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1. はじめに 

 

1.1. はじめに 

 

このドキュメントは、FiLEXの操作方法を記したものです。 

 

1.2. 動作環境 

©Microsoft Internet Explorer 6 以降 

Mozilla Firefox 1.5 以降 

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

 

1.3. プラグイン *1 

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

*1 メンバのみ必要 

 

1.4. 本マニュアルの表記ルール、注意事項 

 

 [ ]で囲まれているものは、ボタンあるいはリンクを意味します。 

 

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

す。 

 

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

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

棄して、データは登録・編集されません。 

 

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

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

れません。 

 

 FiLEX にはいくつかの専用の用語を使用しています。 

詳細は「2. FiLEXで使用する用語」を参照してください。 

 

 本マニュアルの FiLEX画面イメージは、©Microsoft Internet Explorer 11 のもので

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

 

FiLEXで使用する用語についての説明です。 

 

 

2.1. ユーザとは 

 

FiLEXの利用者です。 

ユーザには、 

 ユーザ ID 

 ユーザ名 

 権限 

 メールアドレス 

が設定されています。 

 

2.1.1. ユーザ ID とユーザ名の違い 

 

ユーザ ID は FiLEXにログインする為に必要なものです。 

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

 

ユーザ名は FiLEXで表示用に使用される名前となります。 

 

2.1.2. 権限 

 

ユーザ毎に設定された FiLEXの利用権限です。 

権限には以下のものがあります。 

 

権限 解説 

システム管理者 システムの管理者です。 

弊社権限につきご提供されません。 

マネージャ グループの管理者です。 

グループに対して、設定の変更をしたり、メンバ管理したりすることがで

きます。 

メンバ システムの一般ユーザです。 

ゲストにアップロードファイルの公開をすることができます。 

制限メンバ *1 一部機能が制限されたメンバです。 
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制限メンバの場合は、送信先が制限されます。 

*1 詳細は「4.1.4. メンバの登録情報の変更」を参照してください。 

ゲスト メンバによって招待されたユーザです。 

メンバの許可したアップロードファイルをダウンロードすることができ

ます。 

 

 

2.2. グループとは 

 

ユーザは必ず 1グループに所属することになります。 

グループに対しての設定は、そのグループに所属する全ユーザに適用されます。 

なお、FiLEXでは、ドメイン名をグループとして定義しています。 

 

 

2.3. アップロードファイルの公開とは 

 

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

ことをアップロードファイルの公開と呼びます。 

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

ます。 

 

2.3.1. アップロードファイル 

 

メンバが公開するファイルをアップロードファイルと呼びます。 

アップロードファイルは 1度の公開で 5つまで登録することができます。 

 

2.3.2. ダウンロードキーワード 

 

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

なるパスワードです。 

メンバがアップロードファイルを公開する時に、ダウンロードキーワードを使用するか使

用しないかを任意に決めることができます。 

 

2.3.3. 案内メール 

 

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

 

2.3.4. ダウンロードキーワードメール 

 

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

ドを通知するメールです。 

 

2.3.5. アップロードファイル履歴 

 

公開されたアップロードファイルに対してユーザが行った操作の履歴です。 

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

ードした際にも履歴が記録されます。 
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3. 共通の操作 

 

本項では、全ユーザで共通する操作について説明します。 

 

 

3.1. ログインする 

 

【目的】 

FiLEXにログインします。 

 

【方法】 

 

1. FiLEXにアクセスし、ログイン画面を開きます。 

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

2. ID 入力欄にログインするユーザ ID を入力してください。 

3. パスワード欄にログインするユーザのパスワードを入力してください。 

4. [ログイン]ボタンを押します。 

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

HOME 画面が表示されます。 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

ID ○ マネージャの場合、postmaster@ドメイン名 

メンバの場合、任意のメールアドレス 

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

 

【目的】 

 FiLEXからログアウトします。 

 

【方法】 

 

1. 画面右上の[ログアウト]ボタンを押します。 

2. 全ユーザ共通のログイン画面に戻り、ログアウトされます。 

 

一定時間*1 何も操作を行わないと、強制的にログアウトされます。 

 *1 60分 

 

 

3.3. 一覧のページング操作 

 

【目的】 

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

ます。 

 

【方法】 

1. 一覧の表示件数を切り替える 

一覧の右上に表示されている セレクトボックスから 1 画面に表示させ

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

 

 

2. 一覧の閲覧ページを変更する 

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

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

アイコン 解説 

 最初のページに移動します。 

 1つ前のページに移動します。 

 次のページに移動します。 

 最後のページに移動します。 
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4. マネージャの操作 

 

FiLEXにマネージャでログインした場合に実行できる操作の説明をします。 

以下の操作は、全てマネージャでログインしていることを前提としています。 
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4.1. メンバの管理 

 

