメールアドレスのほかに、メールアドレスの＠よりも前の部分（ロ

グイン名の部分）をフルネームまたはイニシャルの一部に変更したメールアドレス

を２つまで追加して利用することができます。なお、このフルネームまたはイニシ

ャルの一部に変更した、メールアドレスの＠よりも前の部分のことを、“エイリア

ス”といいます。 

>参照先> 本システムの利用を申請する方法については、「1.2 本システムを利用する前

に必要な作業」を参照してください。 

参考★ 変更に要する時間について 

変更を申請したメールアドレスは、すぐに利用することはできません。変更の申請

後、システム管理者が承認した日の翌日から利用可能となります。 

承認されたメールアドレスが利用可能となった時点で、利用者情報管理のメニュー

画面の＜利用者詳細情報表示＞画面に変更後のメールアドレスが表示されます。 

>参照先> ＜利用者詳細情報表示＞画面については、「3.3 利用者の詳細情報を表示す

る」を参照してください。 
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操作1 利用者情報のメニュー画面で、“メールアドレス利用申請”をクリック

します。 

＜メールアドレス利用申請＞画面が表示されます。 

 

参考★ ＜メールアドレス利用申請＞画面の表示について 

＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“利用者情報”か

ら、“メールアドレス利用申請”をクリックしても表示できます。 

参考★ 現在のプライマリメールアドレスには 

“プライマリ”のラジオボタンの左側に、“*”が表示されます。 

参考★ プライマリメールアドレスとは 

普段から、主として使用するメールアドレスのことです。 

なお、このメールアドレスに、システムから配信される完了メールなどが

届きます。 

操作2 エイリアス１またはエイリアス２のメールアドレスを使用する場合に

は、以下の手順で操作します。 

（1） エイリアスの入力域（＠よりも前の部分）に、フルネームまたはイニシャ

ルの一部を入力します。 

（2） エイリアスに該当する“操作”欄の  をクリックして、“利用”を選

択します。 
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操作3 エイリアス１またはエイリアス２のメールアドレスの使用を停止する場

合には、エイリアスに該当する“操作”欄の  をクリックして、

“停止”を選択します。 

操作4 エイリアス１またはエイリアス２のメールアドレスを削除する場合に

は、エイリアスに該当する“操作”欄の  をクリックして、“削

除”を選択します。 

参考★ メールアドレスを変更したい 

すでに利用しているエイリアス 1・2 のメールアドレスを変更するには、

変更したいメールアドレスの削除を申請してから、再度メールアドレスの

利用を申請してください。 

操作5 プライマリメールアドレスとして使用しているメールアドレスを他のメ

ールアドレスとする場合には、プライマリメールアドレスとして使用し

たいメールアドレスの、“プライマリ”欄のラジオボタンをクリックし

ます。 

操作6 “申請”ボタンをクリックします。 

メールアドレス利用申請の確認画面が表示されます。 

操作7 “OK”ボタンをクリックします。 

申請が受け付けられて、メールアドレス利用申請の完了画面が表示され

ます。 

操作8 “OK”ボタンをクリックします。 

＜利用者情報＞画面が表示されます。 

参考★ メールアドレスの利用／停止／削除を申請すると 

メールアドレス利用／停止／削除の申請が受け付けられると、完了メール

が配信されます。 

参考★ メールアドレスの利用／停止／削除の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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3.9 一時的に使用するメールアドレスを登

録／削除する 

 

操作1 利用者情報のメニュー画面で、“一時メールアドレス登録”をクリック

します。 

＜一時メールアドレス登録＞画面が表示されます。 

 

操作2 一時アドレス１～１０のいずれかを使用する場合には、以下の手順で操

作します。 

（1） “アドレス”欄の  をクリックして、アドレス接続文字（ログイン名

に続く文字）を“+”または“-”から選びます。 

（2） アドレスの任意文字入力域（＠よりも前の部分）に、文字列を入力しま

す。 

（3） アドレスに該当する“有効期限”欄に、登録日からの有効期限を入力しま

す。有効期限を入力しない場合は、無期限となります。 

（4） アドレスに該当する“操作”欄の  をクリックして、“利用”を選択

します。 
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操作3 一時アドレス１～10 のいずれかのメールアドレスを削除する場合に

は、アドレスに該当する“操作”欄の  をクリックして、“削除”

を選択します。 

操作4 “登録”ボタンをクリックします。 

一時メールアドレス登録の確認画面が表示されます。 

操作5 “OK”ボタンをクリックします。 

登録されて、一時メールアドレス登録の完了画面が表示されます。 

操作6 “OK”ボタンをクリックします。 

＜利用者情報＞画面が表示されます。 
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第4章 Web メールを利用する 

4.1 Web メールの概要 
4.2 Web メールを開始する 
4.3 Web メールを終了する 
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4.1 Web メールの概要 

Web メールとは、Web ブラウザを利用して、メールを送受信する機能です。 

また、Web メールを利用するための各種情報を設定することもできます。 

さらに、Web メールの一部の機能を、利用者の携帯端末から利用することもでき

ます。 

>参照先> 携帯端末の Web ブラウザ上で Web メールの機能を利用する方法については、

＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“メール”から“Web

メール（モバイル）”をクリックするか、または＜ネットワークサービス（一般

利用者用）＞画面左下の“ヘルプ”から“携帯端末用の Web メールについて”

をクリックして表示されるヘルプ｢携帯電話やモバイル端末から Web メールを

利用する｣を参照してください。 
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4.2 Web メールを開始する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“メール”か

ら、“Web メール”をクリックします。 

Web メールの画面が表示されます。 

 

操作3 以降、メールの送受信などを行います。 
>参照先> Web メールの操作については、Web メールのヘルプ（SYNCDOT 

WebMailer ユーザーズガイド）を参照してください。 
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4.3 Web メールを終了する 

 

操作1 Web メール画面右上の“Logout”ボタンをクリックします。 

ログアウトの確認画面が表示されます。 

 

操作2 “OK”ボタンをクリックします。 

＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面に戻る場合は、“ネッ

トワークサービスのトップページ”ボタンをクリックします。 

そのまま本システムの利用を終了する場合は、“ログアウト”ボタンを

クリックします。 

 

 



4.3 Web メールを終了する 

 37 

第5章 メーリングリストを利用／開設

する 

5.1 メーリングリスト利用／開設の概要 
5.2 メーリングリストを開始／終了する 
5.3 メーリングリストに参加／脱退する 
5.4 参加中のメーリングリスト一覧を確認する 
5.5 メーリングリスト内のメールを閲覧する 
5.6 メーリングリストの開設を申請する 
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5.1 メーリングリスト利用／開設の概要 

メーリングリスト利用／開設とは、メーリングリストを利用するための機能です。

また、メーリングリストの開設を申請することもできます。 

参考★ メーリングリストとは 

メールを送信する際の、メール送信先の参加者をあらかじめ登録しておくためのリ

ストのことです。このメーリングリストの参加者がメールを送信する際に、メーリ

ングリスト名をメールアドレスとして使用すると、メールアドレスをひとりずつ入

力することなく、参加者全員に同じメールを送信することができます。 

メールアドレスの例：メーリングリスト abc の参加者宛のメールアドレスは、 

          “abc@ml.affrc.go.jp”となります。 

 

以下に、メーリングリスト利用／開設の機能を示します。 

機能 説明 

メーリングリスト 

参加／脱退申請 

メーリングリストへの参加／脱退を申請することができま

す。 

参加中メーリング 

リスト一覧 

参加中のメーリングリストの一覧を確認することができま

す。また、メーリングリストの詳細や参加者を確認すること

もできます。 

メーリングリスト 

アーカイブ 

メーリングリスト内のメールを閲覧することができます。 

メーリングリスト 

開設申請 

メーリングリストの開設を申請することができます。 
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5.2 メーリングリストを開始／終了する 

5.2.1 メーリングリストを開始する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“情報共有”か

ら、“メーリングリスト”をクリックします。 

メーリングリストのメニュー画面が表示されます。 
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5.2.2 メーリングリストを終了する 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面右上の、“NETWORK SERVICE”

をクリックします。 

メーリングリストが終了して、＜ネットワークサービス（一般利用者

用）＞画面が表示されます。 
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5.3 メーリングリストに参加／脱退する 

5.3.1 メーリングリストへの参加を申請する 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面で、“メーリングリスト参加申請”を

クリックします。 

＜参加申請可能メーリングリスト一覧＞画面が表示されます。 

 

参考★ ＜参加申請可能メーリングリスト一覧＞画面に表示されるメーリングリ

ストについて 

参加申請を受け付けているメーリングリストのみが表示されます。 
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操作2 ＜参加申請可能メーリングリスト一覧＞画面から、参加を申請したい 

メーリングリスト名をクリックします。 

＜メーリングリスト参加申請＞の＜STEP1＞画面が表示されます。 

 

参考★ メーリングリストに参加するメールアドレスを変更したい 

“メールアドレス”にはプライマリメールアドレスが初期表示されます

が、任意のメールアドレスに変更することもできます。 

操作3 ＜STEP１＞画面で、“左の画像の文字を入力してください”と表示さ

れている入力域に、その左側に表示されている画像の文字列を入力しま

す。 

操作4 “申請”ボタンをクリックします。 

＜STEP2＞画面が表示されます。 
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操作5 “申請”ボタンをクリックします。 

申請が受け付けられて、＜STEP３＞画面が表示されます。 

 

参考★ メーリングリストへの参加を申請すると 

メーリングリスト参加の申請が受け付けられると、完了メールが配信され

ます。 

参考★ メーリングリスト参加の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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5.3.2 メーリングリストからの脱退を申請する 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面で、“参加中メーリングリスト一覧”

をクリックします。 

＜参加中メーリングリスト一覧＞画面が表示されます。 

 

>参照先> ＜参加中メーリングリスト一覧＞画面については、「5.4.1 参加中

のメーリングリスト一覧を確認する」を参照してください。 

操作2 ＜参加中メーリングリスト一覧＞画面で、脱退したいメーリングリスト

の“脱退申請”をクリックします。 

＜メーリングリスト脱退申請＞画面が表示されます。 

 

操作3 “申請”をクリックします。 

申請が受け付けられて、＜参加中メーリングリスト一覧＞画面が表示さ

れます。 

参考★ メーリングリストからの脱退を申請すると 

メーリングリスト脱退の申請が受け付けられると、完了メールが配信され

ます。 

参考★ メーリングリスト脱退の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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5.4 参加中のメーリングリスト一覧を確認

する 

5.4.1 参加中のメーリングリスト一覧を確認する 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面で、“参加中メーリングリスト一覧”

をクリックします。 

＜参加中メーリングリスト一覧＞画面が表示されます。 

 

参考★ 付属機能について 

利用可能な付属機能が表示されます。 

参考★ メーリングリスト内のメールを閲覧したい 

閲覧したいメーリングリストの“アーカイブ”をクリックします。 

>参照先> メーリングリスト内のメールを閲覧する方法については、「5.5 メ

ーリングリスト内のメールを閲覧する」を参照してください。 

参考★ メーリングリストの Wiki を閲覧・編集したい 

閲覧・編集したいメーリングリストの“Wiki”をクリックします。 

>参照先> メーリングリストの Wiki を閲覧・編集する方法については、「付録

D Wiki を閲覧・編集する」を参照してください。 

参考★ メーリングリストの共有フォルダに接続・操作したい 

接続・操作したいメーリングリストの“共有フォルダ”をクリックしま

す。 

>参照先> メーリングリストの共有フォルダに接続・操作する方法については、

「付録 E 共有フォルダに接続・操作する」を参照してください。 
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5.4.2 メーリングリストの詳細を確認する 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面で、“参加中メーリングリスト一覧”

をクリックします。 

＜参加中メーリングリスト一覧＞画面が表示されます。 

 

操作2 詳細を確認したいメーリングリストの“ML 名”をクリックします。 

メーリングリストの詳細が表示されます。 
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5.4.3 メーリングリストの参加者を確認する 

注意！ メーリングリストの参加者の確認について 

参加者を確認できるのは、参加者一覧が公開されているメーリングリストのみで

す。 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面で、“参加中メーリングリスト一覧”

をクリックします。 

＜参加中メーリングリスト一覧＞画面が表示されます。 

 

操作2 参加者を確認したいメーリングリストの“メンバ一覧”をクリックしま

す。 

＜メンバ一覧＞画面が表示されます。 

 

参考★ 権限について 

各参加者の権限がある機能には  が表示されます。また、メーリング

リストの代表管理者には、  が表示されます。 
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5.5 メーリングリスト内のメールを閲覧す

る 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面で、“参加中メーリングリスト一覧”

をクリックします。 

＜参加中メーリングリスト一覧＞画面が表示されます。 

 

操作2 メールを閲覧したいメーリングリストの“アーカイブ”をクリックしま

す。 

＜メーリングリストアーカイブ＞画面が表示されます。 

 

参考★ RSS とは 

メーリングリストが受信した新着メールの情報を提供する機能です。 

公開されているメーリングリストの  をクリックすると、新着メー

ル情報をダウンロードできます。 

参考★ RSS の表示について 

メーリングリストが公開されている場合のみ表示されます。 
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参考★ メーリングリスト内のメールを検索するには 

“検索文字列”の入力域に、検索条件とする文字列を入力して“検索”ボ

タンをクリックすると、“検索文字列”で入力した文字列を含むメールが

一覧で表示されます。 

操作3 “番号順表示”から閲覧したいブロックをクリックします。 

選択したブロックのメールが、一覧で表示されます。 

 

参考★ 番号順表示とスレッド表示を切り替えるには 

“番号順”をクリックすると、メールが番号順で表示されます。“スレッ

ド”をクリックすると、メールがスレッド順で表示されます。 

操作4 内容を表示したいメールをクリックします。 

メールの内容が表示されます。 
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参考★ １つ前／１つ後ろのメールの内容を表示したい 

・“前番号”をクリックすると、番号順の１つ前のメールの内容が表示

されます。 

・“次番号”をクリックすると、番号順の１つ後ろのメールの内容が表

示されます。 

・“前スレッド”をクリックすると、スレッド順の１つ前のメールの内

容が表示されます。 

・“次スレッド”をクリックすると、スレッド順の１つ後ろのメールの

内容が表示されます。 

参考★ 添付ファイルをダウンロードしたい 

表示中のメールにファイルが添付されている場合、ファイル名をクリック

するとダウンロードできます。 

参考★ スレッド内の別のメールの内容を表示したい 

画面下部のスレッド一覧から内容を表示したいメールをクリックすると、

そのメールの内容が表示されます。 

参考★ スレッド内のすべてのメールを表示したい 

“スレッド展開する”ボタンをクリックすると、スレッド内のすべてのメ

ールの内容が表示されます。 

参考★ メールをダウンロードしたい 

“このメールのダウンロード”ボタンをクリックすると、表示中のメール

をダウンロードすることができます。 

参考★ メール一覧に戻りたい 

・“番号順”をクリックすると、メーリングリストのメールが番号順に

一覧表示されます。 

・“スレッド”をクリックすると、メーリングリストのメールがスレッ

ド順に一覧表示されます。 

参考★ メーリングリスト一覧に戻りたい 

“アーカイブ一覧”をクリックすると、メーリングリストが一覧表示され

ます。 
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5.6 メーリングリストの開設を申請する 

注意！ メーリングリストの開設について 

メーリングリストの開設を申請できるのは、利用者区分が“一般”の利用者のみで

す。 

参考★ メーリングリストの代表管理者について 

メーリングリストの開設を申請した利用者が、メーリングリストの代表管理者とな

ります。 

 

操作1 メーリングリストのメニュー画面で、“メーリングリスト開設申請”を

クリックします。 

＜メーリングリスト開設申請＞画面が表示されます。 
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操作2 “メーリングリスト名”の“第一希望”から“第三希望”までの入力域

に、メーリングリストの名称を半角英数字で入力します。 

注意！ メーリングリスト名の入力について 

 メーリングリスト名は、必ず第三希望まで入力してください。 

操作3 “概要”の入力域に、メーリングリストの概要を入力します。 

操作4 必要に応じて、“詳細”の入力域に詳細を入力します。 

操作5 必要に応じて、“備考”の入力域に備考を入力します。 

操作6 開設を申請する利用者以外の管理者を設定する場合は、“メーリングリ

スト管理者メールアドレス” の入力域に、管理者としたい利用者のメ

ールアドレスを入力します。 

注意！ 複数の管理者を入力する場合は 

メールアドレスごとに改行を入力してください。 

>参照先> メーリングリスト管理者が操作できる機能については、『機関管理者

マニュアル（メーリングリスト編）』を参照してください。 

操作7 “初期登録メンバメールアドレス”の入力域に、メーリングリストの参

加者としたい利用者のメールアドレスを入力します。 

注意！ 複数の参加者を入力する場合は 

メールアドレスごとに改行を入力してください。 

操作8 必要に応じて、メーリングリスト付属機能を設定します。 

（1） メーリングリストへの参加／脱退の申請を本システム上で行えるように設

定する場合、“参加・脱退 Web 申請”の  をクリックして、“利用す

る”を選択します。 

（2） （１）で“利用する”を選択した場合は、“参加者の参加時の権限”の 

 をクリックして、メーリングリストに参加したメンバに与える権限を

選択します。 

（3） メーリングリストアーカイブ機能を利用する場合は、“アーカイブ”の 

 をクリックして、“利用する”を選択します。 

参考★ メーリングリストアーカイブとは 

メーリングリストに投稿されたメールを閲覧できる機能です。 

>参照先> メーリングリスト内のメールを閲覧する方法については、「5.5 メ

ーリングリスト内のメールを閲覧する」を参照してください。 
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（4） メーリングリスト用 Wiki 機能を利用する場合は、“Wiki”の  をクリ

