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Novell Filr を使用することにより、デスクトップ、ブラウザ、またはモバイルデバイスからすべてのファイルとフォルダに

簡単にアクセスできます。また、ファイルとフォルダを他のユーザと共有することで、自分のファイルでコラボレーション

を促進できます。Novell Filr のより全般的な情報については、『Filr Web アプリケーション ユーザガイド (http://
www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_user/data/bookinfo.html)』の「「Novell Filr について」」を参照してくださ

い。

本『クイックスタート』では、デスクトップから Filr を使用する方法について説明します。

デスクトップからだけではなく、次の方法でも Filr にアクセスできます。

 ワークステーションの Web ブラウザからは『Filr Web アプリケーション ユーザガイド (http://www.novell.com/
documentation/novell-filr1/filr1_user/data/bookinfo.html)』に説明されている方法でアクセスします。

 モバイルデバイスからは『Filr 1.0 Mobile App クイックスタート』に説明されている方法でアクセスします。 (http://
www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html)

Novell Filr のファイルを自分のコンピュータと同期すれば、Filr サイトに直接アクセスすることなくファイルを変更するこ

とができます。追加、変更、および他のアクションが、Filr と自分のコンピュータとの間で同期されます。

ここに説明されている方法を実施するには、Filr 管理者が Filr デスクトップアプリケーションを有効にして、Filr サイトと

共に使用できるようにしておく必要があります。管理者がこの機能を有効にする方法については、『「Novell Filr 1.0.1 
Administration Guide」』の「Configuring the Filr Desktop Application to Access Files」を参照してください。

サポートされる環境

Filr Desktop Application for Windows は Windows XP 以降

でサポートされています。

同期パフォーマンスの制限

パフォーマンスを最適にするには、Filr デスクトップアプ

リケーションの設定が、次の同期の制限を超えないように

する必要があります。 

同期するファイルの合計の最大数 : 1,000

1 つのファイルの最大サイズ : 1 GB

同期するファイルを設定する方法について詳しくは、4 
ページの 「同期するフォルダの設定」を参照してくださ

い。
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同期が実行されるタイミング

Filr デスクトップアプリケーションから Filr サーバへの同

期は、デスクトップアプリケーション側で変更が発生した

時に即時で実行されます。Filr サーバから Filr デスクトッ

プアプリケーションへの同期は、Filr 管理者が指定した間

隔で実行されます。デフォルトは 15 分ごとです。サーバ
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が使用不可になると、デスクトップクライアントは、接続