メンバを管理する方法を説明します。 

 

【準備】 

HOME画面の[ メンバの管理]ボタンからメンバの管理画面を開きます。 

 

 

 

4.1.1. メンバの作成 

 

【目的】 

 メンバを作成する。 

 

【方法】 

1. 必須項目を入力してください。 

2. [追加]ボタンを押します。 
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【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

メンバ ID ○*1 メンバがログインする IDです。 

システム上、重複するメンバ IDの追加を制限してお

ります。利用する ID はユニークなもの（例えば、メ

ールアドレス）を入力してください。 

*1 登録したメンバ IDは変更できません。 

メンバ名 ○ 表示用に使用される名前です。256文字以内。 

メンバ権限で変更することができます。 

メールアドレス ○ メールアドレス。512文字以内 

メンバ権限で変更することができます。 

パスワード ○ メンバ ID のパスワードです。 

・7文字以上、128文字以内 

・英字・数字・記号が必ず含まれること 

メンバ権限で変更することができます。 

パスワード（再入力） ○         〃 

 

4.1.2. メンバのログインパスワードの変更 

 

【目的】 

 メンバのログインパスワードを変更します。 

 

【方法】 

 

 

1. メンバの一覧からパスワードを変更したいメンバの[パスワードの変更]ボタンを

押して、メンバのパスワード画面を開きます。 

2. 新しいパスワードを入力し、[OK]ボタンを押してください。 
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【入力項目説明】 

項目名 変更 解説 

パスワード ○ メンバ ID のパスワードです。 

・7文字以上、128文字以内 

・英字・数字・記号が必ず含まれること 

メンバ権限で変更することができます。 

パスワード（再入力） ○      〃 

 

4.1.3. メンバの削除 

 

【目的】 

 メンバを削除する。 

 

【方法】 

 

 

1. メンバの一覧から削除したいメンバの[詳細]ボタンを押して、メンバの登録情報詳

細画面を開きます。 

2. 削除したいメンバ IDであることを確認し、[削除]ボタンを押してください。 

なお、一度削除されたメンバは元に戻せませんのでご注意ください。 
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4.1.4. メンバの登録情報の変更 

 

【目的】 

メンバの登録情報を変更します。 

 

【方法】 

3. メンバ一覧から登録情報を変更したいメンバの[詳細]ボタンを押して、メンバの登

録情報詳細画面を開きます。 

4. メンバの登録情報詳細フォームに変更したい項目を入力してください。 

5. [変更]ボタンを押します。 

 

【入力項目説明】 

項目名 変更 解説 

メンバ名 ○ メンバのユーザ名。256文字以内。 

メールアドレス ○*1 メールアドレス。512文字以内 

*1 変更可能ですが、メンバ ID は変更されません。 

ログイン許可 ○ ログインを許可するかどうか。 

ログイン許可期間の設定 ○ ログインを許可する期間を設定するかどうか。 

ログイン許可期間 ○ ログインを許可する期間の開始日と終了日。 

yyyyMMDD 形式で、開始日は終了日よりも前日。 

例) “20090411” ～ “20090420” 

制限メンバかどうか ○ 制限メンバであるかどうか。 

制限：送信先が制限されます。*1 

通常：送信先が制限されません。 

*1 制限先制御フィルタの設定は「4.3. 送信先制御

フィルタの管理」をご参照ください。 
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4.2. グループの設定 

 

マネージャの所属するグループについて設定する方法を説明します。 

 

【準備】 

HOME画面の[ グループ設定]ボタンからグループの設定画面を開きます。 

 

 

 

4.2.1. アップロードファイルの公開終了設定 

 

【目的】 

アップロードファイルの公開終了を設定します。 

 

【方法】 

1. 終了設定、終了タイミングを選択します。 

2. [OK]ボタンを押します。 

 

【項目説明】 

項目名 必須 解説 

公開終了設定 ○ アップロードファイルの公開終了設定をします。 

固定：グループ全体に対して、以下の「公開終了タイミング

条件」を適用します。 

メンバが設定する：各メンバが任意の「公開終了タイミング

条件」を設定することができます。 

初期値は「メンバが設定する」となっています。 

公開終了タイ ○ 上記の「公開終了設定」を”固定”にした場合に、グループ全
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ミング条件 体に適用される公開終了タイミング条件を設定します。 

手動：アップロードファイルに対して各メンバが公開終了操

作をおこなった際に公開を終了します。 

公開開始時からの指定期間経過後：公開開始時から入力欄に

入力した期間が経過後に公開を終了します。 

初期値は「公開開始時から 7日後」となっています。 

 

4.2.2. アップロードファイルの削除のタイミング 

 

【目的】 

アップロードファイルの削除の設定をします。 

 

【方法】 

1. 削除設定、削除タイミングを選択します。 

2. [OK]ボタンを押します。 

 

