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付録C 共有フォルダに接続・操作する 

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

C.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。 

C.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。 
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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、「3.1 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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C.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、「C.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、「C.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。 

 

 

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、「C.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、「C.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、「C.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、「C.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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C.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、「C.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、「C.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。 

 

 

 

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。 
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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、「C.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。 

 

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。 

  



C.2 Windows から接続・操作する 

 85 

C.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、「C.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、「C.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、「C.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。 

 

 

 

  



C.2 Windows から接続・操作する 

 91 

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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C.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、「C.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、『利用者マニュアル（一般利用者編）』の「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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C.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、「C.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、『利用者マニュアル（一般利用者編）』の「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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C.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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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 C 共有フォルダに接続・操作する 

 100 

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 から直接接続した場合、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ください。 

http://support.microsoft.com/kb/900900/ja（日本語ページ） 
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C.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 Setting＞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[:port]/[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 Setting＞

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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C.3 MacOS 12 Monterey から接続・操作

する 

C.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。「C.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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C.3.2 Finder を利用して接続・操作する 

ここでは、MacOS 12 Monterey 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。 

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。 
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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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