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□初めに

■このサイトは、管理者がアップしたデータを特定のユーザーに公開するサイトです。

●管理者
管理者は、新規にフォルダを作成し、そのフォルダにファイルをアップすることが出来ます。
フォルダには、パスワードが付きます。

●ユーザー
ユーザーは、管理者から教えられたフォルダ名とパスワードにより、ファイル閲覧画面に
入ることが出来、ファイルの一覧や拡大画像を閲覧することが出来ます。

※開発中サイトの為、実際の画面とは違う場合があります。
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Ⅰ．

管理者は以下の操作が出来ます。
●管理者用ＩＤとパスワードの変更。
●ログイン画面下部のメッセージの変更。
●新規フォルダの作成。
●既存フォルダの編集。
●既存フォルダの削除。
●既存フォルダへの画像ファイルのアップロード。

１．

管理者用のＩＤとパスワードの初期値は以下です。
ＩＤ：admin
パスワード：admin

管理者の操作

起動
（１）ブラウザを開き、ＵＲＬを指定してホームページを開く。

サンプルURL： http://www.kougeisya.biz/fileview_sample/login.php

（２）ログイン画面が開きますので、管理者用のユーザー名・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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コントロール 内容
[新規作成]ボタン フォルダを作成する画面が開きます。
フォルダ一覧 作成済みフォルダの一覧です。

先頭行の「管理者」と書かれた行は、管理者情報編集用
です。

[編集]ボタン フォルダ名、パスワード等の変更画面が開きます。
[削除]ボタン フォルダを削除します。
[ＵＰ]ボタン フォルダにファイルをアップする画面が開きます。

閲覧パスワード ログイン時のパスワードです。
フォルダ名(ユーザID) フォルダ名。ログイン時のＩＤになります。

（３）ログインに成功すると、以下の画面が開きます。
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１行目の[編集]ボタンをクリックすると、以下の画面が開きます。

※デモ用のサンプルサイトでは、不特定多数の方がアクセスする為、管理者情報の
　修正には制限がかけてあります。
　[保存]ボタンをクリックすると、以下のメッセージが表示され、保存はされません。

[保存]ボタンをクリックすると変更が保存され、フォルダ一覧画面に戻ります。
[キャンセル]をクリックすると保存せずにフォルダ一覧に戻ります。

２．管理者情報修正
（１）フォルダ一覧画面の一覧の１行目は、管理者の情報になっています。

（２）[保存]または[キャンセル]

コントロール 内容
フォルダ名(ユーザID) 管理者のＩＤです。

閲覧パスワード 管理者のパスワードです。

メッセージ ログイン画面の下部に表示されるメッセージです。

[キャンセル]ボタン 変更を保存せずに、フォルダ一覧画面に戻ります。

[保存]ボタン 変更を保存して、フォルダ一覧画面に戻ります。
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コントロール 内容

メッセージ 画像一覧画面の上部に表示するメッセージを入力しま
す。

透かし表示 ここにチェックを付けると、画像一覧画面で拡大表示をし
た時、画像に重ねて「SAMPLE」という文字が表示され、不
正コピーを防止します。

一括ダウンロード ここにチェックを付けると、画像一覧画面に「一括ダウン
ロード」のボタンが表示されます。すべての画像を圧縮し
た「ＺＩＰ」ファイルで一括ダウンロード出来るようになりま
す。

[キャンセル]ボタン フォルダを作成せずに、フォルダ一覧画面に戻ります。

[保存]ボタン フォルダを作成して、フォルダ一覧画面に戻ります。

３．フォルダの新規作成

ダウンロード ここにチェックを付けると、ファイルのダウンロードが可能
になります。

拡大表示 ここにチェックを付けると、画像一覧の画像クリックで拡大
表示が可能になります。

フォルダ名（ユーザID) 作成するフォルダ名を入力します。
ログイン時のＩＤになります。

閲覧パスワード 閲覧用のパスワードを入力します。

（１）フォルダ一覧画面の[新規作成]ボタンをクリックすると、フォルダ情報新規作成画面が開きます。
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各項目に値を入力し[保存]ボタンをクリックすると、新しいフォルダが作成され、
フォルダ一覧画面に戻ります。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、変更を保存せずにフォルダ一覧画面に戻ります。

（２）[保存]または[キャンセル]ボタンクリック

作成したフォルダが一覧に表示されます。
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（２）フォルダ情報編集画面が開きますので、変更したい項目を修正します。

（１）フォルダ一覧画面から編集したいフォルダの[編集]ボタンをクリックします。
４．フォルダの編集

パスワードを変更。
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[保存]ボタンをクリックすると、変更が保存され、フォルダ一覧に戻ります。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、変更を保存せずにフォルダ一覧に戻ります。

（３）[保存]または[キャンセル]ボタンクリック

ＵＰパスワードが変わった。
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５．ファイルアップ・削除

（２）ファイル一覧画面が開きます。

※ディスクの使用率が90％を超えると、[アップロード]ボタンは使えません。

（１）フォルダ一覧画面からファイルアップしたいフォルダの[ＵＰ]ボタンをクリックします。
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※ブラウザにより画面のイメージが変わります。上記画像はFierfoxの画面です。
　ＩＥの場合は以下のような画面になります。

（３）[アップロード]ボタンをクリックすると、ファイルアップロード画面が開きます。
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■ファイルの選択方法
●マウスでクリックすると、1ファイル選択できます。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