が再確立されるまで 1 分ごとにサーバに接続しようとしま

す。

スケジュール設定された同期まで待たずに、手動でファイ

ルを同期することもできます。詳細については、5 ページ

の 「ファイルの手動同期」を参照してください。

同期されるフォルダ

Filr 内の次の場所に置かれているファイルは、ユーザの

ワークステーションと同期します。

マイファイル : Filr サイトのユーザの［マイファイル］エ

リアに置かれているファイルは、デフォルトでユーザの

ワークステーションに同期されます。ユーザのワークス

テーションで［マイファイル］フォルダ

(C:\Users\userid\Filr\My Files/) にファイルを追加すると、次

の同期でそこにあるファイルは自動的に Filr に同期されま

す。

自分が共有相手 : Filr サイトの［自分が共有相手］エリア

に置かれているファイルは、デフォルトでユーザのワーク

ステーションに同期されます。［自分が共有相手］エリア

にあるファイルを編集すると、編集内容は Filr に同期され

ます。ただし、ユーザのワークステーションの Filr デスク

トップアプリケーションから［自分が共有相手］フォルダ

のルート (C:\Users\userid\Filr\Shared with Me/) にファイルを

追加することはできません。この場所にファイルを追加し

ても、ファイルは Filr に同期されません。他のユーザから

共有を受けたフォルダに対して寄稿者権限を持っている場

合は、そのフォルダにファイルを追加することができま

す。

ネットフォルダ : ［ネットフォルダ］にあるファイルは、

デフォルトではユーザのワークステーションに同期されま

せん。4 ページの 「同期するフォルダの設定」に説明され

ている方法で、［ネットフォルダ］が同期されるように設

定できます。

C:\Users\userid\Filr フォルダのルートにあるファイルは同期

できません。その代わりに、いずれかの適切なサブフォル

ダにファイルを追加します (［マイファイル］または

［ネットフォルダ］。［自分が共有相手］フォルダにはファ

イルを追加できません )。 

サポートされているアクション

ユーザのファイルシステムにある Filr フォルダ内のフォル

ダおよびドキュメントに対して以下のいずれかのアクショ

ンを実行すると、そのアクションはすぐにユーザのコン

ピュータのファイルシステムから Filr サーバへ同期されま

す。

 ドキュメントおよびフォルダの作成

 ドキュメントの変更

 ドキュメントの移動

 ドキュメントおよびフォルダの名前変更

 ドキュメントおよびフォルダの削除

削除する権限を持っている場合、Filr デスクトップア

プリケーションから削除するドキュメントおよびフォ

ルダはサーバからも削除されます。ただし、［自分が

共有相手］エリアにあるドキュメントを削除する場合

は例外です。

自分が直接共有を受けたドキュメントまたはフォルダ

を［自分が共有相手］エリアから削除すると、Filr デ
スクトップアプリケーションには同期されなくなりま

すが、ドキュメントとフォルダはサーバに残ります。

自分が共有を受けたドキュメントや、共有を受けた

フォルダのサブフォルダとなるフォルダを削除する場

合、または削除対象のドキュメントが共有を受けた

フォルダに格納されている場合、削除する十分な権限

があればドキュメントまたはフォルダが削除されま

す。

FILR DESKTOP APPLICATION のダウンロードおよびイ
ンストール

1 ワークステーションで、ブラウザから Filr Web クラ

イアントにアクセスします。

ブラウザから Novell Filr を開始する方法については、

『Novell Filr 1.0.1 アプリケーション ユーザガイド』の

「「Accessing Novell Filr」」を参照してください。

2 ページの右上隅の、リンクになっている自分の名前を

クリックして、［Filr Desktop App のダウンロード］を

クリックします。

3［Windows x86 クライアント］リンクまたは

［Windows x64 クライアント］リンクのいずれかをク

リックして、ご使用のオペレーティングシステムに適

したアプリケーションをダウンロードしてください。

4 ダウンロードが完了したら、ご使用のオペレーティン

グシステムが 32 ビットか 64 ビットかに応じて、

NovellFilrSetup-x86.exe ファイルまたは NovellFilrSetup-

x64.exe ファイルを開きます。

Microsoft .NET Framework 4 がまだワークステーショ

ンにインストールされていない場合は、使用許諾契約

に同意してインストールするよう促す画面が表示され

ます。(Microsoft .NET Framework をインストールす

る場合、コンピュータを再起動する必要があります。
)

6 ページの 「ファイルまたはフォルダの Filr プロパ

ティの表示」に説明されている方法でファイルまたは

フォルダの Filr プロパティを表示するには、ワークス

テーション上に Microsoft .NET Framework 4.5 と

Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能パッケージがイ

ンストールされている必要があります。Filr 1.0.2 デ

スクトップアプリケーションをインストールすると

き、ワークステーションに .NET Framework 4 がすで

にインストールされている場合は、.NET Framework 
4.5 を別途インストールする必要があります。
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Microsoft .NET Framework 4.5 は、Windows XP 上で