ックして、“利用する”を選択します。 

参考★ Wiki とは 

Web ブラウザからページの作成、編集、削除などを行うことができる

Web コンテンツ管理システムです。アクセスが許可された利用者は内容

の閲覧や追加、修正、削除を自由に行うことができます。 

>参照先> メーリングリストの Wiki を閲覧・編集する方法については、「付録

D Wiki を閲覧・編集する」を参照してください。 

（5） メーリングリスト用共有フォルダ機能を利用する場合は、“共有フォル

ダ” の  をクリックして、“利用する”を選択します。 

参考★ 共有フォルダとは 

他の利用者が閲覧したり操作したりするのを許可したネットワーク上のフ

ォルダです。フォルダごとにアクセス許可や権限を設定することができま

す。 

>参照先> メーリングリストの共有フォルダに接続・操作する方法については、

「付録 E 共有フォルダに接続・操作する」を参照してください。 

（6） メーリングリストの参加者一覧を、メーリングリストの参加者に公開する

場合は、“ML メンバ一覧の公開”の  をクリックして、“する”を選

択します。 

操作9 “申請”ボタンをクリックします。 

メーリングリスト開設申請の確認画面が表示されます。 

操作10  “申請”ボタンをクリックします。 

開設申請が受け付けられて、メーリングリスト開設申請の完了画面が表

示されます。 

操作11 “OK”ボタンをクリックします。 

メーリングリストのメニュー画面が表示されます。 

参考★ メーリングリストの開設を申請すると 

メーリングリスト開設の申請が受け付けられると、完了メールが配信され

ます。 

参考★ メーリングリスト開設の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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第6章 研究データ交換システムを管理

する 

6.1 研究データ交換システム管理の概要 
6.2 研究データ交換システムの管理を開始／終了する 
6.3 利用するサービスを設定する 
6.4 個人用公開フォルダの公開を申請する 
6.5 個人用 Wiki を管理する 
6.6 個人用共有フォルダを管理する 
6.7 アクセスログを取得する 
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6.1 研究データ交換システム管理の概要 

研究データ交換システム管理とは、サーバー上にある個人用公開フォルダや Wiki

に保管されている研究データやプログラムを公開する機能です。また、サーバー上

に共有フォルダを作成して、アクセスを許可した他の利用者と研究データやプロ

グラムを共有することもできます。 

注意！ 研究データ交換システムを利用する前には 

あらかじめ、研究データ交換システムの利用を申請して、承認されている必要があ

ります。 

>参照先> 研究データ交換システムの利用を申請する方法については、｢3.7 システムの利

用を申請する｣を参照してください。 

参考★ 研究データ交換システムとは 

研究データやプログラムを保管できるストレージサーバーです。 

参考★ 研究データ交換システムにデータを格納するには 

FTP 接続で利用する必要があります。 

>参照先> FTP 接続については、「付録 A 研究データ交換システムに接続する」を参照 

してください。 

参考★ 研究データやプログラムへのアクセスを制限したい 

研究データ交換システムに格納した研究データやプログラムなどのデータ（コンテ

ンツ）へのアクセスを制限することができます。 

>参照先> データ（コンテンツ）へのアクセスを制限する方法については、「付録 B コン

テンツへのアクセスを制限する」を参照してください。 

 

以下に、研究データ交換システム管理の機能を示します。 

機能 説明 

サービス利用設定 個人用 Wiki および個人用共有フォルダを利用するかどうか

を設定します。 

公開フォルダ設定 個人用公開フォルダの公開を申請します。 

Wiki 設定 個人用 Wiki へのアクセス許可や権限を設定します。また、

個人用 Wiki の公開を申請することもできます。 

共有フォルダ設定 個人用共有フォルダを追加／削除したり、個人用共有フォル

ダへのアクセス許可や権限を設定したりします。 

アクセスログ取得 個人用公開フォルダ、個人用 Wiki、個人用共有フォルダへ

のアクセスログを取得します。 
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6.2 研究データ交換システムの管理を開始

／終了する 

6.2.1 研究データ交換システムの管理を開始する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“情報共有”か

ら、“研究データ交換システム”をクリックします。 

研究データ交換システムのメニュー画面が表示されます。 
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6.2.2 研究データ交換システムの管理を終了する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面右上の、“NETWORK 

SERVICE”をクリックします。 

研究データ交換システムが終了して、＜ネットワークサービス（一般利

用者用）＞画面が表示されます。 
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6.3 利用するサービスを設定する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“サービス利用設定”をク

リックします。 

＜サービス利用設定＞画面が表示されます。 

 

操作2 ＜サービス利用設定＞画面で、以下の情報を入力します。 

参考★ 個人用 web 公開フォルダ管理機能について 

一般利用者にはあらかじめ Web ページ公開のための領域が最大 10GB

まで割り当てられているため、個人用 web 公開フォルダ管理の利用を設

定する必要はありません。公開の申請のみできます。 

>参照先> 個人用公開フォルダの公開を申請する方法については、「6.4 個人

用公開フォルダの公開を申請する」を参照してください。 

（1） “個人用 Wiki 機能”の  をクリックして、以下のいずれかを選択しま

す。 

• “利用する” 

個人用 Wiki を利用します。 

• “利用しない” 

個人用 Wiki を利用しません。 

参考★ Wiki とは 

Web ブラウザからページの作成、編集、削除などを行うことができる

Web コンテンツ管理システムです。アクセスが許可された利用者は内容

の閲覧や追加、修正、削除を自由に行うことができます。 

>参照先> 公開されている Wiki を閲覧・編集する方法については、「付録 D 

Wiki を閲覧・編集する」を参照してください。 

参考★ “利用する”に設定すると 

アクセスを許可した利用者が個人用 Wiki を閲覧・編集できるようになり

ます。 

>参照先> 個人用 Wiki へのアクセス許可を設定する方法については、「6.5.1 

Wiki へのアクセス権限を設定する」を参照してください。  
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参考★ “個人用 Wiki 機能”が選択できない 

個人用 Wiki 機能が公開されている場合は、選択できません。 

（2） “個人用共有フォルダ機能”の  をクリックして、以下のいずれかを

選択します。 

• “利用する” 

個人用共有フォルダを利用します。 

• “利用しない” 

個人用共有フォルダを利用しません。 

参考★ 共有フォルダとは 

研究データ交換システム上の他の利用者が閲覧したり操作したりするのを

許可したフォルダです。フォルダごとにアクセス許可や権限を設定するこ

とができます。 

>参照先> 共有フォルダに接続・操作する方法については、「付録 E 共有フォ

ルダに接続・操作する」を参照してください。 

参考★ “利用する”に設定すると 

アクセスを許可した利用者が共有フォルダに接続・操作できるようになり

ます。 

>参照先> 共有フォルダへのアクセス許可を設定する方法については、「6.6.2 

個人用共有フォルダへのアクセス制限を設定する」を参照してくださ

い。 

操作3 “更新”ボタンをクリックします。 

サービス利用設定の確認画面が表示されます。 

操作4 “更新”ボタンをクリックします。 

サービスの利用が設定されて、＜サービス利用設定＞画面が表示されま

す。 
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6.4 個人用公開フォルダの公開を申請する 

注意！ 個人用公開フォルダの公開について 

所属している組織によっては、公開を申請できない場合があります。 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“公開フォルダ設定”をク

リックします。 

＜公開フォルダ設定＞画面が表示されます。 

 

操作2 ＜公開フォルダ設定＞画面の“Web 閲覧の公開申請理由”の入力域

に、公開する理由を入力します。 

参考★ 現在の公開状況について 

“Web 閲覧の公開範囲”に現在の公開状況が表示されます。 

操作3 “公開申請”ボタンをクリックします。 

個人用公開フォルダ公開申請の確認画面が表示されます。 

操作4 “公開申請”ボタンをクリックします。 

個人用公開フォルダの公開申請が受け付けられて、＜サービス利用設定

＞画面が表示されます。 

参考★ 個人用公開フォルダの公開を申請すると 

個人用公開フォルダの公開申請が受け付けられると、完了メールが配信さ

れます。 

参考★ 個人用公開フォルダ公開の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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参考★ 研究データやプログラムへのアクセスを制限したい 

個人用公開フォルダに格納した研究データやプログラムなどのデータ（コ

ンテンツ）へのアクセスを制限することができます。 

>参照先> データ（コンテンツ）へのアクセスを制限する方法については、「付

録 B コンテンツへのアクセスを制限する」を参照してください。 

参考★ 個人用公開フォルダの公開を中断するには 

各種申請状況確認機能で申請を取り下げることができます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 
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6.5 個人用 Wiki を管理する 

6.5.1 Wiki へのアクセス権限を設定する 

◆ アクセスを許可する利用者・グループを設定する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“Wiki 設定”をクリックし

ます。 

＜Wiki 設定＞画面が表示されます。 

 

  



第 6 章 研究データ交換システムを管理する 

 64 

操作2 フォルダにアクセス権を設定する場合は、“アクセス許可する利用者・

グループの設定”で、以下の情報を入力します。 
（1） “フォルダ名”の入力域にフォルダ名を入力します。 

（2） “対象”の  をクリックして、以下のいずれかを選択します。 

• “ユーザ ID” 

特定の利用者のみにアクセスを許可します。 

• “グループ ID” 

特定のグループのみにアクセスを許可します。 

• “any（誰でも）” 

アクセスを制限しません。 

参考★ グループ ID とは 

本システム上のメーリングリストの参加者情報をもとに作成されたグルー

プの識別名のことです。たとえば、“test-ml@ml.affrc.go.jp”というメ

ーリングリストのグループ ID は"test-ml"となります。 

また、グループ ID の後ろに、“&write”（投稿可能者のみ）、“&read”
（配送可能者のみ）、“&admin”（管理者のみ）を付けることで、グルー

プを細分化し、より細やかなアクセス制限をすることができです。 

参考★ フォルダ名の左側に“無効”と表示された場合 

個人用 Wiki が公開されていない状態で、“any（誰でも）”を設定した

場合、その設定は無効となります。 

（3） （2）で“ユーザ ID”または“グループ ID”を選択した場合、“対象”右

側の入力域にアクセスを許可するユーザ ID またはグループ ID を入力しま

す。 

（4） “権限”の  をクリックして、以下のいずれかを選択します。 

• “権限なし” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者は、このフォルダを閲覧で

きません。 

• “読込” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者が、このフォルダを閲覧で

きます。 

• “書込” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者が、このフォルダを編集で

きます。 

• “ページの作成” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者が、このフォルダに新しい

ページを作成できます。 

• “添付のアップロード” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者が、このフォルダにファイ

ルをアップロードできます。 

• “添付の削除” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者が、このフォルダに格納さ

れているファイルを削除できます。 
（5） “追加”ボタンをクリックします。 
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操作3 フォルダへのアクセス権を削除する場合は、“アクセス許可する利用

者・グループの設定”で、該当するフォルダ右側の“削除”ボタンをク

リックします。 

操作4 必要に応じて、操作 2～操作 3 を繰り返します。 

操作5 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する利用者・グループの確認画面が表示されます。 

操作6 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する利用者・グループが設定されて、＜サービス利用設定

＞画面が表示されます。 
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◆ アクセスを許可する IP アドレスを設定する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“Wiki 設定”をクリックし

ます。 

＜Wiki 設定＞画面が表示されます。 

 

操作2 アクセスを許可する IP アドレスを追加する場合は、“アクセス許可す

る IP アドレスの設定”で、以下の情報を入力します。 

（1） “対象”の  をクリックして、以下のいずれかを選択します。 

• “任意許可” 

特定の IP アドレスのみにアクセスを許可します。 

• “MAFFIN 内” 

農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）内からのアクセスを許可

します。 

• “any（どこからでも）” 

アクセスを制限しません。 
（2） （1）で“任意許可”を選択した場合、“対象”右側の入力域にアクセスを

許可する IP アドレスを入力します。 

（3） “権限”の  をクリックして、“許可”を選択します。 
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（4） “追加”ボタンをクリックします。 

注意！ アクセスを許可する IP アドレスを限定する場合には 

デフォルトで設定されている“any”（どこからでも）は、右側の“削

除”ボタンをクリックして、削除してください。また、操作 2（１）に

て、 “any” （どこからでも）は、選択しないでください。 

操作3 アクセスを許可する IP アドレスを削除する場合は、“アクセス許可す

る IP アドレスの設定”で、該当する IP アドレス右側の“削除”ボタン

をクリックします。 

操作4 必要に応じて、操作 2～操作 3 を繰り返します。 

操作5 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する IP アドレスの確認画面が表示されます。 

操作6 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する IP アドレスが設定されて、＜サービス利用設定＞画

面が表示されます。 
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6.5.2 Wiki の公開を申請する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“Wiki 設定”をクリックし

ます。 

＜Wiki 設定＞画面が表示されます。 

 

操作2 ＜Wiki 設定＞画面の“Wiki 閲覧の公開申請理由”の入力域に、公開す

る理由を入力します。 

参考★ 現在の公開状況について 

“Wiki 閲覧の公開範囲”に現在の公開状況が表示されます。 

なお、“Wiki 閲覧の公開範囲”に“現在、反映中です”と表示されてい

る場合は、Wiki の公開を申請できません。 

操作3 “公開申請”ボタンをクリックします。 

個人用 Wiki 公開申請の確認画面が表示されます。 
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操作4 “公開申請”ボタンをクリックします。 

個人用 Wiki の公開申請が受け付けられて、＜サービス利用設定＞画面

が表示されます。 

参考★ 個人用 Wiki の公開を申請すると 

個人用 Wiki の公開申請が受け付けられると、完了メールが配信されま

す。 

参考★ 個人用 Wiki 公開の承認状態を確認したい 

各種申請状況確認機能で確認できます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 

>参照先> Wiki の操作については、以下を参照してください。 

http://www.dokuwiki.org/ja:dokuwiki 

参考★ Wiki へのアクセスを制限したい 

“アクセス許可する利用者・グループの設定”で、“対象”が“any（誰

でも）”となっている行が存在する場合には、この行を削除してくださ

い。これにより、特定の利用者やグループのみに、アクセスが制限されま

す。 

>参照先> “アクセス許可する利用者・グループの設定”については、｢6.5.1 

Wiki へのアクセス権限を設定する ◆アクセスを許可する利用者・グ

ループを設定する｣を参照してください。 

参考★ 個人用 Wiki の公開を中断するには 

各種申請状況確認機能で申請を取り下げることができます。 

>参照先> 各種申請状況確認機能については、「第 11 章 申請の承認状態を確

認する」を参照してください。 

  



第 6 章 研究データ交換システムを管理する 

 70 

6.6 個人用共有フォルダを管理する 

6.6.1 個人用共有フォルダを設定する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“共有フォルダ設定”をク

リックします。 

＜共有フォルダ設定＞画面が表示されます。 

 

操作2 共有フォルダを追加する場合は、“共有フォルダ一覧”で、以下の情報

を入力します。 

（1） “新共有フォルダ名”の入力域に、フォルダ名を入力します。 

（2） “追加”ボタンをクリックします。 
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操作3 共有フォルダ名を変更する場合は、“共有フォルダ一覧”で、該当する

共有フォルダの“新共有フォルダ名”の入力域に、新しいフォルダ名を

入力します。 

操作4 共有フォルダを削除する場合は、“共有フォルダ一覧”で、該当するフ

ォルダ右側の“削除”ボタンをクリックします。 

操作5 必要に応じて、操作 2～操作４を繰り返します。 

操作6 “設定変更”ボタンをクリックします。 

共有フォルダ設定の確認画面が表示されます。 

操作7 “設定変更”ボタンをクリックします。 

個人用共有フォルダが設定されて、＜サービス利用設定＞画面が表示さ

れます。 
>参照先> 共有フォルダに接続・操作する方法については、「付録 E 共有フォ

ルダに接続・操作する」を参照してください。 
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6.6.2 個人用共有フォルダへのアクセス制限を設定する 

◆ アクセスを許可する利用者・グループを設定する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“共有フォルダ設定”をク

リックします。 

＜共有フォルダ設定＞画面が表示されます。 

 

操作2 フォルダにアクセス権を設定する場合は、“アクセス許可する利用者・

グループの設定”で、以下の情報を入力します。 
（1） “フォルダ名”の入力域にフォルダ名を入力します。 

（2） “対象”の  をクリックして、以下のいずれかを選択します。 

• “ユーザ ID” 

特定の利用者のみにアクセスを許可します。 

• “グループ ID” 

特定のグループのみにアクセスを許可します。 
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参考★ グループ ID とは 

本システム上のメーリングリストの参加者情報をもとに作成されたグルー

プの識別名のことです。たとえば、“test-ml@ml.affrc.go.jp”というメ

ーリングリストのグループ ID は"test-ml"となります。 

また、グループ ID の後ろに、“&write”（投稿可能者のみ）、“&read”
（配送可能者のみ）、“&admin”（管理者のみ）を付けることで、グルー

プを細分化し、より細やかなアクセス制限をすることができです。 

（3） “対象”右側の入力域に、アクセスを許可するユーザ ID またはグループ ID

を入力します。 

（4） “権限”の  をクリックして、以下のいずれかを選択します。 

• “読込” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者が、この共有フォルダを閲

覧できます。 

• “書込” 

（2）（3）でアクセスを許可した利用者が、この共有フォルダを編

集できます。 

（5） “追加”ボタンをクリックします。 

操作3 フォルダへのアクセス権を削除する場合は、“アクセス許可する利用

者・グループの設定”で、該当するフォルダ右側の“削除”ボタンをク

リックします。 

操作4 必要に応じて、操作 2～操作 3 を繰り返します。 

操作5 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する利用者・グループの確認画面が表示されます。 

操作6 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する利用者・グループが設定されて、＜サービス利用設定

＞画面が表示されます。 

  



第 6 章 研究データ交換システムを管理する 

 74 

◆ アクセスを許可する IP アドレスを設定する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“共有フォルダ設定”をク

リックします。 

＜共有フォルダ設定＞画面が表示されます。 

 

操作2 フォルダにアクセス権を設定する場合は、“アクセス許可する IP アド

レスの設定”で、以下の情報を入力します。 

（1） “フォルダ名”の入力域にフォルダ名を入力します。 

（2） “対象”の  をクリックして、以下のいずれかを選択します。 

• “任意許可” 

特定の IP アドレスのみにアクセスを許可します。 

• “MAFFIN 内” 

農林水産省研究ネットワーク（MAFFIN）内からのアクセスを許可

します。 

• “any（どこからでも）” 

アクセスを制限しません。 
（3） （2）で“任意許可”を選択した場合、“対象”右側の入力域にアクセスを

許可する IP アドレスを入力します。 

（4） “権限”の  をクリックして、“許可”を選択します。 

（5） “追加”ボタンをクリックします。 
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注意！ アクセスを許可する IP アドレスを限定する場合には 