２～８が選択される。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

２・５・８の3ファイルが選択される。

（４）[参照]ボタンをクリックすると、ファイル選択画面が開きます。

●キーボードの[Shift]を押しながらマウスで２ファイル選択すると、
 2ファイルにはさまれているファイルすべてが選択されます。

●キーボードの[Ctrl]を押しながらマウスでクリックしていくと、
　クリックしたファイルが選択されていきます。

クリック

クリック２

クリック

クリック

クリック
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※ＩＥの場合は、ファイル名が表示されます。
選択されたファイル数が「ファイル：」の後に表示されます。

（５）ファイル選択後、[開く]ボタンをクリックすると、ファイルアップロード画面にもどります。

（６）[送信]ボタンをクリックすると、送信が開始されます。
しばらくすると下記の様な画面になり転送が完了します。
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※一度にアップ出来るファイルの数は１００枚です。
　１００枚を超えると[送信]ボタンを押した時に以下のメッセージが表示されます。

　この場合、[参照]ボタンでファイルを１００枚以内選択しなおして[送信]してください。
　[参照]→[送信]を複数回繰り返すことにより、１００枚以上のファイルをアップ出来ます。

（７）[戻る]ボタンをクリックすると、ファイル一覧画面に戻ります。

（８）ファイル一覧の[削除]ボタンをクリックすると、ファイルを削除することができます。

確認ダイアログが開きます。[OK]をクリックすると、ファイルが削除されます。

ＵＰされたファイルの一覧が表示される。
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（９）ファイル一覧画面の[戻る]ボタンをクリックすると、フォルダ一覧画面に戻ります。
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６．フォルダ削除
（１）フォルダ一覧画面から削除したいフォルダの[削除]ボタンをクリックします。

[OK]をクリックすると、フォルダとその中のすべてのファイルが削除されます。
確認ダイアログが開きます。

15



７．ログアウト
（１）画面右上の[ログアウト]をクリックすると、ログイン画面に戻ります。
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Ⅱ．

ユーザーは以下の操作が出来ます。
●画像一覧の閲覧。
●一覧の画像をクリックして拡大画像の表示。
●各ファイルのダウンロード。
●ページに表示されている画像の一括ダウンロード。
●全画像の一括ダウンロード。

１．

ユーザー画面（画像一覧画面）

起動
（１）ブラウザを開き、ＵＲＬを指定してホームページを開く。

サンプルURL： http://www.kougeisya.biz/fileview_sample/login.php

（２）ログイン画面が開きますので、管理者から教えられたユーザー名・パスワードを入力し、
「ログイン」ボタンをクリックします。

例）
ＩＤ：test002
パスワード：test002newPWD
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（３）正しくログイン出来ると画像一覧画面が開きます。

［１］メッセージ
［２］ページ切り替え
［３］サムネイル画像
［４］ダウンロードボタン
［５］ページダウンロードボタン
［６］一括ダウンロードボタン
［７］ログアウト

２．ページ切り替え
１ページには１２枚の画像が表示されます。１２枚を超える場合、ページ切り替えボタン
が表示され、クリックされたページが表示されます。

最初のページ。番号をクリックするとそのページへ、
[次>>]をクリックすると次のページへ移動します。

途中のページ。番号をクリックするとそのページへ、
[次>>]をクリックすると次のページへ、
[<<前]をクリックすると前のページへ移動します。

最後のページ。番号をクリックするとそのページへ、
[<<前]をクリックすると前のページへ移動します。

[ホーム]をクリックすると１ページ目に戻ります。

１
２

３

４

５ ６

７
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３．サムネイル画像
「フォルダ情報新規作成」画面又は「フォルダ情報編集」画面で、
「拡大表示」チェックボックスをオンにしている場合、クリックすると拡大表示できます。

クリックすると拡大画像がポップアップウィンドウに表示されます。
拡大画像のサイズは、SVGA(８００×600)におさまるサイズで表示されます。
オリジナルサイズがSVGAより小さい場合は、オリジナルサイズで表示されます。

クリックで拡大

「フォルダ情報新規作成」画面又は「フォルダ情報編集」画面で、
「透かし表示」チェックボックスをオンにしている場合、拡大画像に「ＳＡＭＰＬＥ」の文字が
入り、不正コピー防止が出来ます。

４．ダウンロードボタン
「フォルダ情報新規作成」画面又は「フォルダ情報編集」画面で、
「ダウンロード」チェックボックスをオンにしている場合、この[ダウンロード]ボタンが
表示されます。
クリックすると、画像をダウンロードできます。

※ブラウザにより画面は変わります。
　ＩＥでは画面下部に以下のように表示されます。
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５．ページダウンロードボタン
「フォルダ情報新規作成」画面又は「フォルダ情報編集」画面で、
「一括ダウンロード」チェックボックスをオンにしている場合、このボタンが
表示されます。
クリックすると表示されている１２枚の画像の圧縮ダウンロードが出来ます。

※ブラウザにより画面は変わります。
　ＩＥでは画面下部に以下のように表示されます。

６．一括ダウンロードボタン
「フォルダ情報新規作成」画面又は「フォルダ情報編集」画面で、
「一括ダウンロード」チェックボックスをオンにしている場合、このボタンが
表示されます。
クリックするとすべての画像の圧縮ダウンロードが出来ます。

※ブラウザにより画面は変わります。
　ＩＥでは画面下部に以下のように表示されます。
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７．ログアウト
画面右上の[ログアウト]をクリックすると、ログイン画面に戻ります。

21