はサポートされていません。

Filr デスクトップアプリケーション関連の他のすべて

の機能は、.NET Framework 4 で使用できます。

5［次へ］をクリックします。

6 使用許諾書に同意して、［次へ］をクリックします。

7 Filr デスクトップアプリケーションのインストール場

所を変更するか、またはデフォルトの場所を受け入れ

て［次へ］をクリックします。

8［インストール］をクリックします。

9 インストールが完了したら、［完了］をクリックして、 
3 ページの 「Filr Desktop Application の初期設定」に

進みます。

FILR DESKTOP APPLICATION の初期設定

2 ページの 「Filr Desktop Application のダウンロードおよ

びインストール」に説明されている方法で Filr デスクトッ

プアプリケーションを初めてダウンロードしてインストー

ルすると、アプリケーションの設定を促す画面が表示され

ます。この処理には、アカウント情報の入力、同期する

フォルダの選択、およびユーザのコンピュータのファイル

システムで情報を保管する場所の選択が含まれます。

1［開始］をクリックすると、Filr デスクトップアプリ

ケーションのセットアップが始まります。

2［アカウント情報］セクションに、以下の情報を指定

します。

サーバ URL: ファイルをコンピュータに同期する

Filr サイトの URL を指定します。例 : https://
Filr.mycompany.com

Filr システムの設定方法によっては、ポート番号を入

力する必要があります。例 : https://
Filr.mycompany.com:8443

ユーザ名 : Filr サイトにログインするときに使用する

Filr ユーザ名を指定します。

パスワード : Filr サイトにログインするときに使用す

る Filr パスワードを指定します。

パスワードを記憶させる : Filr デスクトップアプリ

ケーションにパスワードを記憶させる場合は、このオ

プションを選択します。( このオプションは、Filr 管
理者によって無効に設定されている場合があります。
)

3［次へ］をクリックします。

4［同期済みフォルダ］セクションでは、［マイファイ
ル］フォルダおよび［自分が共有相手］フォルダ内の

ファイルがデフォルトで同期対象に含まれています。

5 ( オプション ) 特定の［ネットフォルダ］を同期する

場合 :

5a［同期済みフォルダ］セクションで［追加］をク

リックして、［ネットフォルダ］タブをクリック

します。

5b 同期する［ネットフォルダ］の隣にある［ダウン

ロード］アイコン に移動してクリックし、

［OK］をクリックします。 
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6 ( オプション )［マイファイル］または［自分が共有

相手］エリア内のファイルの同期をしない場合 :

6a［同期済みフォルダ］セクションで［追加］をク

リックし、［マイファイル］または［自分が共有
相手］タブをクリックします。

6b カラムヘッダの［同期済み］アイコン をク

リックして、［マイファイル］または［自分が共

有相手］エリア内のすべてのファイルおよびフォ

ルダの同期を停止します。その後、同期対象に含

めるフォルダの隣にある［ダウンロード］アイコ

ン  をクリックします。 

［同期済み］アイコン  は、ファイルが同期対

象であることを示します。 

［ダウンロード］アイコン が表示されている

場合は、［マイファイル］または［自分が共有相

手］エリア内のファイルが同期対象外であること

を示しています。 

6c［OK］をクリックします。

7［次へ］をクリックします。

8［一般設定］セクションに、以下の情報を指定します。 

Filr フォルダ : ［ブラウズ］をクリックして Filr デスク

トップアプリケーションのインストール場所を変更す

るか、デフォルトの場所を受け入れます。

ログイン時に Novell Filr を開始する : ワークステー

ション起動時に Filr デスクトップアプリケーションが

開始するようにするには、このオプションを選択して

おきます。

9［次へ］をクリックして選択内容を確認してから、［完
了］をクリックします。

これで Filr デスクトップアプリケーションが実行さ

れ、Filr アイコン  が通知エリアに表示されます。 

同期するフォルダの設定

Filr デスクトップアプリケーションの初期設定時に、同期

を取るフォルダを選択できます。［マイファイル］および

［自分が共有相手］はデフォルトで同期されます。［ネット

フォルダ］の同期は手動で設定する必要があります。同期

するフォルダの設定は、初期設定中またはその後の任意の

時点で行えます。

［ネットフォルダ］を同期するには、［ネットフォルダ］に

対する適切な表示権限が必要です。

パフォーマンスを最適にするには、Filr デスクトップアプ

リケーションの設定が同期の制限を超えないようにする必

要があります。同期の制限について詳しくは、1 ページの 
「同期パフォーマンスの制限」を参照してください。

Filr 内の［ネットフォルダ］がコンピュータと同期される

ように設定するには :

