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第5章 メーリングリストを利用する 

5.1 メーリングリスト利用の概要 
5.2 メーリングリストに参加／脱退する 
5.3 参加中のメーリングリスト一覧を確認する 
5.4 メーリングリスト内のメールを閲覧する 
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5.1 メーリングリスト利用の概要 

メーリングリスト利用とは、メーリングリストの参加／脱退を申請したり、メーリ

ングリストの情報やメールを確認するための機能です。 

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。 
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5.2 メーリングリストに参加／脱退する 

5.2.1 メーリングリストへの参加を申請する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（外部登録利用者用）＞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（外部登録利用者用）＞画面については、

「3.1 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（外部登録利用者用）＞画面左側の“メーリン

グリスト”から、“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。 

操作3 ＜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。 
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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”には本システムで利用している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4 ＜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5 “申請”ボタンをクリックします。 

＜STEP2＞画面が表示されます。 

 

操作6 “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。 
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5.2.2 メーリングリストからの脱退を申請する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（外部登録利用者用）＞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（外部登録利用者用）＞画面については、

「3.1 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（外部登録利用者用）＞画面左側の“メーリン

グリスト”から、“メーリングリスト脱退申請”をクリックします。 

＜メーリングリスト脱退申請＞の＜STEP1＞画面が表示されます。 

 

操作3 ＜STEP1＞画面で、以下の情報を入力します。 
（1） “メーリングリスト名”の入力域に、脱退したいメーリングリスト名を入

力します。 

（2） “脱退するメールアドレス”の入力域に、脱退申請者のメールアドレスを

入力します。 

（3） “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”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。 

また、脱退申請者のメールアドレスに脱退意向確認メールが送信されま

す。 

 

操作6 脱退意向確認メールに記載された URL にアクセスします。 

＜STEP4＞画面が表示されます。 

 

注意！ 期間が過ぎても正式登録されない場合には 

脱退意向確認メール受信後、3 日間過ぎても正式登録されない場合には、

仮登録が自動的にキャンセルとなります。ご注意ください。 

操作7 ＜STEP4＞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。 
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操作8 “申請”ボタンをクリックします。 

＜STEP5＞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。 
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5.3 参加中のメーリングリスト一覧を確認

する 

5.3.1 参加中のメーリングリスト一覧を確認する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（外部登録利用者用）＞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（外部登録利用者用）＞画面については、

「3.1 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（外部登録利用者用）＞画面左側の“メーリン

グリスト”から、“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、「5.4 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 を閲覧する方法については、「付録 B Wiki

を閲覧・編集する」を参照してください。 
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5.3.2 メーリングリストの詳細を確認する 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（外部登録利用者用）＞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（外部登録利用者用）＞画面については、

「3.1 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（外部登録利用者用）＞画面左側の“メーリン

グリスト”から、“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3 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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5.3.3 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 ＜ネットワークサービス（外部登録利用者用）＞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（外部登録利用者用）＞画面については、

「3.1 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（外部登録利用者用）＞画面左側の“メーリン

グリスト”から、“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3 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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5.4 メーリングリスト内のメールを閲覧す

る 

 

操作1 ＜ネットワークサービス（外部登録利用者用）＞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（外部登録利用者用）＞画面については、

「3.1 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（外部登録利用者用）＞画面左側の“メーリン

グリスト”から、“メーリングリストアーカイブ”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★ ＜メーリングリストアーカイブ＞画面に表示されるメーリングリストに

ついて 

公開されているメーリングリストおよびログイン中の利用者が参加してい

るメーリングリストのみが表示されます。 

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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操作3 メールを閲覧したいメーリングリスト名をクリックします。 

メーリングリストのブロックが表示されます。 

 

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4 “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。 
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操作5 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。 

 

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。 

  



第 5 章 メーリングリストを利用する 

 44 

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 

利用者が参加しているメーリングリストの場合、“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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