デフォルトで設定されている“any”（どこからでも）は、右側の“削除”
ボタンをクリックして、削除してください。また、操作 2（2）にて、 

“any” （どこからでも）は、選択しないでください。 

操作3 フォルダへのアクセス権を削除する場合は、“アクセス許可する IP ア

ドレスの設定”で、該当するフォルダ右側の“削除”ボタンをクリック

します。 

操作4 必要に応じて、操作 2～操作 3 を繰り返します。 

操作5 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する IP アドレスの確認画面が表示されます。 

操作6 “設定変更”ボタンをクリックします。 

アクセス許可する IP アドレスが設定されて、＜サービス利用設定＞画

面が表示されます。 
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6.7 アクセスログを取得する 

 

操作1 研究データ交換システムのメニュー画面で、“アクセスログ取得”をク

リックします。 

＜アクセスログ取得＞画面が表示されます。 

 

操作2 ＜アクセスログ取得＞画面で、以下の情報を入力します。 

（1） “管理種別”の  をクリックして、以下のいずれかを選択します。 

• “Web 公開管理” 

公開されている個人用公開フォルダへのアクセスログを取得しま

す。 

• “Wiki 管理” 

公開されている個人用 Wiki へのアクセスログを取得します。 

• “共有フォルダ管理” 

アクセスが許可されている個人用共有フォルダへのアクセスログを

取得します。 

（2） “対象年”の  をクリックして、アクセスログ取得の対象年を選択し

ます。 

（3） “対象月”の  をクリックして、アクセスログ取得の対象月を選択し

ます。 

（4） 1 日分のアクセスログを取得する場合は、“対象日”の  をクリック

して、対象日を選択します。 

操作3 “取得”ボタンをクリックします。 

アクセスログ取得の確認画面が表示されます。 

操作4 “取得”ボタンをクリックします。 

アクセスログが取得され、＜サービス利用設定＞画面が表示されます。 

また、アクセスログがメールで送信されます。 
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第7章 ファイル共有システムを利用す

る 

7.1 ファイル共有システムの概要 
7.2 共有ファイルを設定する（外部送信） 
7.3 共有ファイルを設定する（内部送信） 

 
  



第 7 章 ファイル共有システムを利用する 

 78 

7.1 ファイル共有システムの概要 

一般利用者が共有したファイルを、任意の者に Web サーバーを経由して受け渡す

機能です。 

内部間でのファイル共有、外部とのファイル共有に使用できます。 

共有相手のメールアドレスを指定して、ファイル共有を行うことができます。一般

利用者（共有元）は、「external-folder」、「internal-folder」にデータを保存

します。その後、任意の共有ファイルに対して一時 URL とパスワードを発行し、

共有相手へ URL 通知メール、パスワード通知メールをそれぞれ送信します。 

共有相手は、受信した共有通知メールに記載された URL とパスワードを利用し、

ファイルにアクセスします。外部用に通知された一時 URL は、有効期限を過ぎる

と自動的に無効化され、外部用共有フォルダ内に保存したデータも自動で削除さ

れます。 
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7.2 共有ファイルを設定する（外部送信） 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“ファイル共有

システム（外部向け）”をクリックします。 

（1） ユーザー名またはメールアドレスを入力します 

（2） 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。 
（3） “ログイン”ボタンをクリックします。 

 

参考★ ログイン名とパスワードについて 

ログイン名とパスワードは、ネットワークサービスシステムのログイン名

とパスワードをご使用ください。 
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操作3 ＜ワンタイムコード＞入力画面が表示されます。 

初回ログイン時に登録した２要素認証端末のアプリを開き、ワンタイム

コードを確認します。 

（1） ワンタイムコードを入力します。 

（2） “ログイン”ボタンをクリックします。 

ワンタイムコードは下記を参照してください。 

>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」 

→「操作 5 インストールした“FreeOTP”または“Google 

Authenticator”を起動し、QR コードを読み取ります。」を参照し

てください。 

 

操作4 ＜ファイル共有機能（外部向け）＞のトップ画面が表示されます。 
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操作5 “external-folder”をクリックします。 

＜external-folder＞に格納されているファイルが表示されます。 

 

操作6 ＜external-folder＞内に共有するファイルを保存します。 

（1） 共有するファイルをドラッグアンドドロップします。 

外部共有フォルダにファイルが保存され、外部の方にファイルを共有でき

る状態になります。 

 

参考★ external-folder について 

ファイル単体ではなく、複数のファイルが格納されたフォルダでも共有可能です。

この場合、共有先は zip 化された形で共有されます。 
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操作7 ファイルを共有する相手に、URL が記載された共有通知メールを送信

します。 
（2） ファイルの右にある“  （共有）”ボタンをクリックします。 

右側に＜共有＞画面が表示されます。 

 

操作8 ユーザー検索窓（テキストボックス）に、ファイルを共有する相手のメ

ールアドレスを入力します。 

 

注意！ 共有者候補について 

メールアドレス入力途中に、入力した内容がそのまま表示されていきます

が、アドレスは最後まで入力する必要があります。ご注意ください。 
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操作9 共有相手のメールアドレスへ共有通知メールとパスワード通知メール

（計２通）が送信されます。 

通知メール内に記載されたリンクから共有ファイルへのアクセスが行え

ます。また、通知されたパスワードを入力するとダウンロードが可能と

なります。 

 

注意！ 共有の有効期限 

共有の有効期限は 7 日間です。7 日間経過すると共有は解除され、自動的にファ

イルも削除されます。 

注意！ パスワードの入力について 

パスワードは自動生成されますが、任意のパスワードを指定できます。 

任意で指定する場合、12 文字以上の半角英数字、半角記号を指定できます。 

容易に推測されやすいパスワードの使用は避けてください。また、利用者がファイ

ル共有した場合のパスワードは後で確認できません。 

利用可能な記号は以下の通りです。 

! " # $ % & ' ( ) - = ^ ~ \ | @ ` [ { ; + : * ] } , < . > / ? \ _ 
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操作10 “共有中”ボタンをクリックすると共有者のユーザー名が表示されま

す。 

 

操作11 画面左側の「  共有」クリックすると、他のユーザーから共有され

ているファイル、自分が共有しているファイルやフォルダを表示できま

す。 
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7.3 共有ファイルを設定する（内部送信） 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“ファイル共有

システム(内部向け)”をクリックします。 

（1） ユーザー名またはメールアドレスを入力します 

（2） 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。 
（3） “ログイン”ボタンをクリックします。 

 

参考★ ログイン名とパスワードについて 

ログイン名とパスワードは、ネットワークサービスシステムのログイン名

とパスワードをご使用ください。 
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操作3 ＜ワンタイムコード＞入力画面が表示されます。 

初回ログイン時に登録した２要素認証端末のアプリを開き、ワンタイム

コードを確認します。 

（1） ワンタイムコードを入力します。 

（2） “ログイン”ボタンをクリックします。 

ワンタイムコードは下記を参照してください。 

>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」 

→「操作 5 インストールした“FreeOTP”または“Google 

Authenticator”を起動し、QR コードを読み取ります。」を参照し

てください。 

 

操作4 ＜ファイル共有機能（内部向け）＞のトップ画面が表示されます。 

「external folder」「internal folder」が表示されます。 
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操作5 “internal-folder”をクリックします。 

＜internal-folder＞に格納されているファイルが表示されます。 

 

参考★ internal-folder について 

ファイル単体ではなく、複数のファイルが格納されたフォルダでも共有可能です。

この場合、共有先は zip 化された形で共有されます。 

操作6 内部フォルダ内に共有するファイルを保存します。 
（1） 共有するファイルをフォルダ内にドラッグアンドドロップします。 

内部フォルダにファイルが保存され、内部で共有できる状態になります。 

 

  



第 7 章 ファイル共有システムを利用する 

 88 

操作7 ファイルを共有する相手に、URL が記載された共有通知メールを送信

します。 

ファイルの右にある“  （共有）”ボタンをクリックします。 

右側に＜共有＞画面が表示されます。 

 

操作8 ユーザー検索窓（テキストボックス）に、共有したいユーザー名（ログ

イン ID）またはグループ名を入力します。 

 

参考★ 共有先候補について 

入力したログイン名があれば候補に表示されます。 

ただし、user01～user05 があった場合、"user0"まで入力しても候補

は出ません。（セキュリティ上、候補が出ないような設定としています） 

"user05"まで入れると、候補として user05 が表示されます。 

参考★ 権限設定画面について 

共有するユーザーまたはグループを設定すると、権限設定画面が追加表示

されます。ここではファイルの編集許可などの設定をする事ができます。 

フォルダを共有をした場合は、フォルダ内へのアップロード権限（作成許

可）などの設定もできます。 
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操作9 入力後、共有ラベルの をクリック、またはパスワード入力欄の

をクリックします。 

共有相手のメールアドレスへ共有通知メールとパスワード通知メール

（計２通）が送信されます。 

通知メール内に記載されたリンクから共有ファイルへのアクセスが行え

ます。また、通知されたパスワードを入力するとダウンロードが可能と

なります。 

 

注意！ 共有の有効期限 

共有の有効期限は 7 日間です。7 日間経過すると共有は解除されます。 

注意！ パスワードの入力について 

パスワードは自動生成されますが、任意のパスワードを指定できます。 

任意で指定する場合、12 文字以上の半角英数字、半角記号を指定できます。 

容易に推測されやすいパスワードの使用は避けてください。また、利用者がファイ

ル共有した場合のパスワードは後で確認できません。 

利用可能な記号は以下の通りです。 

! " # $ % & ' ( ) - = ^ ~ \ | @ ` [ { ; + : * ] } , < . > / ? \ _ 
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操作10 “共有中”アイコンをクリックすると右側に共有者のユーザー名が表示

されます。 

 

操作11 画面左側の「  共有」をクリックすると、他のユーザーから共有さ

れているファイル、自分が共有しているファイルやフォルダを表示でき

ます。 

 

参考★ リンク URL について 

内部リンクのアイコンをクリックすると、このフォルダへアクセスできるユーザー

向けの短縮 URL を取得できます。アクセスするユーザーはファイル共有システム

へログインする必要があります。 
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リンクの例： https://Nextcloud の URL/f/4930 
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7.4 共有の解除 

 

操作1 共有を解除するファイルの“共有中”をクリックします。 

一覧から“×共有を解除”をクリックします。 
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7.5 ログアウト 

 

操作1 右上の“  ”ボタンをクリックし、“ログアウト”をクリックしま

す。 

ファイル共有システムからログアウトします。 
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第8章 Git リポジトリサービスを利用

する 

8.1 Git リポジトリサービスの概要 
8.2 Git リポジトリサービスにサインインする 
8.3 グループの管理 
8.4 プロジェクトの作成 
8.5 ファイルの更新 
8.6 Wiki 作成 
8.7 プロジェクトの管理 
8.8 情報共有チャットサービスとの連携通知 
8.9 CUI で操作する場合 
8.10 ログアウトする 
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8.1 Git リポジトリサービスの概要 

Git とは、ファイルやソースコードのバージョン管理を容易に行える分散型バージ

ョン管理システムです。コンピューター上でファイルの編集履歴を管理でき、編集

前のファイルを残したまま、新しく編集したファイルを保存できます。 

バージョン管理システムでは、ファイルやソースコードの履歴を「リポジトリ」と

呼ばれる場所で管理しています。Git リポジトリサービスは、この「リポジトリ」

のサーバーとして、更に共同作業を支援する課題管理や Wiki などの機能を備えた

Web サービスです。 
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8.2 Git リポジトリサービスにサインインす

る 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。画面左側の“Git リポジトリサービス”をクリックしま

す。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 
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操作2 ＜GitLab サインイン＞画面が表示されます。 

“Sign in”ボタンをクリックします。 

はじめてサインインする場合は下記を参照してください。 
>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」 

→「操作 3＜認証管理機能のログイン＞」を参照してください。 

 

参考★ Remember me について 

“Remember me”にチェックを入れると、ブラウザを閉じてもサイン

アウトされなくなります。 

但し、ログインセッションの有効は 24 時間です。 

操作3 認証画面が表示されます。 

（1） “E メール”の入力域に、ログイン名を入力します。 

（2） “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。 

（3） “ログイン”ボタンをクリックします。 
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参考★ ログイン名とパスワードについて 

ログイン名とパスワードは、ネットワークサービスシステムのログイン名

とパスワードをご使用ください。 
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操作4 ＜ワンタイムコード＞入力画面が表示されます。 

初回ログイン時に登録した２要素認証端末のアプリを開き、ワンタイム

コードを確認します。 

（1） ワンタイムコードを入力します。 

（2） “ログイン”ボタンをクリックします。 

ワンタイムコードは下記をご参照ください。 

>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」 

→「操作 5 インストールした“FreeOTP”または“Google 

Authenticator”を起動し、QR コードを読み取ります。」 

 

注意！ パスワード間違いについて 

パスワード＋ワンタイムコードを合わせて連続 10 回間違えると、アカウ

ントが 10 分間ロックされます。ご注意ください。 

例）パスワード 7 回間違え→8 回目に成功→ワンタイムコード 3 回間違

えの場合：連続して 10 回失敗とカウントされるため 10 分間のロックが

かかります。 
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操作5 ＜Welcome to GitLab＞画面が表示されます。 
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◆ 言語の設定 

はじめてログインしたときは英字画面になっています。言語設定を日本語の設定

にします。 

操作1 Git リポジトリサービスの言語設定を日本語化します。 

（1） 画面右上“  ”ボタンをクリックして、“Preferences”をクリック

します。 
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（2） “Localization”の“Langage”の“  ”をクリックして、

“Japanese - 日本語”を選択します。 

 

（3） “Save changes”ボタンをクリックします。 
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参考★ 日本語化について 

規定では英語画面になっています。ユーザーごとに言語設定を日本語の設

定にしてください。ただし、画面の文言すべてが日本語化されるものでは

ありません。 
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8.3 グループの管理 

リポジトリをグループで管理することができます。また、ユーザーの権限をグルー

プ毎に設定することができます。 

8.3.1 グループの作成 

 

操作1 Git リポジトリサービス画面を表示します。 

（1） 画面左上の“Menu”をクリックして、“Groups”をクリックします。 

（2） “グループを作成”をクリックします。 

 

操作2 ＜新しいグループを作成する＞画面が表示されます。 

“グループを作成”をクリックします。 
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操作3 “グループ名”の入力域にグループ名を入力し、“グループを作成”ボ

タンをクリックします。 

 

参考★ 可視レベルについて 

プライベートに設定すると招待したメンバーのみ閲覧できます。 

操作4 新しいグループが作成されます。 
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8.3.2 メンバー追加 

 

操作1 グループ作成直後は"invite your colleagues"が表示されないため、ペ

ージの更新を行ってください。 

“Invite your colleagues”ボタンをクリックします。 

 

参考★ プライベートについて 

プライベートに設定しグループ作成した場合、メンバーを招待します。 

操作2 ＜メンバーの招待＞画面が表示されます。 

（1） “GitLab member or email address”に、招待するメンバーを入力し検

索します。 
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操作3 「Select a role」欄の  をクリックして、一覧から選択します。 

“invite”ボタンをクリックします。 

 

参考★ 権限について 

「Owner」はすべての権限を持っています。 

 

参考★ 有効期限の入力について 

有効期限を決めたい場合はこちらで設定できます。 

YYYYMMDD の形式で直接入力します。または表示されたカレンダーか

ら日付を選択します。 

参考★ 招待されたユーザー 

招待されたユーザーには招待メールが届きます。 

  

・issueの作成 (Create new issue)

・コメントを残す (Leave comments)

・Guestの全権限

・プロジェクトのpull (Pull project code)

・プロジェクトのダウンロード (Download project)

・コードスニペットの作成 (Create a code snippets)

・Reporterの全権限

・ブランチの作成 (Create new branches)

・protectedでないブランチへのpush (Push to non-protected branches)

・protectedでないトブランチの削除 (Remove non-protected branches)

・wikiの編集 (Write a wiki)

・Developerの全権限

・メンバーの追加 (Add new team members)

・protectedなブランチへのpush (Push to protected branches)

・protectedなブランチの削除 (Remove protected branches)

・force push (Push with force option)

・プロジェクトの編集 (Edit project)

Maintainer

Guest

Reporter

Developer
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8.3.3 グループの削除 

 

操作1 Git リポジトリサービス画面を表示します。 
（1） 画面左上の“Menu”をクリックして、“Groups”をクリックします。 

（2） 入力域に検索するグループ名を入力します。 

（3） 該当のグループをクリックします。 

 

操作2 左側のメニューから“設定”をクリックして、一覧から“一般”をクリ

ックします。 
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操作3 「高度な設定」の“展開”ボタンをクリックします。 

 

操作4 「グループを削除」の“グループを削除”ボタンをクリックします。 
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操作5 削除するグループ名を入力後“確認”ボタンをクリックします。 

 

注意！ グループ名について 

大文字で作成したグループ名でも入力確認時は小文字で入力します。 
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8.4 プロジェクトの作成 

Git リポジトリサービスでは、1 つの目的にむけてバージョン管理や課題管理を行

う単位をプロジェクトとして作成、管理します。 

8.4.1 Git リポジトリサービスでのプロジェクト作成 

 

操作1 “新規プロジェクト”ボタンをクリックします。 

 

操作2 “Create blank project”をクリックし、新規プロジェクトを作成し

ます。 
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操作3 ＜Create blank project＞画面が表示されます。 

（1） 「プロジェクト名」を入力します。 

（2） 「プロジェクトの URL」を入力します。 

個人の場合はユーザーID を選択し、「Project slug」には、ディレクト

リ(フォルダー)名を指定します。 

（3） 「プロジェクトの説明（オプション）」を入力します。 

（4） 「可視レベル」を入力します 

個人では「プライベート」を指定します。 
（5） 入力後“プロジェクトを作成”ボタンをクリックします。 

 

操作4 Git リポジトリサービス上にプロジェクトが作成されます。 
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参考★ プロジェクトメッセージについて 

最初に作成したときはメッセージが表示されます。 
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8.5 ファイルの更新 

8.5.1 Git リポジトリサービスの編集機能 

Git リポジトリサービスには、テキストファイルの編集機能があります。

markdown や asciidoc 形式にも対応しており、最初に作成した README.md

や Wiki などの編集が可能です。 

 

操作1 Git リポジトリサービスのプロジェクトの README.md ファイルをク

リックします。 
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操作2 空のファイル(Empty file)であることが確認できます。“編集”ボタン