1 通知エリアの Filr アイコン  を右クリックして、

［Filr コンソールを開く］をクリックします。 

2［同期済みフォルダ］をクリックして、現在同期対象

となっているフォルダを表示します。

3［追加］をクリックします。

［Novell Filr フォルダの追加］ダイアログボックスが

表示されます。

4 同期するフォルダの場所に応じて、［マイファイル］、

［自分が共有相手］、または［ネットフォルダ］タブを

選択します。

5 ( オプション ) サブフォルダに移動する場合は、フォ

ルダ名をクリックしてください。

6 同期するフォルダの隣にある［ダウンロード］アイコ

ン  をクリックします。 

または

すべてのフォルダを同期する場合は、フォルダリスト

の最上位の［ダウンロード］アイコン  をクリック

します。 

フォルダを同期するように選択すると、そのサブフォ

ルダも同期されます。

Filr 管理者は、ネットフォルダから Filr デスクトップ

アプリケーションへの同期を有効にする必要がありま

す。管理者がネットフォルダの同期を有効にしていな

い場合は、フォルダの横に赤いアイコンが表示され

て、そのフォルダを同期することができません。

Filr 管理者が設定したファイル同期の方法によって

は、ネットフォルダ内のファイルを即時に同期できな

い場合があります。ネットフォルダ内に同期されない

ファイルがある場合は、まず Filr Web アプリケー

ションまたは Filr モバイルアプリケーションからそれ

らのファイルへのアクセスを試行してください。それ

でも Filr デスクトップアプリケーションにファイルが

同期されない場合、Filr 管理者に問い合わせてくださ

い。
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7［マイファイル］、［自分が共有相手］、または［ネット
フォルダ］にあるフォルダを追加で同期に含める場合

は、ステップ 4 ～ステップ 6 を繰り返します。

8 ( オプション ) 同期を停止する場合は、フォルダの隣

にある［同期済み］アイコン  をクリックします。 

親フォルダが同期中の場合、サブフォルダの同期を停

止することはできません。親フォルダの同期を停止す

る必要があります。

または

すべてのフォルダの同期を停止する場合は、フォルダ

リストの最上位の［同期済み］アイコン  をクリッ

クします。 

9［OK］をクリックします。

同期の対象として選択したフォルダは、［同期済み

フォルダ］ページにリストされます。フォルダの横の

［サイズ］カラムに、フォルダのサイズが表示されま

す。 

10 リストされているフォルダを同期することを確認し

て、［適用］をクリックします。

500MB を超えるフォルダを選択すると、続行する前

に警告が出されます。 

コンピュータから Filr ファイルを表示する

1 通知エリアにある Filr アイコン  をダブルクリック

します。 

または

通知エリアの Filr アイコン  を右クリックして、

［Filr フォルダを開く］をクリックします。 

自分のファイルシステムから直接 Filr フォルダにアクセス

できます。Filr フォルダは、使用するオペレーティングシ

ステムに従って、通常は次の場所にあります。

 Windows 8、7、または Vista: c:\Users\username\Filr

 Windows XP: c:\Documents and Settings\username\My 
Documents\Filr

Windows Vista の場合、Filr フォルダは［お気に入り］に

もあります。

Windows 7 および 8 の場合、Filr フォルダは［お気に入

り］および［ライブラリ］にもあります。

デフォルトの場所を変更する方法については、7 ページの 
「ファイルシステム上の Filr ファイル同期場所の変更」を

参照してください。

ワークステーションと Filr とのファイルの同期について詳

しくは、1 ページの 「同期の理解」を参照してください。

ファイルの手動同期

スケジュール設定された同期まで待たずに、Filr とコン

ピュータとの間のファイルの同期を手動で取ることができ

ます。同期するファイルは事前に閉じられている必要があ

ります。

すべてのファイルを手動で同期するには :

1 通知エリアの Filr アイコン を右クリックして、［今

すぐ同期］をクリックします。 

個別のファイルを手動で同期するには :