【項目説明】 

項目名 必須 解説 

アップロード 

ファイルの削

除設定 

○ アップロードファイルの削除設定をします。 

固定：グループ全体に対して、以下の「削除タイミング条件」

を適用します。 

メンバが設定する：各メンバが任意の「削除タイミング条件」

を設定することができます。 

初期値は「固定」となっています。 

アップロード

ファイルの削

除タイミング

条件 

○ 上記の「削除設定」を”固定”にした場合に、グループ全体に

適用される削除タイミング条件を設定します。 

手動：アップロードファイルに対して各メンバが削除終了操

作をおこなった際に公開を終了します。 

公開終了時：公開終了と同時にアップロードファイルも削除

されます。 

公開終了時からの指定期間経過後：公開終了時から入力欄に

入力した期間が経過後にアップロードファイルを削除しま

す。 

初期値は「公開終了時」となっています。 
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4.3. 送信先制御フィルタの管理 

 

送信先制限フィルタを管理する方法を説明します。 

 

【準備】 

HOME画面の[ メンバの管理]ボタンからメンバの管理画面を開きます。 

送信先制御フィルタを設定したいメンバの[送信先制御管理]ボタンから送信先制御管

理画面を開きます。 

 

 

 

4.3.1. 送信先フィルタの作成 

 

【目的】 

送信先制御フィルタを作成します。 

 

【方法】 

 

 

1. メンバの一覧から送信先制御フィルタを設定したいメンバの[送信者制限管理]ボタ

ンを押してください。 

2. 送信先制御フィルタの追加フォームに必要事項を入力してください。 

3. [追加]ボタンを押します。 
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【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

送信先制御フィルタ ○ 送信先制御フィルタ。512文字以内。 

許可する送信先をメールアドレスまたはドメイン名

で設定します。 

 

4.3.2. 送信先制御フィルタの削除 

 

【目的】 

送信先制御フィルタをします。 

 

【方法】 

 

 

1. メンバの一覧から送信先制御フィルタを削除したいメンバの[送信者制限管理]ボタ

ンを押してください。 

2. 送信者制御フィルタ一覧から、削除するメールアドレスの[削除]ボタンを押してく

ださい。 

3. 削除確認ダイアログがポップアップされたら、[OK]ボタンを押します。 
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4.4. メールテンプレートの管理 

 

グループに所属するメンバが、アップロードファイルを公開する際に送信する案内メール

やダウンロードキーワードメールのテンプレートを管理します。 

 

【準備】 

HOME画面の[ メールテンプレート管理]ボタンからメールテンプレートの管理画面

を開きます。 

 

 

 

テンプレート一覧にデフォルト(太字)となっているテンプレートは、アップロードファ

イルの公開の際に利用される初期値に設定されるものです。 

編集はできますが、削除はできません。 
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4.4.1. メールテンプレートの新規作成 

 

【目的】 

案内メール/ダウンロードキーワードメールのテンプレートを新規作成します。 

 

【方法】 

 

1. 作成したいメールテンプレートタイプの一覧にある[新規作成]ボタンを押します。 

2. 新規作成画面が表示されたら、メールテンプレート作成フォームに必要事項を入力

します。 

3. 件名、本文内に必要に応じたパラメータ文字列を使用し、案内メール/ダウンロード

キーワードメールの雛形となる文章を作成します。 

4. [作成]ボタンを押します。 

 

【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

テンプレート名 ○ 作成するテンプレートに付ける名前。256文字以内。 

件名 ○ メールの件名。512文字以内。 

本文 ○ メール本文。 

 

【パラメータ文字列】 

パラメータ文字列 置換内容 

<%%SUBJECT%%> メッセージの入力と各種設定画面で入力した件

名 

<%%FROM%%> アップロードファイルを公開したユーザ名 

<%%TO%%> 送信先の入力/選択画面で追加した送信先アドレ

スの名前 

<%%MESSAGE%%> メッセージの入力と各種設定画面で入力したメ
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ッセージ 

<%%BAGGAGEID%%> アップロードファイル番号 

<%%URL%%> アップロードファイルダウンロード画面のURL 

<%%DOWNLOADKEYWORD%> メッセージの入力と各種設定画面で設定したダ

ウンロードキーワード 

<%%FILENAME%%> アップロードファイル名の一覧 

(1行 1ファイル名) 

 

4.4.2. メールテンプレートの編集 

 

【目的】 

作成済みのメールテンプレートの内容を編集します。 

 

【方法】 

1. 編集したいメールテンプレートの右にある[編集]ボタンを押します。 

2. メールテンプレート編集画面が表示されたら、メールテンプレート編集フォームに

必要事項を入力します。入力項目およびパラメータは「4.4.1. メールテンプレート

の新規作成」を参照してください。 

3. [変更]ボタンを押します。 

 