をクリックします。 

 

操作3 内容を書き込みます。 
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操作4 プレビュータブをクリックすると、記述内容や markdown をプレビュ

ー確認できます。コミットメッセージを入力し、“Commit 

changes”ボタンをクリックします。 
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8.5.2 コードに対するコメント（レビュー）作成 

 

操作1 ＜リポジトリ＞画面の左側メニューから“リポジトリ”をクリックし

て、一覧から“コミット”をクリックします。 

 

操作2 コメントを追加したいアップロードされたファイルをクリックします。 
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操作3 ＜コミット＞画面が表示されます。 

入力欄にコメントを追加します。 

 

操作4 入力後“コメント”ボタンをクリックします。 
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8.6 Wiki 作成 

Git リポジトリサービスには、プロジェクトごとに Wiki が用意されており、複数

のユーザーがブラウザ上でコンテンツを共同編集できます。 

 

操作1 Git リポジトリサービスのプロジェクト“Wiki”をクリックして、“最初

のページを作成”ボタンをクリックします。 

 

操作2 ＜最初のページを作成＞画面が表示されます。 
（1） 「Title」を入力します。 

（2） 「Format」欄の  をクリックして、一覧から選択します。 

（3） 「入力」タブが選択されている状態で、入力します。 
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参考★ フォーマットについて 

フォーマットには、Markdown、RDoc、AsciiDoc、Org の 4 種類があ

ります。Markdown フォーマットでは、見出し、文字の強調、表、画

像、リスト表示など、すべての Markdown 機能がサポートされていま

す。 

操作3 プレビュータブをクリックすると、記述内容や markdown をプレビュ

ー確認できます。確認後、“Create page”ボタンをクリックします。 
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操作4 ページが作成されます。 

 

参考★ ぺージの追加、編集、削除 

ページの追加：“新しいページ”ボタンをクリックします。 

ページの編集：  をクリックし、<ページを編集>画面を表示します。 

ページの削除：  をクリックし、＜ページを編集＞画面で 

       “ページの削除”ボタンをクリックします。 
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8.7 プロジェクトの管理 

ユーザーの権限をグループ毎に設定できます。 

8.7.1 各種管理 

イシューを使って、タスク、更新、進捗管理を行うことができます。 

8.7.1.1 課題管理 

イシューを使って課題を管理することができます。 

◆ イシューの作成 

 

操作1 画面左側の“イシュー”をクリックし、“新規イシュー”ボタンをクリ

ックします。 
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操作2 ＜新規イシュー＞画面が表示されます。 

（1） 「タイトル」を入力します。 

（2） 「Type」を入力します。 

（3） 「Description」を入力します。 

（4） 「Assignes」を入力します。 

（5） 「Milestone」を入力します。 

（6） 「Labels」を入力します。 

（7） 入力後“Create イシュー”ボタンをクリックします。 

 

参考★ イシューの状態表示について 

イシューには Open と Close の二つの状態があります。 

イシューの作成時は Open の状態ですが、イシューを作成後、“Close 

issue”の操作を行うと、イシューは Close の状態になります。 

操作手順はイシュー画面で変更する方法と、ボードで変更する方法があり

ます。 

Close については下記を参照してください。 

>参照先> 「イシューを Close に設定する」操作については、「8.7.1.3 進捗管

理」を参照してください。 

参考★ イシューの削除について 

間違えてイシューを作成したり、重複したイシューがあった場合、削除で

きます。 

＜イシュー＞画面を開き、該当のイシューを開きます。右上の“タイトル

と説明を編集”ボタンをクリックします。“Delete イシュー”ボタンを

クリックすると、確認メッセージが表示されます。“OK”ボタンをクリ

ックします。 
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◆ コメントの追加 

 

操作1 画面左側の“イシュー”をクリックして、“リスト”を選択します。 

イシューのリスト一覧から該当のイシューをクリックします。 

 

操作2 コメントを追加し“コメント”ボタンをクリックします。 
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8.7.1.2 更新管理 

コミットしたファイルを確認することができます。 

 

操作1 画面左側メニューから“リポジトリ”をクリックします。 

アップロードされたファイルの確認、コミットなど追加できます。 
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8.7.1.3 進捗管理 

今登録されているイシューの進捗を確認できます。また、課題がクローズした場合

は、イシュー画面でイシューを Close 状態にします。 

◆ ボードを使って管理する 

 

操作1 画面左側の“イシュー”をクリックして、“ボード”をクリックしま

す。 

＜イシューボード＞画面が表示されます。 
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◆ イシューを Close に設定する（ボードから変更） 

 

操作1 ＜イシューボード＞画面を表示します。 

>参照先> ＜イシューボード＞画面の表示については、「8.7.1.3 進捗管理」

の「ボードを使って管理する」を参照してください。 

操作2 該当するイシューを「オープン」欄から「Closed」欄にドラッグしま

す。 

イシューが「Closed」になります。 
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◆ イシューを Close に設定する（イシュー画面から変更） 

 

操作1 Close にしたいイシューの画面を開きます。 

画面上部にある“Close issue”ボタンをクリックします。 

“Close issue” ボタンが“Reopen issue”ボタンに変わります。 

 

参考★ 再度 Open にする場合 

Close 状態のイシューを再度 Open 状態に戻したい場合は、イシュー画面上部の

“Reopen issue”ボタンをクリックすると、Open 状態になります。 
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8.7.2 ユーザーの管理 

登録済みのプロジェクト（リポジトリ）へ他のメンバー/グループを招待できます。

また、メンバー管理、ロール選択、有効期限の設定、メンバーの削除ができます。 

◆ メンバーの追加 

 

操作1 プロジェクトのトップ画面の左側“Project information”をクリック

し、“メンバー”をクリックします。 

＜メンバー＞画面が表示されます。 

 

操作2 「GitLab メンバーまたはメールアドレス」に招待するメンバーを入力

します。 
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操作3 「Select a role」欄の  をクリックして、一覧から選択します。 

 

参考★ 権限について 

「Owner」はすべての権限を持っています。 

 

・issueの作成 (Create new issue)

・コメントを残す (Leave comments)

・Guestの全権限

・プロジェクトのpull (Pull project code)

・プロジェクトのダウンロード (Download project)

・コードスニペットの作成 (Create a code snippets)

・Reporterの全権限

・ ブランチの作成 (Create new branches)

・protectedでないブランチへのpush (Push to non-protected branches)

・protectedでないトブランチの削除 (Remove non-protected branches)

・ wikiの編集 (Write a wiki)

・Developerの全権限

・メンバーの追加 (Add new team members)

・protectedなブランチへのpush (Push to protected branches)

・protectedなブランチの削除 (Remove protected branches)

・force push (Push with force option)

・プロジェクトの編集 (Edit project)

Maintainer

Guest

Reporter

Developer
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操作4 必要に応じて「アクセス有効期限」を入力します。 

 

参考★ 有効期限の入力について 

有効期限を決めたい場合はこちらで設定できます。 

YYYYMMDD の形式で直接入力します。または表示されたカレンダーか

ら日付を選択します。 

参考★ 招待されたユーザー 

招待されたユーザーには招待メールが届きます。 

操作5 “招待”ボタンをクリックします。 
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◆ 権限の変更 

 

操作1 プロジェクト画面を表示します。 

（1） 画面左側メニューから“Project infomation”クリックして、一覧から

“メンバー”をクリックします。 

（2） 権限を変更するメンバー欄の  をクリックして、一覧から選択しま

す。 
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◆ メンバーの削除 

 

操作1 プロジェクト画面を表示します。 

（1） 画面左側メニューから“Project infomation”クリックして、一覧から

“メンバー”をクリックします。 

（2） 削除するメンバーの右側“  ”ボタンをクリックします。 

 

操作2 確認メッセージが表示されます。 

“Remove member”ボタンをクリックします。 
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8.7.3 ブランチ管理 

ブランチ(branch)は、1 つのプロジェクトから分岐させることにより、プロジェ

クト本体に影響を与えずに開発を行える機能です。現行のバージョンのプロジェ

クトから枝分かれさせて他の作業を行うときに使われます。 

ブランチは安定したバージョンを Master ブランチと呼び、プログラムの修正や

機能の追加を行うときにブランチを追加し、担当者別にそれぞれのブランチで作

業を行います。 

分岐したブランチの内容は他のブランチに影響を与えず、複数人が同時平行で作

業を行うことができます。また、ブランチごとに履歴を残すことによって、不具合

などの問題が発生した場合に問題の切り分けや対応なども容易にできます。 

リポジトリ配下にブランチが存在し、新規ブランチ作成、ソースのダウンロード、

ブランチの削除ができます。 

 

◆ ブランチの作成 

 

操作1 プロジェクト管理画面を開き“＋”ボタンをクリックして、“新規ブラ

ンチ”をクリックします。 
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操作2 「Branch name」の入力域にブランチ名を入力します。 

「Create from」から元にするブランチを選択します。 

 

操作3 “Cleate branch”ボタンをクリックします。 

 

操作4 新しく Branch が作成されます。 
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操作5 “＋”ボタンをクリックし、新規ファイルなどを追加できます。 

 

参考★ ブランチの削除 

「git branch」コマンドで「-d」オプションを指定します。 

操作6 ブランチを切り替える場合は、プロジェクト名の左にある「ブランチ・

タグ切り替え」をクリックし切り替えます。 
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◆ ブランチの削除 

 

操作1 “リポジトリ”をクリックして、一覧から“ブランチを”クリックしま

す。 

＜ブランチ＞画面が表示されます。 

 

操作2 削除したいブランチの右側の“  ”ボタンをクリックします。 
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操作3 メッセージを確認し、“Yes, delete branch”ボタンをクリックしま

す。 

 

 
 





8.8 情報共有チャットサービスとの連携通知 

 141 

8.8 情報共有チャットサービスとの連携通

知 

チャット機能、Git リポジトリサービスでそれぞれ設定します。連携することによ

り、Git リポジトリサービスの操作を行った際に、設定したチャンネルに通知を行

うことができるようになります。 

◆ チャット機能の設定 

 

操作1 画面左上“  ”をクリックして、一覧から“総合機能”をクリック

します。 

 

注意！ 設定について 

総合機能はチーム管理者が設定できます。 
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操作2 ＜総合機能＞画面が表示されます。 

“内向きのウェブフック”をクリックします。 

 

操作3 右上の“内向きのウェブフックを追加する”ボタンをクリックします。 

 

操作4 「タイトル」の入力域にタイトルを入力します。 
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操作5 GetLab からの通知をどこのチャンネルで受けるか選択します。 

“チャンネル”を選択し、“保存する”ボタンをクリックします。 

 

操作6 連携のための URL が発行されます。 

（1） “   （コピー）”ボタンをクリックします。 

（2） “完了”ボタンをクリックします。 

 

操作7 チャット機能の設定は完了です。 
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◆ Git リポジトリサービスの設定 

 

操作1 ＜プロジェクト管理＞画面の左側のメニューから“設定”をクリックし

て、一覧から“インテグレーション”をクリックします。 

 

操作2 ＜Add an integration＞から“Mattermost notificatons”をクリッ

クします。 
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操作3 ＜Mattermost notificartions＞画面が表示されます。 

 

参考★ トリガーについて 

トリガーごとに通知チャンネルを設定できます。 

入力しない場合は、チャット機能で設定したデフォルトのチャンネルに通

知されます。 

操作4 Webhock に Mattermost 側で発行された URL を入力します。 
>参照先> 個別承認については、「9.4 Git リポジトリサービスとの連携通知 

操作 6 連携のための URL が発行されます。」を参照してくださ

い。 
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操作5 “変更を保存”ボタンをクリック後“Test settings”ボタンをクリッ

クします。 

左下に「Connection successful」と表示されれば連携完了です。 

 

 

参考★ Git リポジトリサービスからの通知について 

Git リポジトリサービスからの通知は下記のようにチャット機能のチャン

ネルに通知されます。 
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8.9 CUI で操作する場合 

Git リポジトリサービスでバージョン管理するには、Git が動作する環境を個人の

PC に設定する必要があります。 

8.9.1 SSH 認証キーの作成 

リモートリポジトリと通信する場合に、SSH の公開鍵で認証します。 

 

操作1 Git Bash を起動し、ssh-keygen コマンドを使って認証キーを作成し

ます。(Windows の Git には、OpenSSH が標準でインストールされ

ます。) 

（1） コメントを付与する場合は、ssh-keygen -t ed25519 -C "コメント" と

します。 

（2） ssh-keygen -t ed25519 コマンドを実行し、パスフレーズを設定しま

す。 
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8.9.2 Git リポジトリサービスの公開鍵登録 

作成した SSH 公開鍵(~/.ssh/id_ed25519.pub)を、Git リポジトリサービスに

登録します。 

 

操作1 Git リポジトリサービスにサインインします。(Username or email, 

Password) 
>参照先> ＜GitLab サインイン＞画面については、「8.2Git リポジトリサービ

スにサインインする」を参照してください。 

操作2 右上の“  ”ボタンをクリックして、“Edit profile”をクリック

します。 

 

操作3 左側のメニューから「SSH 鍵」をクリックします。 
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操作4 ＜SSH 鍵＞画面が表示されます。 

キーの入力域に、~/.ssh/id_ed25519.pub の内容をコピー&ペースト

し、“キーを追加”ボタンをクリックします。 
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8.9.3 PC でクローン（git clone） 

Git リポジトリサービスでプロジェクト作成時点では、ローカルリポジトリがあり

ません。コマンドラインによる手順が表示されますので、この手順に沿ってローカ

ルリポジトリを作成します。 

 

操作1 ＜コマンドライン命令＞画面を表示します。 

 

注意！ Git の設定について 

「8.9.2 Git リポジトリサービスの公開鍵登録」で公開鍵登録が済んで

いることを確認してください。 

参考★ プロトコルの利用について 

git コマンドで http プロトコルは利用できません。 
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操作2 PC で Git Bash (Windows PC)を起動し、新しいローカルリポジトリ

を作成します。 
（1） cd コマンドで、ローカルリポジトリを作成するディレクトリ(任意のディレ

クトリ)に移動します。 

 

（2） git clone コマンドで、Git リポジトリサービスのリポジトリをクローン(コ

ピー)します。 

（3） 登録した SSH キーのパスフレーズを入力して認証します。 

Git の初期化されたリポジトリ(ディレクトリ)が作成されます。 

 

（4） リポジトリ(ディレクトリ)に移動します。 

 

（5） touch コマンドで、空のファイル(README.md)を作成します。 

 

（6） Git Bash の場合、作業中のディレクトリ(working directory)やブランチ

名が表示され、入力待ち(プロンプト)が表示されます。 
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8.9.4 初期ファイルを登録（commit & push） 

touch コマンドで作成したファイルは、まだ Git の管理下ではありません。以下

の手順で Git の管理に取り入れます。また、リモートリポジトリ(Git リポジトリサ

ービス)に反映する push も行います。 

 

操作1 作成したファイルを Git の管理下に取り入れます。 

git add で、作成したファイルを Git 管理に取り入れます。この状態を

ステージングと言います。 

 

操作2 Git の履歴を記録(コッミット)します。 

git commit で、ファイルの履歴が記録されます。-m "add README"

は、履歴のコメントとして記録されます。 

 

操作3 Git リポジトリサービス(リモートリポジトリ)に、ファイルと履歴を反

映(push)します。 
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8.9.5 PC（ローカルリポジトリ）へのファイル同期

（git log） 

Git リポジトリサービスの編集機能でファイルを編集しても、PC(ローカルリポジ

トリ)は更新されないため、ファイルの同期を行います。 

 

操作1 cat README.md で、ファイルが空(何も表示されない)であることを

確認します。 

 

操作2 リモートリポジトリの変更をローカルリポジトリに反映します。 

（1） git pull コマンドで、リモートリポジトリから変更されたファイルを取得し

ます。 

（2） SSH キーのパスフレーズを入力します。 

 

（3） cat README.md で、ファイルが更新されたことを確認します。 
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8.9.6 ログ表示（git log） 

履歴(ログ)を表示します。 

 

操作1 git log を入力します。新しいものから順に表示されます。 

 

参考★ 履歴の表示について 

履歴は新しいものから順に表示します。 
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8.9.7 PC（ローカルリポジトリ）でのファイル作成 

ファイル(gitlab-start.adoc)を作成します。 

 

操作1 vim や PC のエディタなどで、ファイル(gitlab-start.adoc)を作成しま

す。 

 

操作2 git status は、ローカルリポジトリ状態を表示します。 

Untracked files:(未追跡ファイル) gitlab-start.adoc があると表示し

ます。 

 

操作3 ステージング(git add)して、状態を確認(git status)します。 

gitlab-start.adoc を、git 管理下に追加します。 

新しいファイルが追加されます。 
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8.9.8 コミット（Git への登録） 

 

操作1 git commit で、ファイルの履歴を記録します。 

-m オプションなしの場合は、エディタ(Vim)が起動しますので、コミ

ットメッセージを編集します。 

 

操作2 エディタ(Vim)が起動します。メッセージを編集し、保存・終了しま

す。 

1 行目に、コミットメッセージを入力します。 

 

操作3 コミットが完了したことを示すメッセージが表示されます。 
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操作4 git log で、履歴を確認します。(リモートリポジトリには反映していま

せん) 
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8.9.9 Git リポジトリサービスへのファイル同期（git 

push） 

リモートリポジトリ(Git リポジトリサービス)に修正を反映します。 

 

操作1 git push コマンドを入力します。 
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8.9.10 更新されたファイルの差分表示（git diff） 

コミット済みファイルと比較して、ファイルの変更内容を表示します。 

 

操作1 編集済みファイルのコミットからの変更を表示(git diff (オプションな

し))にします。 

 

操作2 コミット ID(git log で表示するコミット毎のハッシュ値)を使用し、コミ

ット間の差分を表示します。 
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参考★ コミット ID について 

短縮形のコミット ID を使うことも可能です。 
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8.10 ログアウトする 

 

操作1 右上の“  ”ボタンをクリックして、“サインアウト”をクリッ

クします。 
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第9章 チャット機能を利用する 

9.1 チャット機能の概要 
9.2 チャット機能にログインする 
9.3 チャットを行う 
9.4 Git リポジトリサービスとの連携通知 
9.5 ログアウトする 
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9.1 チャット機能の概要 