1 同期するファイルに移動します。

2 ファイルを右クリックして、［今すぐ同期］をクリッ

クします。

Filr デスクトップからブラウザ内で Filr を起動
する

Filr デスクトップアプリケーションを使用してブラウザ内

で Novell Filr を起動することができます。

1 通知エリアの Filr アイコン を右クリックして、

［Web で Filr にアクセス］をクリックします。 

ファイルへのコメントの追加およびコメントの
表示

1 コメントを追加する、またはコメントを表示するファ

イルに移動します。

2 該当するファイルを右クリックして、［コメント］を

クリックします。

［Filr コメント］ダイアログボックスが表示され、

ファイルに関連する既存のコメントを確認できます。

3［コメント］フィールドにコメントを入力し、［送信］

をクリックします。

または

既存のコメントに返信するには、返信するコメントの

隣にある［返信］アイコン をクリックしてから、

［送信］をクリックします。 

ファイルまたはフォルダの共有

1 共有するファイルまたはフォルダに移動します。

2 該当するファイルまたはフォルダを右クリックし、

［共有］をクリックします。

［Filr 共有］ダイアログボックスが表示されます。

同期が進行中の場合またはアドレス帳をキャッシュし

ている場合、［Filr 共有］ダイアログボックスがすぐ

に表示されない可能性があります。
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3［ユーザ、グループ、電子メールを追加］フィールド

に、共有相手のユーザ名またはグループ名を入力し始

めて、ドロップダウンリストに名前が表示されたらク

リックします。

または

共有相手である外部ユーザの完全なメールアドレスを

指定し、Enter キーを押します。

4 ( オプション ) 共有相手のユーザを追加するには、ス

テップ 3 を繰り返します。

5 ( 設定による ) 個々のユーザのアクセス設定の変更方

法 

5a［共有相手］セクションで、アクセス設定を変更

するユーザを選択します。

5b 次のアクセス設定から変更するものを選択しま

す。

アクセス : ビューアアクセス権、編集者アクセス

権、または寄稿者アクセス権を付与します。( 寄
稿者はフォルダのみに適用されます。)

有効期限 : 共有の有効期限を指定します。

共有の有効期限は、指定した日数 (1 日は 24 時間

で数え、有効期限を設定した時刻から数えます

)、または特定の日付 ( 権限の有効期限は、選択

した日の開始時に切れます ) のいずれかで設定で

きます。

内部ユーザ : 共有受信者に、項目を内部ユーザと

共有することを許可します。

外部ユーザ : 共有受信者に、項目を外部ユーザと

共有することを許可します。

パブリック : 共有受信者に、項目をパブリックと

共有することを許可します。

メモ : 共有受信者に対する個人メモを含めます。

共有受信者のみがメモを読むことができます。

6 ( 設定による ) 複数ユーザのアクセス設定を同時に変

更するには、次の手順を実行します。

6a Ctrl キーを押しながら、［共有相手］セクション

で、アクセス設定を変更するユーザを選択しま

す。 

6b 変更するアクセス設定を、次から選択します。

( 定義しないアクセス設定は、所定のユーザの

個々のアクセス設定が保持されます。定義するア

クセス設定は、現在選択されている各ユーザのア

クセス設定に反映されます。)

アクセス : ビューアアクセス権、編集者アクセス

権、または寄稿者アクセス権を付与します。( 寄
稿者はフォルダのみに適用されます。)