4.4.3. メールテンプレートの削除 

 

【目的】 

必要のなくなったメールテンプレートを削除します。 

 

【方法】 

1. 削除したいメールテンプレートの右にある[削除]ボタンを押します。 

2. 削除確認ダイアログがポップアップされたら、[OK]ボタンを押します。 
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4.5. グループのサービス利用状況の確認 

 

グループのサービス利用状況を確認する方法を説明します。 

 

【準備】 

HOME画面の[ ステータス]ボタンからステータス画面を開きます。 

 

 

 

4.5.1. 利用容量の確認 

 

【目的】 

利用者毎の利用容量を確認します。 

 

4.5.2. CSVファイルの出力 

 

【目的】 

全体/利用者毎の利用容量を CSVファイルへ出力します。 

 

【方法】 

1. 全体もしくは利用者毎の右にある[CSVファイル出力]ボタンを押します。 

2. [開く]または[保存]を選択します。 

【CSVファイル説明】 

ボタン名 解説 

CSVファイル出力 

(全利用者容量) 

メンバ毎のアップロードファイル合計容量リストが出力さ

れます。 

CSVファイルで出力されるデータは以下の通りです。 

・ユーザ ID 

・ユーザ名 



 

24 

 

・アップロードファイル合計容量 

CSVファイル出力 

(利用者毎の利用容量) 

アップロードファイル毎の現在の状況のリストが出力され

ます。 

CSVファイルで出力されるデータは以下の通りです。 

・アップロードファイル番号 

・ユーザ ID 

・アップロードファイル番号 

・アップロードファイル名 

・削除済みかどうか 

・アップロードファイル公開開始日時 

・アップロードファイル削除日時 

 

 

4.6. マネージャの登録情報の変更 

 

マネージャの登録情報を変更する方法を説明します。 

 

【準備】 

HOME画面の[ 登録情報の変更]ボタンから登録情報変更画面を開きます。 
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4.6.1. マネージャの登録情報の変更 

 

【目的】 

マネージャの登録情報を変更します。 

 

【方法】 

 

1. 登録情報変更フォームに変更したい情報を入力します。 

2. [OK]ボタンを押します。 

 

【入力項目説明】 

項目名 変更可能 解説 

メールアドレス ○ マネージャのメールアドレス。512文字以内 

名前 ○ マネージャのユーザ名。256文字以内。 

 

4.6.2. マネージャのログインパスワードの変更 

 

【目的】 

マネージャのログインパスワードを変更します。 

 

【方法】 

 

1. HOME 画面の[ ログインパスワード変更]ボタンからログインパスワード変更画

面を開きます。 

2. 現在のパスワードと新しいパスワードを入力してください。 

3. [OK]ボタンを押してください。 
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4.7. 操作ログの確認 

 

グループに所属するユーザの行った操作ログを確認する方法を説明します。 

 

【準備】 

HOME画面の[ 操作ログの確認]ボタンから操作ログ確認画面を開きます。 

 

 

 

 

4.7.1. 全件操作ログの確認 

 

【目的】 

グループに所属するユーザの全ての操作ログを確認します。 

 

【方法】 

1. 操作ログ一覧のページングを使って操作ログを確認します。 

 

4.7.2. 日付範囲指定された操作ログの確認 

 

【目的】 

グループに所属するユーザの全ての操作ログを日付範囲で指定して確認します。 

 

【方法】 

1. 操作ログ一覧上部の開始日と終了日に適切な日付を入力します。 

2. [再表示]ボタンを押します。 

3. ページングを使って操作ログを確認します。 
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【入力項目説明】 

項目名 必須 解説 

開始日 ○ 指定したい範囲の開始日。 

yyyy/MM/DD 形式 

例) 2009/04/11 

終了日 ○ 指定したい範囲の終了日。 

yyyy/MM/DD 形式で開始日よりも未来の日付 

例) 2009/04/20 

 

4.7.3. CSVファイルの出力 

 

【目的】 

グループに所属するユーザの全ての操作ログを CSVファイルへ出力します。 

 

【方法】 

1. [CSVファイル出力]ボタンを押します。 

2. [開く]または[保存]を選択します。 

 

【CSVファイル説明】 

ボタン名 解説 

CSVファイル出力 グループに所属するユーザの全ての操作ログが出力されます。 

日付範囲指定での表示中には、指定された範囲内の操作ログが

CSV出力されます。 

CSVファイルで出力されるデータは以下の通りです。 

・操作日時 

・操作したクライアントマシンの IPアドレス 

・ログレベル 

・操作したユーザのユーザ ID 

・操作したユーザのユーザ名 

・操作内容 

 

4.7.4. 保存期間 

 

過去 60日間です。それ以前の全ての操作ログは削除されます。 

必要な場合は「4.7.3. CSV ファイルの出力」を参照して、別途保存してください。 

 