チャット機能を使うと、利用者間でのチャットやファイル共有を行うことができ

ます。チャットのほか、txt ファイルや画像ファイル(jpg、png)、動画ファイル(avi、

mpg など)を共有することができます。 

ファイルの共有は、ドラッグアンドドロップ、またはファイルを指定して設定でき

ます。 

また、投稿する際に宛先を指定することで、特定の利用者へ通知（メンション）を

送ることができます。 

通知（メンション）やダイレクトメッセージはメールでも通知されます。 

外部連携機能として、履歴管理型ファイル共有サービスである Git リポジトリサ

ービスと連携できます。 
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9.2 チャット機能にログインする 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。画面左側の“チャット機能”をクリックします。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

 

操作2 ＜チャット機能＞画面が表示されます。 

“GitLab”ボタンをクリックします。 
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操作3 ＜Git リポジトリサービス＞画面が表示されます。 

“Sign in”ボタンをクリックします。 

はじめてサインインする場合は下記を参照してください。 
>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」を参照してくださ

い。 

 

操作4 ＜認証管理機能のログイン＞画面が表示されます。 

以下の情報を入力します。 
（1） “ユーザー名またはメールアドレス”の入力域に、ログイン名を入力しま

す。 

（2） “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。 
（3） “ログイン”ボタンをクリックします。 

 

参考★ ログイン名とパスワードについて 

ログイン名とパスワードは、ネットワークサービスシステムのログイン名

とパスワードをご使用ください。  
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参考★ ログイン状態の保存について 

 
“ログイン状態の保存”にチェックを入れておくとブラウザを閉じてもロ

グイン状態を保持します。 

但し、ログインセッションの有効は 24 時間です。 

操作5 ＜ワンタイムコード＞入力画面が表示されます。 

初回ログイン時に登録した２要素認証端末のアプリを開き、ワンタイム

コードを確認します。 

（1） ワンタイムコードを入力します。 

（2） “ログイン”ボタンをクリックします。 

ワンタイムコードは下記を参照してください。 

>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」 

→「操作 5 インストールした“FreeOTP”または“Google 

Authenticator”を起動し、QR コードを読み取ります」を参照してく

ださい。 

 

注意！ パスワード間違いについて 

パスワード＋ワンタイムコードを合わせて連続 10 回間違えると、アカウ

ントが 10 分間ロックされます。ご注意ください。 

例）パスワード 7 回間違え→8 回目に成功→ワンタイムコード 3 回間違

えの場合：連続して 10 回失敗とカウントされるため 10 分間のロックが

かかります。 
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操作6 ＜チャット＞画面が表示されます。 

 

参考★ サインイン後の画面について 

初めてサインインしたユーザーで、チームに招待されていない場合は、表

示される画面が異なります。 
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9.3 チャットを行う 

9.3.1 チャンネルを作成する 

チャンネルとは、さまざまなトピックの会話を管理するための機能です。 

 

操作1 画面左の“＋”をクリックします。 

 

参考★ ＜チーム＞画面の初期表示について 

ログインすると、はじめから「Town Square」チャンネルと「Off-

Topic」チャンネルが作られています。 

これらは、チームメンバー全員が必ず参加するチャンネルです。 

参考★ チャンネルの種類 

・パブリックチャンネル： 

“Town Square”“Off-Topic”チームの全員に開放される通常チャン

ネルです。 

・プライベートチャンネル： 

選択したチームメンバーにのみ表示される機密トピック用です。 

・ダイレクトメッセージ：2 人のみの会話に使用します。 
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操作2 一覧から“新しいチャンネルを作成する”をクリックします。 

 

操作3 ＜新しいチャンネル＞画面が表示されます。 
（1） “形式”を選択します。 

（2） “名前”を入力します。 

（3） “目的”を入力します。 

（4） “ヘッダー”を入力します。 

（5） 入力後“チャンネルを作成する”ボタンをクリックします。 

 

参考★ 形式について 

「非公開」にした場合、招待されたメンバーだけが参加できます。 
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操作4 新しいチャンネルが作成されます。 

 

  



第 9 章 チャット機能を利用する 

 172 

9.3.2 プライベートチャンネルにメンバーを追加する 

 

操作1 “メンバーをこの非公開チャンネルに追加する”をクリックします。 

 

参考★ メンバーの追加 

プライベートチャンネルはデフォルトではメンバーがいません。 

チャンネル名にマウスをあてると右側に“  ”が表示されます。クリ

ックし、一覧から“メンバーを追加する”をクリックして追加することも

できます。 

操作2 メンバーを検索します。 

（1） ＜メンバーを（チャンネル名）に追加する＞の入力域に「＠」を入力しま

す。 

（2） 該当する一覧が表示されるので、追加するメンバーをクリックします。 
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操作3 “追加”ボタンをクリックします。 

 

操作4 メンバーが追加されます。 
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9.3.3 投稿する 

 

操作1 画面の一番下のメッセージ入力域（「（チャンネル名）」へ投稿する）

にメッセージを入力し、Enter キーを押します。 

 

参考★ 投稿について 

・Enter キーを押してメッセージを送信します。 

・メッセージを送信せず改行するには、Shift+Enter を使用します。 

・履歴はメッセージ入力域の上に表示されていきます。 

・ファイルも添付できます。 

操作2 投稿が表示されます。 
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参考★ 投稿の削除 

送信したメッセージ右側にある“  ”をクリックして、“削除”を選択

します。 

参考★ 投稿の編集 

送信したメッセージ右側にある“  ”をクリックして、“編集する”を

選択し、メッセージを修正後“保存する”ボタンをクリックします。  
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9.3.4 特定のメッセージへ返信する 

 

操作1 メッセージの右にある“  ”をクリックします。 

 

操作2 コメント入力域に返信内容を入力し、Enter キーを押します。または、

“コメントを追加する”ボタンをクリックします。 
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操作3 コメントが追加されます。 

 

参考★ スレッドの非表示 

スレッドを非表示にするには、スレッドの右上にある“×”ボタンをクリ

ックします。 

参考★ コメントの削除 

削除したいコメントにマウスを当て、表示される“  ”をクリックし

て、“削除”をクリックします。 
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9.3.5 ファイルを添付する 

 

操作1 ＜メッセージ入力域＞の右側“  ”ボタンをクリックします。 

 

操作2 ＜開く＞画面から添付するファイルを選択し、“開く”ボタンをクリッ

クします。 
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操作3 ファイルが表示されるので Enter キーを押します。 

 

操作4 ファイルが投稿されます。 

 

注意！ ファイルサイズについて 

ファイルの上限は 10MB です。10MB 以上のファイルを投稿しようとす

るとエラーとなります。 

参考★ ファイルのアップロード 

添付したいファイルを画面上にドラッグアンドドロップしてアップロード

することもできます。 

参考★ ファイルの削除 

アップロードしたファイルを削除する場合はファイルの右上の“×”ボタ

ンをクリックします。  
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9.3.6 特定の利用者に通知（メンション）を送る 

通知（メンション）とは、メッセージを送る際に読んでほしい相手を指定す

る機能です。 

 

操作1 画面下のボックスに「@」を入力し、一覧から選択します。または「@

メンバー名」を入力し、表示します。 

プライベートチャットと同様にファイルの添付もできます。 
>参照先> 「ファイルの添付」については、「9.3.5 ファイルを添付する」を

参照してください。 

 

参考★ メンションの種類 

@here：オンラインのメンバーに通知 

@channel , @all：チャンネル全員に通知 

@送りたい相手：チャンネル内で特定のメンバーに通知 

参考★ メンバーの検索 

「@」を入力して、メンションできるチームメンバーのリストを表示しま

す。リストをフィルタ処理するには、ユーザー名、名、姓、またはニック

ネームの最初の数文字を入力します。↑キーおよび↓キーを使用して、リ

ストのエントリをスクロールし、Enter キーを押してメンションする人を

選択します。 

参考★ メンションについて 

メンションした相手がチャンネルに属さない場合、システムから自分宛

に、メンションできなかった旨の通知メッセージが届きます。 

メンションした人をチャンネルに追加するには、システムからのメッセー

ジの“彼らをチャンネルに追加しますか”をクリックするか、チャンネル

名の下側、“このチャンネルにメンバーを追加する”をクリックしメンバ

ーを追加します。  
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9.3.7 ダイレクトメッセージを送る 

ダイレクトメッセージとは、一人とプライベートな会話を行う時に使用する 

機能です。 

 

操作1 画面左の“ダイレクトメッセージ”の“＋”をクリックします。 

 

操作2 ＜ダイレクトメッセージ＞画面の一覧、または検索ボックスからメンバ

ーを指定します。 
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操作3 指定した相手へメッセージを送ります。 

プライベートチャットと同様にファイルの添付もできます。 
>参照先> 「ファイルの添付」については、「9.3.5 ファイルを添付する」を

参照してください。 

 

参考★ 履歴について 

送信先選択すると、メッセージの入力画面が表示されます。同じ画面に履

歴も表示されるので、以前のやりとりを確認できます。 
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9.4 Git リポジトリサービスとの連携通知 

チャット機能、Git リポジトリサービスでそれぞれ設定します。連携することによ

り、Git リポジトリサービスの操作を行った際に、設定したチャンネルに通知を行

うことができるようになります。 

◆ チャット機能の設定 

 

操作1 画面左上“  ”をクリックし、一覧から“総合機能”を選択しま

す。 

 

注意！ 設定について 

総合機能はチーム管理者が設定できます。 
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操作2 ＜総合機能＞画面が表示されます。 

“内向きのウェブフック”をクリックします。 

 

操作3 右上の“内向きのウェブフックを追加する”ボタンをクリックします。 

 

操作4 「タイトル」の入力域にタイトルを入力します。 
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操作5 GetLab からの通知をどこのチャンネルで受けるか選択します。 

“チャンネル”を選択し、“保存する”ボタンをクリックします。 

 

操作6 連携のための URL が発行されます。 

（1） “   （コピー）”ボタンをクリックします。 

（2） “完了”ボタンをクリックします。 

 

操作7 チャット機能の設定は完了です。 
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◆ Git リポジトリサービスの設定 

 

操作1 ＜プロジェクト管理＞画面の左側のメニューから“設定”をクリック

し、一覧から“インテグレーション”をクリックします。 

 

操作2 ＜add in integration＞から“Mattermost notificatons”をクリック

します。 
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操作3 ＜Mattermost notificartion＞画面が表示されます。 

 

参考★ トリガーについて 

トリガーごとに通知チャンネルを設定できます。 

入力しない場合は、チャット機能で設定したデフォルトのチャンネルに通

知されます。 

操作4 Webhock に Mattermost 側で発行された URL を入力します。 
>参照先> 個別承認については、「9.4 Git リポジトリサービスとの連携通知 

操作 6 連携のための URL が発行されます。」を参照してくださ

い。 
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操作5 “変更を保存”ボタンをクリック後“Test setting”ボタンをクリック

します。 

左下に「connection successful」と表示されれば連携完了です。 

 

 

参考★ Git リポジトリサービスからの通知について 

Git リポジトリサービスからの通知は下記のようにチャット機能のチャン

ネルに通知されます。 
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9.5 ログアウトする 

 

操作1 画面左の“  ”をクリックし、一覧から“ログアウト”をクリック

します。 
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第10章 認証機能管理を利用する 

10.1 認証機能管理の概要 
10.2 認証機能管理から初回ログインの場合 
10.3 2 要素認証端末登録後のログイン 
10.4 各画面から個別にログインする 
10.5 2 要素認証端末の追加 
10.6 登録した端末の削除 
10.7 ログアウト 
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10.1 認証機能管理の概要 

認証機能管理とは、Git リポジトリサービス、チャット機能、ファイル共有システ

ムの利用者認証に用いるシングルサインオン機能です。 

Keycloak のユーザー認証連携機能により、ネットワークサービスシステムのユー

ザー情報と連携してユーザー認証を行います。 

認証方法は 2 要素認証を採用しています。「ログイン名」、「パスワード」の他、

2 要素認証端末として登録したご自身のスマートフォンに表示される「ワンタイ

ムコード」を使って認証します。 
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10.2 認証機能管理から初回ログインの場合 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

画面左側の“認証機能管理”をクリックします。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 
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操作2 ＜Keycloak アカウント管理へようこそ＞画面が表示されます。 

“Sign in”をクリックします。 

 

操作3 ＜認証管理機能のログイン＞画面が表示されます。 

以下の情報を入力します。 
（1） 「ユーザー名またはメールアドレス」の入力域に、ログイン名を入力しま

す。 

（2） 「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（“●”）で表示されます。 

（3） “ログイン”ボタンをクリックします。 

 

参考★ ログイン名とパスワードについて 

ログイン名とパスワードは、ネットワークサービスシステムのログイン名

とパスワードをご使用ください。 
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参考★ ログイン状態の保存について 

 
“ログイン状態の保存”にチェックを入れておくとブラウザを閉じてもロ

グイン状態を保持します。 

ログインセッションが有効な場合は、発行される Cookie を用いてログイ

ン認証を省略することができます。 

但し、ログインセッションの有効は 24 時間です。 
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操作4 ＜モバイル・オーセンティケーターのセットアップ＞画面が表示されま

す。2 要素認証端末として登録したご自身のスマートフォンに

“FreeOTP”“Google Authenticator”いずれかをインストールし

ます。 

 

注意！ 2 要素認証端末の登録について 

初回にログインする場合はこの操作が必要となりますのでご注意くださ

い。 

参考★ インストールについて 

Android は「Google Play」から、iOS、iPadOS は「App Store」 

より検索していただき、インストールしてください。 
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操作5 インストールした“FreeOTP”または“Google Authenticator”を

起動し、QR コードを読み取ります。 

QR コードを読み取ると、アプリ上に「ワンタイムコード」が表示され

ます。 

 

注意！ ワンタイムコードについて 

ワンタイムコードは都度 2 要素認証端末のアプリに表示されるコードを

使用しますので、アプリケーションの削除は行わないようご注意くださ

い。 
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参考★ FreeOTP 起動後の操作について 

“FreeOTP”はアプリ起動後、右上の QR コードのマークをタップし、

QR コードを読み取ります。 
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参考★ Google Authenticator 起動後の操作について 

“Google Authenticator”は起動後、「開始」ボタンをタップし、 

「QR コードをスキャン」をタップした後、読み取ります。 

     

  

 
 
 

 
 
 



第 10 章 認証機能管理を利用する 

 200 

操作6 表示されたコードを「ワンタイムコード」の入力域に入力します。 

「デバイス名」は任意のものを入力します。複数の 2 要素認証端末を登

録している場合、ログイン時にどの認証端末を使用するかをここで入力

したデバイス名から１つ選択します。 

 

  

 
 
  
 
 



10.2 認証機能管理から初回ログインの場合 

 201 

参考★ 2 要素認証端末を複数登録している場合、ログイン時にどの端末を使用

するか選択できます。 
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操作7 “送信”ボタンをクリックします。 

2 要素認証とワンタイムコードの登録が完了します。 

 

参考★ 2 要素認証について 

 
 

 

 

 

 

登録が完了するとメールが届きます。  
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10.3 2 要素認証端末登録後のログイン 

初回ログイン時に登録した 2 要素認証端末を使用し、ファイル共有システム（外

部向け）システムからログインする例を説明します。 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

画面左側の “ファイル共有システム（外部向け）”をクリックしま

す。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 
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操作2 ＜認証管理機能のログイン＞画面が表示されます。 

（1） “ユーザー名またはメールアドレス”の入力域に、ログイン名を入力しま

す。 

（2） “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。 
（3） “ログイン”ボタンをクリックします。 

 

操作3 ＜ワンタイムコード＞入力画面が表示されます。 

初回ログイン時に登録した 2 要素認証端末のアプリを開き、ワンタイム

コードを確認します。 

（1） ワンタイムコードを入力します。 

（2） “ログイン”ボタンをクリックします。 

ワンタイムコードは下記を参照してください。 

>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」 

→「操作 5 インストールした“FreeOTP”または“Google 

Authenticator”を起動し、QR コードを読み取ります。」 
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注意！ パスワード間違いについて 

パスワード＋ワンタイムコードを合わせて連続 10 回間違えると、アカウ

ントが 10 分間ロックされます。ご注意ください。 

例）パスワード 7 回間違え→8 回目に成功→ワンタイムコード 3 回間違

えの場合：連続して 10 回失敗とカウントされるため 10 分間のロックが

かかります。 

操作4 ＜ファイル共有システム（外部向け）＞画面が表示されます。 
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10.4 各画面から個別にログインする 

チャット機能からのログインを例に説明します。 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

画面左側の“チャット機能”をクリックします。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 
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操作2 ＜チャット機能＞画面が表示されます。 

“GitLab”ボタンをクリックします。 

 

操作3 ＜Git リポジトリサービス＞画面が表示されます。 

“Sign in”ボタンをクリックします。 

 

操作4 ＜認証管理機能のログイン＞画面が表示されます。 

以降の操作は下記を参照してください。 

 

【2 要素認証端末が未登録の場合】 

>参照先> 「10.2 認証機能管理から初回ログインの場合」 

→「操作 3＜認証管理機能のログイン＞」を参照してください。 

【2 要素認証端末が登録済みの場合】 

>参照先> 「10.3 2 要素認証端末登録後のログイン」 

→「操作 3＜ワンタイムコード＞」を参照してください。 

参考★ ログインについて 

“ファイル共有システム（外部向け）”“ファイル共有システム（内部向

け”“Git リポジトリサービス”からのログインも同様の操作となりま

す。 
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10.5 2 要素認証端末の追加 

2 要素認証端末を紛失した場合や、保険として複数の端末を登録したい場合に行

います。 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。画面左側の“認証機能管理”をクリックします。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 
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操作2 ＜Keycloak アカウント管理へようこそ＞画面が表示されます。 

“ログイン”ボタンをクリックします。 

 

操作3 ＜認証管理機能のログイン＞画面が表示されます。 

“2 要素認証端末の追加はこちら”をクリックします 
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操作4 ＜2 要素認証端末の追加＞画面が表示されます。 

「ユーザー名またはメールアドレス」の入力域に、ログイン名を入力し

“送信”ボタンをクリックします。 

 

操作5 パスワードを入力し、“ログイン”ボタンをクリックします。 
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操作6 2 要素認証端末情報の追加について、メールが送信されます。 

メールに記載された URL をクリックします。 

 