有効期限 : 共有が期限切れになる日付を設定しま

す。

内部ユーザ : 共有受信者に、項目を内部ユーザと

共有することを許可します。

外部ユーザ : 共有受信者に、項目を外部ユーザと

共有することを許可します。

すべてのパブリック : 共有受信者に、項目をパブ

リックと共有することを許可します。

メモ : 共有受信者に対する個人メモを含めます。

共有受信者のみがメモを読むことができます。

7 ( オプション )[ パブリックにする］  をクリックし

て、項目をパブリックで使用できるようにします。次

に、[ 共有相手 ] セクションで、追加したばかりの [ す
べてのユーザ ] ユーザをタップし、パブリック用のア

クセス制御設定を設定します。 

8 ( オプション )［通知］セクションで、ドロップダウ

ンリストをクリックして、次の通知オプションから選

択します。

なし : 通知を送信しません。

すべての受信者 : 共用者リスト内のすべての受信者に

通知します。

新規に追加された受信者のみ : 共用者リストに追加さ

れた受信者にのみ通知します。

新規および変更された受信者 : 共有権限を変更する受

信者および新規受信者にのみ通知します。

9［保存］をクリックします。

ファイルまたはフォルダの Filr プロパティの表
示

ファイルとフォルダに関連する次の Filr プロパティを表示

します。

 ファイル名

 ファイルパス (Filrシステムのファイルまたはフォルダ

へのパスを示しています )

 ファイルサイズ ( 該当するのはファイルのみで、フォ

ルダは該当しません )

 ファイルまたはフォルダを作成したユーザ

 ファイルまたはフォルダを作成した日

 ファイルまたはフォルダを変更した日

 ファイル共有元のユーザ

 ファイル共有先のユーザ

ファイルまたはフォルダの Filr プロパティを表示するには

:

1 Filr プロパティを表示するファイルまたはフォルダを

右クリックします。

2［プロパティ］をクリックして、ネイティブの

［Windows プロパティ］ダイアログを起動します。

3［Novell Filr］タブをクリックします。
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ファイルまたはフォルダの Filr プロパティが表示され

ます。

4 ( オプション ) ファイルまたはフォルダを共有する権

限がある場合、［共有］をクリックして、［Filr 共有］

ダイアログボックスを起動できます。

最近のアクティビティの表示

Filr デスクトップアプリケーションで最近行われたアク

ティビティを表示できます。たとえば、Filr フォルダが同

期された日時、変更されたファイル、および発生した同期

の問題に関する情報が表示されます。

最近のアクティビティを表示するには :

1 通知エリアの Filr アイコン  を右クリックして、

［Filr コンソールを開く］をクリックします。 

2［最近のアクティビティ］をクリックします。

システムアラートの表示

Filr デスクトップアプリケーションでは、新しいソフト

ウェアのアップデート、期限切れパスワード、サーバダウ

ンタイムなど、さまざまなアラートをユーザに知らせる必

要が生じることがあります。

システムアラートが発生すると、この情報アイコン  が

Filr アイコン 上で点滅します。 

システムアラートを表示するには :

1 通知エリアの Filr アイコン  を右クリックして、

［Filr コンソールを開く］をクリックします。 

2［システムアラート］をクリックします。

ファイルシステム上の Filr ファイル同期場所の
変更

デフォルトでは、Filr ファイルはユーザのファイルシステ

ムの c:\Users\username\Filr フォルダに同期されます。

Filr デスクトップアプリケーションの初期設定時に、ファ

イルシステム上のインストール場所を指定できます。

Filr フォルダの場所は、初期設定後いつでも変更できます。

注 : 複数のコンピュータからアクセスできるネットワーク

上の場所へは、ファイルを同期しないでください。

Filr フォルダが複数のコンピュータからのアクセスが可能

なネットワーク上の場所にある場合、いずれかのコン

ピュータからアクセスされた Filr ファイルがコンピュータ

間および Filr サーバと同期が取れなくなる同期問題が発生

するおそれがあります。

Filr フォルダの場所を変更するには :

1 Filr フォルダ内のファイルが現在開いていないことを

確認してください。

2 通知エリアの Filr アイコン  を右クリックして、

［Filr コンソールを開く］をクリックします。 

3［一般設定］をクリックしてから、［ブラウズ］をク

リックして、ファイルシステム上で Filr フォルダを置

く新しい場所を参照します。

4［OK］>［適用］の順にクリックします。

5 Filr フォルダの場所を変更するには［次へ］をクリッ

クします。

Filr デスクトップアプリケーションの Filr アカ
ウント情報の変更

Filr デスクトップアプリケーションの初期設定時に、アカ

ウント情報と Filr サーバ情報を指定します。

Filr デスクトップアプリケーションのアカウント情報およ

び Filr サーバ情報は、初期設定後いつでも変更できます。 

1 通知エリアの Filr アイコン  を右クリックして、

［Filr コンソールを開く］をクリックします。 

2［Novell Filr コンソール］ダイアログボックスの［ア

カウント情報］をクリックします。

3 次の情報を指定します。

アカウント名 : Filr アカウントの記述名を指定します。

この名前のフォルダが、ファイルシステムのユーザ

ディレクトリに作成されます。

サーバ URL: ファイルをコンピュータに同期する

Filr サイトの URL を指定します。例 : https://
Filr.mycompany.com

Filr システムの設定方法によっては、ポート番号を入

力する必要があります。例 : https://
Filr.mycompany.com:8443

ユーザ名 : Filr サイトにログインするときに使用する

Filr ユーザ名を指定します。

パスワード : Filr サイトにログインするときに使用す

る Filr パスワードを指定します。

パスワードを記憶させる : Filr デスクトップアプリ

ケーションにパスワードを記憶させる場合は、このオ

プションを選択します。

このオプションは、Filr 管理者によって無効に設定さ

れている場合があります。
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4［適用］をクリックします。

データクォータの表示

Filr サイトに保管するデータの量を制限するために、

Novell Filr 管理者はデータクォータを有効にすることがあ

ります。 Filr 管理者がデータクォータを有効にする方法に

ついては、『「Novell 」Filr 1.0.1 Administration Guide』の

「Managing Disk Space Usage with Data Quotas and File 
Restrictions」を参照してください。

Filr サイトでデータクォータが有効な場合、何がデータ

クォータにカウントされるのか、データクォータにはどん

な種類があるのか、また割り当てられたデータクォータに

いつ達するかを知るために現在のデータ使用量を表示する

方法を理解する必要があります。割り当てられたクォータ

に達すると、以前に削除したファイルおよび添付ファイル

がパージできるようになります。

データクォータの理解

データクォータは、個々のユーザが Filr サイトに追加でき

るデータの量を制限します。［ネットフォルダ］( ユーザの

ホームディレクトリを含む ) にあるファイルは、データ

クォータにカウントされません。

データクォータの表示

データクォータは、ユーザの Filr サイトで使用されている

場合もあれば、使用されていない場合もあります。このセ

クションに説明されている方法で自分のデータクォータを

表示できない場合は、Filr 管理者が Filr サイトに追加でき

るデータの量をまだ制限していないということです。

自分のデータクォータは、デスクトップアプリケーション

から直接表示できます。

1 通知エリアの Filr アイコン を右クリックします。 

2［Filr コンソールを開く］をクリックします。

3［Novell Filr コンソール］ダイアログボックスの［ア

カウント情報］をクリックします。

ユーザのデータクォータが、現在使用済みの量と共に

表示されます。最大ファイルサイズも表示されます

が、これは Filr サイトにアップロード可能なファイル

の最大サイズです。

Filr Web アプリケーション内からデータクォータを管理す

る方法については、『「Novell Filr 1.0.1 Web アプリケー

ション ユーザガイド」』の「データクォータの管理」を参

照してください。 

同期問題の理解と解決

ほとんどの同期問題は、Filr コンソールの［保留中のアク

ション］セクションから解決できます。さらに調査が必要

な問題は、デスクトップログを確認します。

 8 ページの 「保留中のアクションの理解」

 9 ページの 「ドキュメントの競合を解決する」

 9 ページの 「Filr デスクトップアプリケーションのロ

グファイルの表示」

保留中のアクションの理解

次のいずれかのアイコンで表わされる同期問題が発生する

ことがあります。

: アップロードのエラーがあります。 

: アップロードの警告があります。 

: ダウンロードのエラーがあります。 

: ダウンロードの警告があります。 

: アップロードとダウンロードのエラーがあります。 

: アップロードとダウンロードの警告があります。 

: クライアントはまだファイルのアップロードまたはダ

ウンロードを試行していません。 

ドキュメントがダウンロードまたはアップロードされてい

ない理由が分からない場合は、7 ページの 「最近のアク

ティビティの表示」に説明されている方法で、最近のアク

ティビティを表示してください。
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ドキュメントの競合を解決する