注意！ 送信されたメールについて 

メールを開き速やかに URL をクリックします。 

リンクは 5 分間のみ有効となります。ご注意ください。 
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操作7 ＜モバイル・オーセンティケーターのセットアップ＞画面が表示されま

す。 

追加登録する端末、またはスマートフォンに“FreeOTP”“Google 

Authenticator”いずれかをインストールします。 

 

 
 
 



10.5 2 要素認証端末の追加 

 213 

操作8 インストール後、アプリを開き QR コードを読み取ります。 
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操作9 アプリに表示されたコードを「ワンタイムコード」の入力域に入力しま

す。 

「デバイス名」は任意のものを入力します。 
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操作10 “送信”ボタンをクリックします。 

登録完了です。 

 

参考★ 2 要素認証について 

登録が完了するとメールが届きます。 

参考★ 2 要素認証端末を複数登録している場合、ログイン時にどの端末を使用

するか選択できます。 
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10.6 登録した端末の削除 

2 要素認証端末は、認証機能管理画面にログインして削除できます。 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

画面左側の“認証機能管理”をクリックします。 
>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 
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操作2 認証機能管理にログインします。 
>参照先> ＜Keycloak アカウント管理へようこそ＞へのログインについては、

「10.5 2 要素認証端末の追加」を参照してください。 

操作3 「アカウント・セキュリティー」の“Signing In”をクリックします。 

 

操作4 ＜アカウント・セキュリティー＞画面が表示されます。 

「Two-Factor Authentication」に登録した端末が表示されます。 

削除したい端末の右側“Remove”ボタンをクリックします。 
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操作5 確認画面が表示されます。 

“Continue”ボタンをクリックします。 

 

操作6 選択した端末が削除されます。 

 

参考★ 2 要素認証端末情報の削除について 

全ての 2 要素認証端末情報を削除しても、Git リポジトリサービス、チャ

ット機能、ファイル共有システムなどの情報は削除されません。  
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10.7 ログアウト 

10.7.1 認証機能管理画面からログアウト 

 

操作1 ＜Keycloak アカウント管理へようこそ＞画面の右上“サインアウト”

をクリックします。 
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第11章 申請の承認状態を確認する 

8.1 承認状態確認の概要 
8.2 申請の承認状態を確認する 
8.3 各種申請を取り下げる 
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11.1 承認状態確認の概要 

承認状態確認とは、ログインしている利用者が現在申請している内容の承認状態

を確認する機能です。また、申請を取り下げることもできます。 

 

以下に、承認状態確認の機能を示します。 

機能 説明 

申請の確認 各種申請の承認状態を確認します。 

申請の取下げ 各種申請を取り下げます。 
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11.2 申請の承認状態を確認する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“その他”か

ら、“各種申請状況確認”をクリックします。 

＜申請一覧＞画面が表示されます。 

 

参考★ ＜承認済み申請一覧＞画面に表示される申請について 

以下の申請が表示されます。 

・承認待ちの、すべての申請 

・管理者により承認された、すべての公開申請 

・管理者による承認から、３か月以内の申請（公開申請以外） 

・管理者による却下から、３か月以内の申請 

・利用者自身による取下げから、３か月以内の申請 

・承認後の管理者による取消しから、３か月以内の申請  
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操作3 承認状態を確認したい申請の“表示”ボタンをクリックします。 

＜申請内容詳細＞画面が表示されます。 

 

操作4 “戻る”ボタンをクリックします。 

＜申請一覧＞画面が表示されます。 

 

 

以下に、＜申請内容詳細＞画面に表示される項目を示します。 

項目 説明 

共通項目 申請種別 申請の種別が表示されます。 

申請者名 申請者の氏名が表示されます。 

申請者 ID 申請者の ID が表示されます。 

申請番号 申請の管理番号が表示されます。 

受付番号 申請の受付番号が表示されます。 

受付日時 申請を受け付けた日時が表示されます。 

個別項目 申請内容の各項目が表示されます。表示される項目は、申

請種別によって異なります。 

申請状態 状態 申請の承認状態が表示されます。 

・“承認待ち” 

 承認待ちの申請です。 

・“承認” 

 管理者により承認された申請です。 

・“却下” 

 管理者により却下された申請です。 

・“公開終了” 

 利用者自身が取り下げた申請、または承認後に管理者に

より取り消された申請です。 

承認日時 承認処理が行われた日時が表示されます。 

コメント 承認者のコメントが表示されます。 
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11.3 各種申請を取り下げる 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“その他”か

ら、“各種申請状況確認”をクリックします。 

＜申請一覧＞画面が表示されます。 
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操作3 取り下げたい申請の“表示”ボタンをクリックします。 

＜申請内容詳細＞画面が表示されます。 

 

操作4 “取下げ”ボタンをクリックします。 

＜申請取下げ確認＞画面が表示されます。 

参考★ 申請の取り下げについて 

“取下げ”ボタンが表示されていない申請は、取り下げできません。 

操作5 “確定”ボタンをクリックします。 

申請が取り下げられ、＜申請一覧＞画面が表示されます。 
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第12章 外部の利用者を招待する 

9.1 外部登録利用者招待の概要 
9.2 外部の利用者を招待する 
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12.1 外部登録利用者招待の概要 

外部登録利用者招待とは、本システムの ID・パスワードを取得していない外部の

利用者を、本システムの外部登録利用者として招待する機能です。 
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12.2 外部の利用者を招待する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面が表示されていること

を確認します。 

>参照先> ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面については、「2.1 

本システムの利用を開始する」を参照してください。 

操作2 ＜ネットワークサービス（一般利用者用）＞画面左側の“その他”か

ら、“外部登録利用者招待”をクリックします。 

＜外部登録利用者招待＞画面が表示されます。 

 

操作3 “招待者一覧”に、招待する外部の利用者の情報を、以下の手順で入力

します。 
（1） “氏名”の入力域に、招待する外部の利用者の氏名を入力します。 

（2） “メールアドレス”の入力域に、招待する外部の利用者のメールアドレス

を入力します。 

（3） “所属”の入力域に、招待する外部の利用者の所属を入力します。 

注意！ 招待中（仮登録中）の外部の利用者について 

招待中（仮登録中）の外部の利用者を、再度招待することはできません。 

ただし、招待された外部の利用者自身が、本システムの＜ネットワークサ

ービス（公開サービス）＞画面から新規登録申請を行うことは可能です。 
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操作4 招待する外部の利用者を追加する場合には、“追加”ボタンをクリック

し、操作３と同様に、“氏名”、“メールアドレス”、“所属”を入力

します。50 人分まで入力することができます。 

参考★ 招待する外部の利用者を削除する場合は 

“招待者一覧”の該当する外部の利用者右側の“削除”ボタンをクリック

します。 

操作5 “案内メッセージ”の入力域に、招待する外部の利用者への案内メッセ

ージを入力します。 

操作6 “確認”ボタンをクリックします。 

外部登録利用者招待の確認画面が表示されます。 

操作7 “送信”ボタンをクリックします。 

招待した利用者（本操作を行った方）および招待された外部の利用者宛

に招待メールが送信され、外部登録利用者招待のメール送信完了画面が

表示されます。なお、招待された外部の利用者は、本システムに招待中

（仮登録中）の状態となります。 

 

注意！ 期間が過ぎても正式登録されない場合には 

招待（仮登録）から３日過ぎても、招待された外部の利用者が招待メール

中に記載された URL にアクセスして正式登録されない場合には、招待

（仮登録）はキャンセルとなります。 

参考★ 招待された外部の利用者の正式登録の状況について 

招待から３日後（仮登録の期限）、招待した利用者（本操作を行った方）

宛に、招待者の正式登録の状況がメールで送信されます。 
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付録A 研究データ交換システムに接続

する 

A.1 研究データ交換システム接続の概要 
A.2 FTP 接続を利用する 
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A.1 研究データ交換システム接続の概要 

研究データ交換システムには、研究データやプログラムを保管できる各一般利用

者専用の保管領域が設置されています。FTP で保管領域に接続することで、研究

データやプログラムなどのファイルをアップロードすることができます。 

参考★ FTP とは 

サーバーとパソコンとの間でファイル転送を行うためのプロトコルです。FTP で

研究データ交換システムに接続するには、FTP 専用のソフトウェアをパソコンに

インストールする必要があります。 

 

研究データ交換システムに接続して最初に表示される領域をホームディレクトリ

といいます。ホームディレクトリには、研究データ交換システムの各機能のフォル

ダがあらかじめ設置されています。 

以下に、ホームディレクトリのフォルダ構成を示します。 

フォルダ 説明 

private 利用者専用のフォルダです。他の利用者が閲覧したり、

操作したりすることはできません。 

Public 個人用公開フォルダです。ここに格納したファイルは他

の利用者も閲覧することができます。 

Share 個人用共有フォルダです。この共有フォルダの配下に、

あらかじめ利用者がフォルダを作成しておくことで、ア

クセスを許可した他の利用者とファイルを共有するこ

とができます。 

Wiki 個人用 Wiki のフォルダです。Wiki で作成・編集したペ

ージが格納されます。また、他の利用者が Wiki を閲覧・

編集することもできます。 

参考★ 研究データ交換システムのフォルダ名およびファイル名について 

ホームディレクトリ配下のフォルダ名およびファイル名には、必ず半角英数字を使

用してください。 

参考★ ファイルのアップロードについて 

ホームディレクトリおよび“share”フォルダ直下に、ファイルをアップロードす

ることはできません。 
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A.2 FTP 接続を利用する 

A.2.1 Windows から接続する 

ここでは、Windows 10 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、窓の杜などから FFFTP を入手し、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。 

窓の杜：http://forest.watch.impress.co.jp/ 

参考★ FFFTP とは 

従来の FTP に加え、通信内容を暗号化する FTPS 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 FFFTP を起動します。 

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

たメニューから“接続”をクリックします。 

＜ホスト一覧＞画面が表示されます。 

 

操作3 ＜ホスト一覧＞画面右上の、“新規ホスト”ボタンをクリックします。 

＜ホストの設定＞画面が表示されます。 
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操作4 ＜ホストの設定＞画面で、以下の情報を入力します。 

（1） “ホストの設定名”の入力域に、ホストの名称を入力します。 

（2） “ホスト名（アドレス）”の入力域に、“ss.affrc.go.jp”と入力します。 

（3） “ユーザー名”の入力域に、ログイン名を入力します。 

（4） “パスワード/パスフレーズ”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5 “OK”ボタンをクリックします。 

新規ホストの設定が完了して、＜ホスト一覧＞画面に戻ります。 

なお、＜ホスト一覧＞画面には、操作 4(1)で入力したホストの名称 

（例：ss.affrc.go.jp）が表示されています。 
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操作6 ＜ホスト一覧＞画面で、“ss.affrc.go.jp”をダブルクリックします。 

証明書を確認する画面が表示されます。 

 

操作7 “はい”ボタンをクリックします。 

＜暗号化の状態の保存＞画面が表示されます。 
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操作8 “はい”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、＜FFFTP＞画面右側にホームデ

ィレクトリが表示されます。 
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A.2.2 MacOS 12 Monterey 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。 

https://cyberduck.io/index.ja.html?l=ja 

参考★ Cyberduck とは 

従来の FTP に加え、通信内容を暗号化する FTPS にも対応した、MacOS 12 

Monterey 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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付録B コンテンツへのアクセスを制限

する 

B.1 アクセス制限の概要 
B.2 Windows でアクセス制限を設定する 
B.3 MacOS 12 Monterey でアクセス制限を設定する 
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B.1 アクセス制限の概要 

アクセスを制限したいコンテンツが格納されているフォルダに“.htaccess”およ

び“.htpasswd”ファイルをアップロードすることで、IP アドレス（ドメイン名）

やユーザー認証によるアクセス制限を設定することができます。 

また、アクセス制限を設定したフォルダにサブフォルダが存在する場合は、サブフ

ォルダにもアクセス制限が設定されます。 

参考★ .htaccess ファイルとは 

IP アドレスやドメイン、ユーザー認証でのアクセス制限を記述したファイルです。

決められた書式で記述する必要があります。 

また、ユーザー認証によるアクセス制限を設定する場合は、.htpasswd ファイル

も合わせてアップロードする必要があります。 

>参照先> .htaccess ファイルの書式については、「B.1.2 .htaccess ファイルの書式に

ついて」を参照してください。 

参考★ .htpasswd ファイルとは 

アクセスを許可するユーザーID とパスワードを保管するためのファイルです。 

B.1.1 アクセス制限の種類 

アクセス制限には、以下の 3 種類があります。 

（1） IP アドレス（ドメイン名）を指定する 

.htaccess ファイルを作成し、IP アドレス（ドメイン名）によるアクセ

ス制限を設定します。 
（2） ユーザー認証を行う 

.htaccess と.htpasswd ファイルを作成し、ユーザー認証によるアク

セス制限を設定します。 
（3） IP アドレス（ドメイン名）とユーザー認証を組み合わせる 

.htaccess と.htpasswd ファイルを作成し、IP アドレス（ドメイン

名）とユーザー認証を組み合わせたアクセス制限を設定します。 
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B.1.2 .htaccess ファイルの書式について 

B.1.2.1 IP アドレス（ドメイン名）を指定する場合の書式 

◆ 特定の IP アドレス（ドメイン名）からのみアクセスを許可する場合 

最初にすべてのアクセスを拒否し、その後アクセスを許可する IP アドレスやドメ

イン名を記述します。 

 

• # Sample .htaccess File 

行頭に“#”を入力することで、コメント行とします。 

• order deny,allow 

拒否を優先します。 

• deny from all 

すべてのアクセスを拒否します。 

• allow from .x.affrc.go.jp 

特定の機関サブドメイン単位でアクセスを許可します。 

• allow from pc1.x.affrc.go.jp 

特定ホストの FQDN のアクセスを許可します。 

• allow from 150.26. x. 

特定のネットワークアドレス単位でアクセスを許可します。 

• allow from 150.26. x. x 

特定ホストの IP アドレスのアクセスを許可します。 

参考★ パソコンにホスト名が付いていない場合 

IP アドレスで指定してください。 
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◆ 特定の IP アドレス（ドメイン名）からのみアクセスを拒否する場合 

最初にすべてのアクセスを許可し、その後アクセスを拒否する IP アドレスやドメ

イン名を記述します。 

 

• # Sample .htaccess File 

行頭に“#”を入力することで、コメント行とします。 

• order  allow,deny 

許可を優先します。 

• allow from all 

すべてのアクセスを許可します。 

• deny from . x.affrc.go.jp 

特定の機関サブドメイン単位でアクセスを拒否します。 

• deny from pc1. x.affrc.go.jp 

特定ホストの FQDN のアクセスを拒否します。 

• deny from 150.26. x. 

特定のネットワークアドレス単位でアクセスを拒否します。 

• deny from 150.26. x. x 

特定ホストの IP アドレスのアクセスを拒否します。 

参考★ パソコンにホスト名が付いていない場合 

IP アドレスで指定してください。 

  



B.1 アクセス制限の概要 

 245 

◆ 特定の機関サブドメイン名からのみアクセスを許可する場合 

最初にすべてのアクセスを拒否し、その後アクセスを許可する機関サブドメイン

を記述します。 

 

• # Sample .htaccess File 

行頭に“#”を入力することで、コメント行とします。 

• order deny,allow 

拒否を優先します。 

• deny from all 

すべてのアクセスを拒否します。 

• allow from .x.affrc.go.jp 

特定の機関サブドメインからのみアクセスを許可します。 

• allow from 150.26.x. 

特定の機関サブドメインのネットワークアドレスからのアクセスを許可しま

す。 

参考★ 機関サブドメインとネットワークアドレスの指定について 

特定の機関サブドメインからのアクセスを許可する場合、機関内のパソコンにホス

ト名が付いていない場合を想定し、ネットワークアドレスからの許可も指定する必

要があります。 

なお、どちらか片方だけ指定することも可能です。 
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B.1.2.2 ユーザー認証を行う場合の書式 

 

• # Sample .htaccess File 

行頭に“#”を入力することで、コメント行とします。 

• AuthUserFile /data/user/yourname(ユーザー名)/.htpasswd 

.htpasswd ファイルの絶対パスを入力します。 

• AuthType Basic 

ユーザー認証方法をベーシック認証に指定します。 

• AuthName “Secret” 
ユーザー認証画面に表示されるタイトル名を任意で入力します。 

• Require valid-user 

認証を行うユーザー名を入力します。 

“valid-user”を入力すると、.htpasswd ファイルに記述されたすべてのユ

ーザーの認証を行います。 

注意！ ユーザー認証方法について 

本システムではベーシック認証のみサポートしています。ベーシック認証では、パ

スワードがエンコードした情報としてネットワーク上に流れるため、デコードする

とそのまま読み取られる危険性があります。ユーザー認証によるアクセス制限を設

定する場合は、この危険性を十分に把握した上で使用してください。 

注意！ AuthUserFile のファイル名について 

セキュリティ上、必ず“.ht”で始まるファイル名にしてください。 
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B.1.2.3 IP アドレス（ドメイン名）とユーザー認証を組み合わせ

る場合の書式 

あらかじめ利用者の IP アドレスが分かっている場合は、IP アドレス（ドメイン名）

とユーザー認証を組み合わせることができます。 

 
>参照先> それぞれの書式については、「B.1.2.1 IP アドレス（ドメイン名）を指定する

場合の書式」および「B.1.2.2 ユーザー認証を行う場合の書式」を参照してく

ださい。 
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B.2 Windows でアクセス制限を設定する 

 

操作1 メモ帳などのテキストエディタを使用して、.htaccess ファイルを作成

します。 

>参照先> .htaccess ファイルの書式については、「B.1.2 .htaccess ファイ

ルの書式について」を参照してください。 

操作2 研究データ交換システムに接続し、アクセスを制限したいフォルダ

に.htaccess および.htpasswd ファイルをアップロードします。 
>参照先> 研究データ交換システムに接続する方法については、「付録 A 研究

データ交換システムに接続する」を参照してください。 

参考★ 転送モードについて 

「.htaccess」ファイルおよび「.htpasswd」ファイルは、テキストモー

ド（アスキーモード）でアップロードしてください。 

参考★ 「.htaccess」ファイルのファイル名変更について 

テキストエディタによっては、“.htaccess”というファイル名で保存で

きない場合があります。そのような場合は、アップロード後、研究データ

交換システム側のファイル名を“.htaccess”に変更してください。 
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B.3 MacOS 12 Monterey でアクセス制限

を設定する 

 

操作1 テキストエディットなどのテキストエディタを使用して、.htaccess フ

ァイルを作成します。 
>参照先> .htaccess ファイルの書式については、「B.1.2 .htaccess ファイ

ルの書式について」を参照してください。 

注意！ .htaccess ファイルのファイル名について 

MacOS 12 Monterey では、先頭に“.”が付いているファイルはシステ

ムファイルとして認識されます。.htaccess ファイルはファイル名を

“htaccess.txt”にして作成し、研究データ交換システムにアップロード

後、“.htaccess”に変更してください。 

操作2 研究データ交換システムに接続し、アクセスを制限したいフォルダ

に.htaccess および.htpasswd ファイルをアップロードします。 
>参照先> 研究データ交換システムに接続する方法については、「付録 A 研究

データ交換システムに接続する」を参照してください。 

操作3 アップロードした“htaccess.txt”のファイル名を“.htaccess”に変

更します。 
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付録C 個人用公開フォルダを閲覧する 

C.1 個人用公開フォルダを閲覧する 
  



付録 C 個人用公開フォルダを閲覧する 

 252 

C.1 個人用公開フォルダを閲覧する 

Web ブラウザのアドレス欄に、個人用公開フォルダの URL を入力すると、その

公開フォルダに格納されているコンテンツを閲覧することができます。 

 

操作1 Web ブラウザのアドレス欄に、“http://cse.△△△.affrc.go.jp/□□

□/”と入力します。 

“△△△”には機関サブドメイン、“□□□”には個人用公開フォルダ

の利用者のログイン名を入力します。 

操作2 「Enter」キーを押します。 

Web ブラウザに個人用公開フォルダに格納されているコンテンツが表

示されます。 
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付録D Wiki を閲覧・編集する 

D.1 Wiki を閲覧する 
D.2 Wiki を編集する 
D.3 Wiki のページを一括ダウンロード・一括アップロードする 

  



付録 D Wiki を閲覧・編集する 

 254 

D.1 Wiki を閲覧する 

Web ブラウザのアドレス欄に、公開されている個人用 Wiki の URL またはメーリ

ングリストの Wiki の URL を入力すると、その Wiki を閲覧・編集することができ

ます。 

 

操作1 Web ブラウザのアドレス欄に、公開されている Wiki のアドレスを入力

します。 

（1） 研究データ交換システムの個人用 Wiki を閲覧する場合は、

“https://user-wiki.sys.affrc.go.jp/□□□/”と入力します。 

“□□□”には、個人用 Wiki を公開している利用者のログイン名を入

力します。 

参考★ ログイン名の入力を省略すると 

AFFRIT Wiki のトップページを表示させることができます。 

（2） メーリングリストの Wiki を閲覧する場合は、“https://ml-

wiki.sys.affrc.go.jp/□□□/”と入力します。 

“□□□”には、メーリングリスト名を入力します。 

参考★ メーリングリスト名の入力を省略すると 

AFFRIT Wiki のトップページを表示させることができます。 

操作2 「Enter」キーを押します。 

Web ブラウザに Wiki が表示されます。 
>参照先> Wiki の操作については、以下を参照してください。 

http://www.dokuwiki.org/ja:dokuwiki 

参考★ 個人用 Wiki へのログインについて 

個人用 Wiki を公開している利用者の設定によっては、本システムにログ

インしないと、Wiki を閲覧できない場合があります。そのような場合は

Wiki の“ログイン”ボタンをクリックして、本システムにログインして

ください。 

>参照先> 本システムにログインする方法については、「2.1 本システムの利

用を開始する」を参照してください。 
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D.2 Wiki を編集する 

ここでは、Wiki を編集する方法を説明します。 

注意！ Wiki の編集について 

Wiki を編集できるのは、編集権限がある利用者のみです。 

参考★ 本書に掲載されている Wiki のページについて 

本書に掲載されている Wiki のページは、ご利用の環境により、実際に表示される 

ページと異なる場合があります。 

D.2.1 Wiki の編集を開始する 

 

操作1 Wiki のページが表示されていることを確認します。 

 

操作2 Wiki のページ右上の“ログイン”ボタンをクリックすると、＜Login＞

画面が表示されますので、ログイン名・パスワードを入力、表示言語を

選択して、“OK”ボタンをクリックします。 

本システムにログインされます。 

>参照先> 本システムにログインする方法については、「2.1 本システムの利

用を開始する」を参照してください。 
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操作3 Wiki のページで、“文書の編集”ボタンをクリックします。 

Wiki の編集ができる状態になります。 
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D.2.2 参照リンクを挿入する 

Wiki のページに、利用者自身の共有フォルダや所属メーリングリストへの参照リ

ンクを簡単に挿入することができます。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「D.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 編集画面上側のツールバーから、“M”ボタン配下のいずれかのボタン

をクリックします。 

参照リンクが挿入されます。 

 

 

 

  



付録 D Wiki を閲覧・編集する 

 258 

D.2.3 コメント欄を設置する 

Wiki のページに、利用者がコメントを入力することができるコメント欄を設置す

ることができます。コメント欄を設置すると、Wiki の編集権限をもたない利用者

でも、コメントを入力することができます。このため、幅広く意見を募りたい場合

などに、コメント欄を設置すると便利です。 

なお、利用者に書き込まれたコメントは、Wiki のページとは別に管理されます。 

注意！ 設置できるコメント欄の数について 

1 つの Wiki のページに対して、設置できるコメント欄は 1 つのみです。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「D.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 コメント欄を設置するには、“~~DISCUSSION~~”記法を使用しま

す。 

書式：~~DISCUSSION~~ 

 

 

 

＜コメント欄設置ページの表示例＞       ＜コメント管理画面の例＞ 
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参考★ 既にコメント欄が設置されている場合には 

コメント欄の状態を、コメント受け付け可能状態にします。 

参考★ コメント欄をコメント受付け不可能状態にする場合には 

“~~DISCUSSION:closed~~”記法を使用します。 

書式：~~DISCUSSION:closed~~    

なお、コメント欄が設置されていない場合には、新規投稿を受け付けないコメント

欄が設置されます。 

参考★ コメント欄を非表示にする場合には 

“~~ DISCUSSION:off~~”記法を使用します。 

書式：~~DISCUSSION:off~~    

また、管理画面の“すべてのコメントを見る”から、非表示にすることもできま

す。 

なお、非表示にしたあとは、Wiki のページから“~~DISCUSSION:off~~”記法を 

削除しても、非表示のままとなります。 

 

注意！ コメント欄の削除について 

いったん設置したコメント欄を、完全に削除することはできません。 

Wiki のページから、“~~DISCUSSION~~”記法を削除しても、コメント欄は残っ

たままとなります。 
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D.2.4 ブログのように時系列に並べて表示する 

特定の名前空間（フォルダ）内にある Wiki のページの内容を、時系列に並べて 

表示することができます。お知らせページなどに利用すると便利です。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「D.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 ブログのように時系列に並べて表示するには、“{{blog>...}}”記法を使

用します。 

書式：{{blog>[名前空間]?[表示記事数]&[include プラグインの表示フラ

グ]}} 

・[名前空間] 

 Wiki のページの内容を時系列に並べて表示する名前空間（フォルダ） 

 を指定します。 

 省略すると、“blog”という名前空間が指定されたものとみなされ 

 ます。 

・[表示記事数] 

 1 ページに表示する記事の数を指定します。 

 省略すると、“5”が指定されたものとみなされます。 

 なお、表示記事数を超えた場合には、ページが分割され、“より古い 

 記事”などのリンクが適宜表示されます。 

・[include プラグインの表示フラグ] 

 表示される各記事の内容や体裁を指定できます。 

>参照先> include プラグインの表示フラグについては、以下のページ（英語）

を参照してください。 

https://www.dokuwiki.org/plugin:include#configuration_and_

flags 
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  ＜ブログのように時系列に並べた表示例＞ 

 

参考★ 特定の名前空間（フォルダ）内にある Wiki のページを、一覧表形式で表示する場

合 

には 

“{{autoarchive>...}}”記法を使用します。 

書式：{{autoarchive>[名前空間]}}    

参考★ 特定の名前空間（フォルダ）内にある Wiki のページを、年月別の一覧表形式で表

示 

する場合には 

“{{archive>...}}”記法を使用します。 

書式：{{archive>[名前空間]?[年月]&[pagelist プラグインの表示フラグ]}}    

・[名前空間] 

 Wiki のページを年月別の一覧表形式で表示する名前空間（フォルダ）を指定 

 します。 

 省略すると、“blog”という名前空間が指定されたものとみなされます。 

・[年月]（必須） 

 YYYY または YYYY-MM 形式で指定します。 

 なお、全期間の記事を表示する場合には、“*“を指定します。 

・[pagelist プラグインの表示フラグ] 

 表示されるページ一覧の体裁を指定できます。 

>参照先> pagelist プラグインの表示フラグについては、以下のページ（英語）

を参照してください。 

https://www.dokuwiki.org/plugin:pagelist#flags 
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参考★ ブログ機能の関連プラグインについて 

ブログ機能は、いくつかのプラグインを組み合わせて動作しています。前述の

include プラグインや pagelist プラグインのほかに、以下のプラグインの機能も 

利用しています。 

・bloglinks プラグイン 

 ブログ記事の上部に挿入される前後の記事へのリンクの表示を担当します。 

 詳細は、以下のページ（英語）を参照してください。 

 https://www.dokuwiki.org/plugin:bloglinks 

・tag プラグイン 

 Wiki ページにタグを付けることができます。 

 詳細は、以下のページ（英語）を参照してください。 

 https://www.dokuwiki.org/plugin:tag 

・discussion プラグイン 

 コメント機能を担当します。 

 詳細は、「D.2.3 コメント欄を設置する」を参照してください。 
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◆ お知らせページの作成例 

■ページ名 

・お知らせトップ    ：/info 

・年別のお知らせ一覧：/archive/20２１ 

・個々のお知らせ記事：/info/記事名 

 

■上記ページの Wiki テキスト内容のサンプル 

・お知らせトップ    ：/info 

  ===== お知らせ ===== 

  {{blog>info}} 

 

・年別のお知らせ一覧：/archive/20２１ 

  ===== 20２１年のお知らせ ==== 

  {{archive>info?20２１}} 

 

・個々のお知らせ記事：/info/記事名 

  ===== 記事名 ===== 

  お知らせのサンプル記事です。 

 

参考★ 新しいお知らせ記事を追加する場合には 

“お知らせトップ”に表示されている新しい記事の入力フォームに、“記事名”と

入力すると、ブログ記事用のひな形を使用して新しい記事を作成することができま

す。 
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D.3 Wiki のページを一括ダウンロード・一

括アップロードする 

D.3.1 Wiki のページを一括ダウンロードする 

注意！ Wiki のページの一括ダウンロードについて 

Wiki のページを一括ダウンロードできるのは、管理権限がある利用者のみです。 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 
>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「D.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 編集画面右上の“管理”ボタンをクリックします。 

管理者メニューが表示されます。 
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操作3 “データのインポートとエクスポート”のリンクをクリックします。 

データをインポート・エクスポートする画面が表示されます。 

 

操作4 “データをエクスポートする”のリンクをクリックします。 

Wiki のページが一括ダウンロードされます。 
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D.3.2 Wiki のページを一括アップロードする 

注意！ Wiki のページの一括アップロードについて 

Wiki のページを一括アップロードできるのは、管理権限がある利用者のみです。 

注意！ アップロードする zip ファイルの形式について 

アップロードする zip ファイルは、以下の形式である必要があります。 

●フォルダ構成について 

・zip ファイル内のルートフォルダに、“pages”および“media”フォルダが 

 あること。 

●“pages”フォルダの内容（Wiki ページ） 

・すべてのファイル名・フォルダ名が、半角英数文字のみであること。 

・日本語のファイル名・フォルダ名は、UTF-8 エンコードの日本語文字列を 

 URL エンコードしたものであること。 

・ファイルの拡張子は、“.txt”であること。 

・ファイルの内容は、UTF-8 エンコードのテキストであること。 

●“media”フォルダの内容（メディアファイル） 

・すべてのファイル名・フォルダ名が、半角英数文字のみであること。 

・日本語のファイル名・フォルダ名は、UTF-8 エンコードの日本語文字列を 

 URL エンコードしたものであること。 

・ファイルの拡張子が、AFFRIT Wiki にメディアファイルとしてアップロード 

 可能な拡張子であること 

 

操作1 Wiki のページが編集できる状態であることを確認します。 

>参照先> Wiki のページを編集できる状態にする方法については、「D.2.1 

Wiki の編集を開始する」を参照してください。 

操作2 編集画面右上の“管理”ボタンをクリックします。 

管理者メニューが表示されます。 
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操作3 “データのインポートとエクスポート”のリンクをクリックします。 

データをインポート・エクスポートする画面が表示されます。 

 

操作4 “参照”ボタンをクリックして、アップロードするファイルを選択しま

す。 

操作5 “データをインポートする”のリンクをクリックします。 

Wiki のページが一括アップロードされます。 
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付録E 共有フォルダに接続・操作する 

E.1 共有フォルダ接続・操作の概要 
E.2 Windows から接続・操作する 
E.3 MacOS 12 Monterey から接続・操作する 
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E.1 共有フォルダ接続・操作の概要 

アクセスが許可されている研究データ交換システムの個人用共有フォルダまたは

メーリングリストの共有フォルダに接続して、フォルダを作成したり、ファイルを

アップロードまたはダウンロードしたりすることができます。 

参考★ 共有フォルダのフォルダ名およびファイル名について 

共有フォルダのフォルダ名およびファイル名には、必ず半角英数字を使用してくだ

さい。 
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E.2 Windows から接続・操作する 

E.2.1 Web ブラウザを利用して接続・操作する 

ここでは、Windows から、Web ブラウザを利用して、研究データ交換システム

の個人用共有フォルダまたはメーリングリストの共有フォルダに接続・操作する

方法を説明します。 

E.2.1.1 Web ブラウザを利用して接続する 

Web ブラウザのアドレス欄に、共有フォルダの URL を入力すると、その共有フ

ォルダに接続することができます。 

 

操作1 Web ブラウザのアドレス欄に、共有フォルダのアドレスを入力しま

す。 
（1） 研究データ交換システムの個人用共有フォルダに接続する場合は、

“https://user-share.sys.affrc.go.jp/□□□/△△△/”と入力します。 

“□□□”には個人用共有フォルダを公開している利用者のログイン名

を、“△△△”には共有フォルダ名を入力します。 

参考★ ログイン名・共有フォルダ名の入力を省略すると 

AFFRIT 共有フォルダのトップページを表示させることができます。 

（2） メーリングリストの共有フォルダに接続する場合は、“https://ml-

share.sys.affrc.go.jp/□□□/△△△/”と入力します。 

“□□□”には共有フォルダを公開しているメーリングリスト名を、 

“△△△”には共有フォルダ名を入力します。 

参考★ メーリングリスト名・共有フォルダ名の入力を省略すると 

AFFRIT 共有フォルダのトップページを表示させることができます。 

操作2 「Enter」キーを押します。 

ログインが必要な旨のメッセージ画面が表示されます。 

  



付録 E 共有フォルダに接続・操作する 

 272 

操作3 画面右上の“ログイン”ボタンをクリックします。 

WebSSO 認証画面に遷移する旨の画面が表示されます。 

 

操作4 “ログイン”ボタンをクリックすると、＜Login＞画面が表示されます

ので、ログイン名・パスワードを入力、表示言語を選択して、“OK”

ボタンをクリックします。 

本システムにログインされ、共有フォルダに接続・操作ができる状態に

なります。 
>参照先> 本システムにログインする方法については、「2.1 本システムの利

用を開始する」を参照してください。 
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E.2.1.2 共有フォルダを編集する 

ここでは、共有フォルダを編集する方法を、Java Script が利用可能な環境の 

場合を例に説明します。 

なお、Java Script が利用できない環境の場合にも、編集が可能ですが、操作 

方法が若干異なりますので、ご了承ください。 
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◆ 新しいフォルダを作成する 

注意！ 新しいフォルダの作成について 

新しいフォルダを作成できるのは、書込権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から、“フォルダの新規作成”ボタンをクリッ

クします。 

フォルダ・ファイル一覧に、新しいフォルダ名入力欄が表示されます。 

 

 

 

操作3 新しいフォルダ名を入力して、“作成”ボタンをクリックします。 

共有フォルダが作成されます。  
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◆ フォルダ名・ファイル名を任意の名前に変更する 

注意！ フォルダ名・ファイル名の変更について 

フォルダ名・ファイル名を変更できるのは、書込権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 フォルダ・ファイル一覧から、名前を変更したいフォルダ・ファイルの

チェックボックスを 1 つだけチェックし、共有フォルダの画面左側から

“名前の変更”ボタンをクリックします。 

フォルダ・ファイル一覧の、該当フォルダ・ファイルに、フォルダ名・

ファイル名入力欄が表示されます。 
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操作3 新しいフォルダ名・ファイル名を入力して、“変更”ボタンをクリック

します。 

フォルダ名・ファイル名が変更されます。 
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◆ 複数のフォルダ名・ファイル名を小文字／大文字に一括変更する 

注意！ フォルダ名・ファイル名の一括変更について 

フォルダ名・ファイル名を一括変更できるのは、書込権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 フォルダ・ファイル一覧から、名前を一括変更したいフォルダ・ファイ

ルのチェックボックスを複数チェックし、共有フォルダの画面左側から

“名前の変更”ボタンをクリックします。 

名前の一括変更画面が表示されます。 
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操作3 “名前全体”から“小文字”または“大文字”を選択して、“変更”ボ

タンをクリックします。 

フォルダ名・ファイル名が小文字または大文字に一括して変更されま

す。 
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◆ 複数のファイルの拡張子を小文字／大文字／任意の拡張子に一括変更す

る 

注意！ ファイルの拡張子の一括変更について 

ファイルの拡張子を一括変更できるのは、書込権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 フォルダ・ファイル一覧から、拡張子を一括変更したいファイルのチェ

ックボックスを複数チェックし、共有フォルダの画面左側から“名前の

変更”ボタンをクリックします。 

名前の一括変更画面が表示されます。 
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操作3 “拡張子”から、以下のいずれかを選択します。 

・小文字 

・大文字 

・指定 

 

なお、“指定”を選択した場合には、拡張子入力欄に、変更したい拡張

子を入力します。 

操作4 “変更”ボタンをクリックします。 

ファイルの拡張子が、小文字、大文字、または任意の拡張子に一括して

変更されます。 
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◆ フォルダ・ファイルを移動する 

注意！ フォルダ・ファイルの移動について 

フォルダ・ファイルを移動できるのは、書込権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 フォルダ・ファイル一覧から、移動したいフォルダ・ファイルのチェッ

クボックスをチェック（複数選択可）し、共有フォルダの画面左側から

“移動”ボタンをクリックします。 

ファイルの移動画面が表示されます。 
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操作3 移動先を、以下の手順で指定します。 

（1） 画面左側の“移動先フォルダ”から、移動先を選択します。 

（2） “同名ファイルの扱い”から、以下のいずれかを選択します。 

・上書きしない 

・新しければ上書き 

・強制的に上書き 

参考★ フォルダ・ファイルを移動対象から外したい 

移動対象欄のフォルダ・ファイル名左側のチェックボックスをチェックす

ると、移動対象から外すことができます。 

操作4 “移動”ボタンをクリックします。 

指定したフォルダに、フォルダ・ファイルが移動されます。 
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◆ フォルダ・ファイルを削除する 

注意！ フォルダ・ファイルの削除について 

フォルダ・ファイルを削除できるのは、書込権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 フォルダ・ファイル一覧から、削除したいフォルダ・ファイルのチェッ

クボックスをチェック（複数選択可）し、共有フォルダの画面左側から

“削除”ボタンをクリックします。 

ファイルの削除画面が表示されます。 
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参考★ フォルダ・ファイルを削除対象から外したい 

フォルダ・ファイル名左側のチェックボックスをチェックすると、削除対

象から外すことができます。 

操作3 “削除”ボタンをクリックします。 

フォルダ・ファイルが削除されます。 

なお、削除されたフォルダ・ファイルは、ごみ箱に移動されます。 
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E.2.1.3 共有フォルダをダウンロード・アップロードする 

ここでは、共有フォルダをダウンロード・アップロードする方法を、Java Script

が利用可能な環境の場合を例に説明します。 

なお、Java Script が利用できない環境の場合にも、ダウンロード・アップロード

が可能ですが、操作方法が若干異なりますので、ご了承ください。 
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◆ フォルダ・ファイルをまとめてダウンロードする 

注意！ フォルダ・ファイルのダウンロードについて 

フォルダ・ファイルをダウンロードできるのは、読込権限がある利用者のみです。 

注意！ ダウンロードにかかる時間について 

大量のフォルダ・ファイル、またはファイルサイズが大きいフォルダ・ファイルを

ダウンロードすると、それなりに時間がかかります。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 フォルダ・ファイル一覧から、ダウンロードしたいフォルダ・ファイル

のチェックボックスをチェック（複数選択可）し、共有フォルダの画面

左側から“まとめてダウンロード”ボタンをクリックします。 

ファイルの一括ダウンロード画面が表示されます。 
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参考★ フォルダ・ファイルをダウンロード対象から外したい 

フォルダ・ファイル名左側のチェックボックスをチェックすると、ダウン

ロード対象から外すことができます。 

操作3 必要に応じて、“ZIP 内でのファイル名のエンコーディング”から、 

該当する言語を選択します。 

操作4 “ダウンロード”ボタンをクリックします。 

選択したフォルダ・ファイルが zip ファイルにまとめられ、ダウンロー

ドされます。 
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◆ ファイルをアップロードする 

注意！ ファイルのアップロードについて 

ファイルをアップロードできるのは、書込権限がある利用者のみです。 

注意！ アップロードにかかる時間について 

ファイルサイズが大きいファイルをアップロードすると、それなりに時間がかかり

ます。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から“ファイルのアップロード”ボタンをクリ

ックします。 

ファイルのアップロード画面が表示されます。 
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参考★ 高機能アップロード画面が表示された場合には 

“標準のアップローダー”のリンクをクリックすると、標準のアップロー

ダー画面が表示されます。 

操作3 “参照”ボタンをクリックして、アップロードするファイルを選択しま

す。 

操作4 “アップロード”ボタンをクリックします。 

選択したファイルがアップロードされます。 
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◆ 複数のファイルを一括アップロードする 

注意！ ファイルのアップロードについて 

ファイルをアップロードできるのは、書込権限がある利用者のみです。 

注意！ アップロードにかかる時間について 

大量のファイル、またはファイルサイズが大きいファイルをアップロードすると、

それなりに時間がかかります。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から“ファイルのアップロード”ボタンをクリ

ックします。 

ファイルのアップロード画面が表示されます。 
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操作3 “高機能アップローダー”のリンクをクリックします。 

高機能アップローダーの画面が表示されます。 

 

操作4 “ファイルの追加”ボタンをクリックして、アップロードするファイル

を追加します。 
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操作5 必要に応じて、“既存のファイルを上書きする”をチェックします。 

操作6 “アップロード”ボタンをクリックします。 

選択した複数のファイルが一括アップロードされます。 

  



E.2 Windows から接続・操作する 

 293 

E.2.1.4 ごみ箱を管理する 

ここでは、共有フォルダを管理する方法を、Java Script が利用可能な環境の 

場合を例に説明します。 

なお、Java Script が利用できない環境の場合にも、共有フォルダの管理が可能

ですが、操作方法が若干異なりますので、ご了承ください。 
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◆ ごみ箱内のフォルダ・ファイルを元に戻す（復元） 

注意！ ごみ箱内のフォルダ・ファイルの復元について 

ごみ箱内のフォルダ・ファイルを復元できるのは、管理権限がある利用者のみで

す。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から“ごみ箱”ボタンをクリックします。 

ごみ箱管理画面が表示されます。 
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操作3 ごみ箱内のフォルダ・ファイル一覧から、復元したいフォルダ・ファイ

ルのチェックボックスをチェック（複数選択可）し、ごみ箱管理画面左

側から“元の場所に戻す”ボタンをクリックします。 

ファイルとフォルダの復元画面が表示されます。 

 

操作4 “復元先の名前が既に使用されている場合の処理”から、以下のいずれ

かを選択します。 

・復元しない 

・上書きして復元する 

・別の名前に変更して復元する 

 

なお、“別の名前に変更して復元する”を選択すると、ファイル名の末

尾に自動的に“.数字”が付与されます。 

操作5 “OK”ボタンをクリックします。 

ファイルとフォルダの復元を確認する画面が表示されます。 

 

操作6 “OK”ボタンをクリックします。 

選択したフォルダ・ファイルが元の場所に復元されます。 
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◆ ごみ箱内のフォルダ・ファイルを完全に削除する 

注意！ ごみ箱内のフォルダ・ファイルの完全削除について 

ごみ箱内のフォルダ・ファイルを完全削除できるのは、管理権限がある利用者のみ

です。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から“ごみ箱”ボタンをクリックします。 

ごみ箱管理画面が表示されます。 
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操作3 ごみ箱内のフォルダ・ファイル一覧から、完全に削除したいフォルダ・

ファイルのチェックボックスをチェック（複数選択可）し、ごみ箱管理

画面左側から“完全に削除”ボタンをクリックします。 

ファイルとフォルダの完全削除を確認する画面が表示されます。 

 

操作4 “OK”ボタンをクリックします。 

選択したフォルダ・ファイルが完全に削除されます。 
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◆ ごみ箱内のすべてのフォルダ・ファイルを完全に削除する（ごみ箱を空

にする） 

注意！ ごみ箱内のフォルダ・ファイルの完全削除について 

ごみ箱内のフォルダ・ファイルを完全削除できるのは、管理権限がある利用者のみ

です。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から“ごみ箱”ボタンをクリックします。 

ごみ箱管理画面が表示されます。 
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操作3 ごみ箱管理画面左側から、“ごみ箱を空にする”ボタンをクリックしま

す。 

ファイルとフォルダの完全削除を確認する画面が表示されます。 

 

操作4 “OK”ボタンをクリックします。 

ごみ箱内のすべてのフォルダ・ファイルが完全に削除されます。 
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E.2.1.5 共有フォルダを管理する 

ここでは、共有フォルダを管理する方法を説明します。 

共有フォルダの管理では、共有フォルダを追加・変更・削除することができます。 

注意！ 共有フォルダの管理について 

共有フォルダを管理できるのは、管理権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から“共有フォルダの管理”ボタンをクリック

します。 

＜共有フォルダ設定＞画面が表示されます。 
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操作3 以降、「6.6.1 個人用共有フォルダを設定する」を参照して操作して

ください。 
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E.2.1.6 共有フォルダへのアクセス制限を設定する 

ここでは、共有フォルダへのアクセス制限を設定する方法を説明します。 

共有フォルダへのアクセス制限の設定では、アクセスを許可する利用者・グルー

プ・IP アドレスを設定することができます。 

注意！ 共有フォルダへのアクセス制限の設定について 

共有フォルダへのアクセス制限を設できるのは、管理権限がある利用者のみです。 

 

操作1 共有フォルダが操作できる状態であることを確認します。 
>参照先> 共有フォルダを操作できる状態にする方法については、「E.2.1.1 

Web ブラウザを利用して接続する」を参照してください。 

操作2 共有フォルダの画面左側から“アクセス制限の管理”ボタンをクリック

します。 

＜共有フォルダ設定＞画面が表示されます。 
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操作3 以降、「6.6.2 個人用共有フォルダへのアクセス制限を設定する」を 

参照して操作してください。 
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E.2.2 Windows から直接接続・操作する 

ここでは、Windows 10 を例に接続方法を説明します。 

 

操作1 エクスプローラーを起動します。 

操作2 エクスプローラー画面左側の、“PC”を右クリックします。 
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操作3 表示されたメニューから、“ネットワークの場所を追加する”をクリッ

クします。 

＜ネットワークの場所の追加＞画面が表示されます。 

 

操作4 “次へ”ボタンをクリックします。 

ネットワークの場所を作成する場所を指定する画面が表示されます。 
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操作5 “カスタムのネットワークの場所の選択”を選択して、“次へ”ボタン

をクリックします。 

Web サイトの場所を指定する画面が表示されます。 

 

操作6 “インターネットまたはネットワークのアドレス”欄に、共有フォルダ

のアドレスを入力します。 
（1） 研究データ交換システムの個人用共有フォルダに接続する場合は、

“https://user-share.sys.affrc.go.jp/□□□/△△△/”と入力します。 

“□□□”には個人用共有フォルダを公開している利用者のログイン名

を、“△△△”には共有フォルダ名を入力します。 

（2） メーリングリストの共有フォルダに接続する場合は、“https://ml-

share.sys.affrc.go.jp/□□□/△△△/”と入力します。 

“□□□”には共有フォルダを公開しているメーリングリスト名を、 

“△△△”には共有フォルダ名を入力します。 

操作7 “次へ”ボタンをクリックします。 

＜Windoｗs セキュリティ＞画面が表示されます。 
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操作8 ＜Windoｗs セキュリティ＞画面で、ログイン名と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9 “OK”ボタンをクリックします。 

ネットワークの場所の名前を指定する画面が表示されます。 

 

操作10 “名前”にネットワークの場所の名前を入力し、“次へ”ボタンをクリ

ックします。 

ネットワークの場所の追加完了の画面が表示されます。 

 

  



付録 E 共有フォルダに接続・操作する 

 308 

操作11 “完了”ボタンをクリックします。 

この場所のショートカットが、“PC”配下に表示されます。 

以降、このショートカットを使用して、共有フォルダに簡単に接続する

ことができます。 

 

注意！ Windoｗs から直接接続した場合のダウンロード・アップロードについて 

Windoｗs から直静接続した場合、ダウンロードできるファイルサイズに上限 

（50000000 バイト）があります。また、アップロードにかかる時間にも上限 

（30 分）があります。 

詳細は、以下のマイクロソフトのページを参照してください。 

http://support.microsoft.com/kb/900900/ja（日本語ページ） 
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E.2.3 CarotDAV を利用して接続・操作する 

ここでは、Windows 10 を例に接続方法を説明します。 

注意！ 共有フォルダに接続する前に 

あらかじめ以下の URL から CarotDAV 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://www.rei.to/carotdav.html 

参考★ CarotDAV とは 

共有フォルダにファイルをアップロードしたり、ダウンロードしたりできるフリー

ウェアです。 

 

操作1 CarotDAV を起動します。 

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

“New Connection”→“WebDAV”をクリックします。 

＜Connection Settings＞画面が表示されます。 

 

操作3 ＜General＞タブで、以下の情報を入力します。 
（1） “Setting Name”の入力域に、任意の接続先名を入力します。 

（2） “URI (http|https)://hostname/path/”の入力域に、接続する共有フォ

ルダの URL を入力します。 

研究データ交換システムの個人用共有フォルダに接続する場合は、

“https://user-share.sys.affrc.go.jp”と入力します。 

メーリングリストの共有フォルダに接続する場合は、“https://ml-

share.sys.affrc.go.jp”と入力します。 
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操作4 “OK”ボタンをクリックします。 

接続先が設定されます。 

 

操作5 ＜CarotDAV＞画面で、接続先をダブルクリックします。 

＜Authorization＞画面が表示されます。 

 

操作6 ＜Authorization＞画面で、以下の情報を入力します。 

（1） “User name”の入力域に、ログイン名を入力します。 

（2） “Password”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7 “OK”ボタンをクリックします。 

共有フォルダに接続され、共有フォルダに格納されているファイルが表

示されます。 

ファイルをドラッグ＆ドロップすることで、ファイルをアップロードし

たり、ダウンロードしたりすることができます。 

 

参考★ 共有フォルダからファイルをダウンロードするのみの場合 

Web ブラウザのアドレス欄に、操作 3 の（2）で入力した共有フォルダ

の URL を入力すると、共有フォルダに格納されているファイルが Web

ブラウザに表示されます。 

参考★ タイムアウトエラーについて 

操作中に、“Rei.Fs.SimpleWebException: Timeout”とエラーメッセー

ジが出て処理が継続できない場合は、操作 2 の＜Connection Settings

＞画面の Timeout タブで「Connection Timeout」の値を調整すること

で改善する場合があります。 
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E.3 MacOS 12 Monterey から接続・操作

する 

E.3.1 Web ブラウザを利用して接続・操作する 

MacOS 12 Monterey から、Web ブラウザを利用して、研究データ交換システ

ムの個人用 

共有フォルダまたはメーリングリストの共有フォルダに接続・操作する方法は、 

Windows から接続・操作する方法と同様です。「E.2.1 Web ブラウザを利用し

て接続・操作する」を参照してください。 
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E.3.2 Finder を利用して接続・操作する 

ここでは、MacOS 12 Monterey からの接続方法を説明します。 

 

操作1 画面下側のランチャーから“Finder”をクリックします。 

Finder 画面に切り替わります。 

操作2 画面上側の Finder メニューから“移動”をクリックし、“サーバへ接

続”をクリックします。 

＜サーバへ接続＞画面が表示されます。 

 

操作3 接続する共有フォルダの URL を、“サーバアドレス”の入力域に、以

下の手順で入力します。 

（1） 研究データ交換システムの個人用共有フォルダに接続する場合は、

“https://user-share.sys.affrc.go.jp”と入力します。 

（2） メーリングリストの共有フォルダに接続する場合は、 

“https://ml-share.sys.affrc.go.jp”と入力します。 
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操作4 “接続”ボタンをクリックします。 

＜WebDAV ファイルシステム認証＞画面が表示されます。 

操作5 ＜WebDAV ファイルシステム認証＞画面で、以下の情報を入力しま

す。 
（1） “名前”の入力域に、ログイン名を入力します。 

（2） “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6 “OK”ボタンをクリックします。 

指定した共有フォルダに接続され、共有フォルダに格納されているファ

イルが表示されます。 

ファイルをドラッグ＆ドロップすることで、ファイルをアップロードし

たり、ダウンロードしたりすることができます。 

 

参考★ 共有フォルダからファイルをダウンロードするのみの場合 

Web ブラウザのアドレス欄に、操作 3 で入力した共有フォルダの URL

を入力すると、共有フォルダに格納されているファイルが Web ブラウザ

に表示されます。 
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付録F 共有されたファイルをダウンロ

ードする 

F.1 ファイル共有の概要 
F.2 共有ファイルをダウンロードする 
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F.1 ファイル共有の概要 

一般利用者が共有したファイルを、任意の者に Web サーバーを経由して受け渡す

機能です。 

内部間でのファイル共有、外部とのファイル共有に使用できます。 

共有相手のメールアドレスを指定して、ファイル共有を行うことができます。一般

利用者（共有元）は、「外部共有フォルダ」、「内部フォルダ」にデータを保存し

ます。その後、任意の共有ファイルに対して一時 URL とパスワードを発行し、共

有相手へ URL 通知メール、パスワード通知メールをそれぞれ送信します。 

共有相手は、受信した共有通知メールに記載された URL とパスワードを利用し、

ファイルにアクセスします。外部用に通知された一時 URL は有期限を過ぎると自

動的に無効化され、外部共有フォルダ内に保存したデータも自動で削除されます。 

注意！ 共有できるファイル・ファイルサイズについて 

2G バイト以上のファイルの共有が可能です。また、パスワードなしでの共有はで

きません。 
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F.2 共有ファイルをダウンロードする 

ここでは、共有されたファイルをダウンロードする方法を説明します。 

 

操作1 受信した共有通知メールの“共有テスト.txt を開く”ボタンをクリック

します。 

 

操作2 ファイルを開きます。 
（1） 別途送信された、パスワード通知メールに記載のパスワードを入力しま

す。 
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（2） “  ”をクリックします。 

 

操作3 ファイルをダウンロードします。“ダウンロード”ボタンをクリックし

ます。 

 

操作4 “ファイルを開く”をクリックします。 

ファイルが表示されます。 

 

参考★ ファイルの保存について 

右側の“  ”をクリックしてファイルを保存できます。 

参考★ フォルダで共有されたファイル形式 

フォルダで共有された場合、zip ファイルとしてダウンロードする形になります。

ダウンロードされた zip ファイルはダブルクリックすると、フォルダ内が参照でき

ます。 

 





農林水産研究情報総合センター 

■お問合せ

農林水産研究情報総合センター

https://itcweb.cc.affrc.go.jp/affrit/
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