同じドキュメントがさまざまな場所から同時に編集される

と、競合が発生します。 

ドキュメントの競合を解決するには :

1 通知エリアの Filr アイコン を右クリックします。 

2［Filr コンソールを開く］をクリックします。

3［保留中の変更］をクリックします。

4 解決する競合の隣にある［解決］をクリックして、選

択可能ないずれかのオプションを選択します。

使用中のバージョンを維持する : Filr サーバ上のファ

イルを手持ちのバージョンに置き換えます。

サーババージョンを維持する : 手持ちのファイルを破

棄して、Filr サーバのバージョンで置き換えます。

両方のファイルを維持する : Filr サーバ上のファイル

は元のファイルとして保存され、手持ちのファイル名

は変更されます。

FILR デスクトップアプリケーションのログファイルの
表示

Filr ファイルが期待通りにワークステーションにダウン

ロードされていない、または予期しない動作が起きている

場合は、filr.log ファイルから詳細情報を調べることができ

ます。

1 Windows エクスプローラを開きます。

2 Windows エクスプローラのアドレスバー ( エクスプ

ローラウィンドウの上部に現在の位置のパンくず

ビューが表示されるフィールド ) に、次のアドレスを

入力するか貼り付けます。

%USERPROFILE%\Local Settings\Application 
Data\Novell\Filr

3 filr.log ファイルを開きます。

filr.log ファイル内の情報が 1MB を超えると、古いロ

グ情報は filr.log.1、filr.log.2、および filr.log.3 ファイル

に移動されます。

Novell Filr デスクトップアプリケーションのア
ンインストール

Filr デスクトップアプリケーションを完全にアンインス

トールする場合、次のセクションの手順に従ってくださ

い。

 9 ページの 「Windows コントロールパネルから Filr デ
スクトップアプリケーションをアンインストールす

る」

 9 ページの 「Filr ディレクトリの削除」

 10 ページの 「レジストリキーの削除」

 10 ページの 「資格情報の削除」

 10 ページの 「ごみ箱を空にする」

WINDOWS コントロールパネルから FILR デスクトップ
アプリケーションをアンインストールする

1［スタート］アイコンをクリックして、［コントロール 
パネル］をクリックします。

2［プログラム］>［プログラムのアンインストール］の

順にクリックします。

3［Novell Filr］>［アンインストール］の順に選択しま

す。

FILR ディレクトリの削除

ご使用のオペレーティングシステムによって、Filr ディレ

クトリの場所は異なります。

Windows Vista または Windows 7: 

UserProfile\AppData\Local\Novell\Filr
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Windows XP: UserProfile\Local 
Settings\Application\Data\Novell\Filr

レジストリキーの削除

1［スタート］ボタンをクリックして、［ファイル名を指
定して実行］をクリックします。

［ファイル名を指定して実行］が表示されない場合は、

［プログラムとファイルの検索］フィールドに「Run」

と入力して、Enter キーを押します。

2「regedit」と入力して、［OK］をクリックします。

3 以下のレジストリキーがある場合は削除します。

 \\HKEY_CURRENT_USER\Software\Novell\Filr

 \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Novell\Filr 

資格情報の削除

Windows Vista または Windows 7 の場合 :

1［スタート］アイコンをクリックして、［コントロール 
パネル］をクリックします。

2［ユーザー アカウントと家族のための安全設定］>
［資格情報マネージャー］の順にクリックします。

3 Novell.Collaboration.Filr で始まる資格情報を削除しま

す。

Windows XP の場合 :

1［スタート］をクリックして、［コントロール パネル］

をクリックします。

2［ユーザー アカウント］をダブルクリックします。

3 ログインに使用したユーザアカウントをクリックしま

す。

4［ネットワーク パスワードの管理］をクリックしま

す。

5 Novell.Collaboration.Filr で始まる資格情報を削除しま

す。

ごみ箱を空にする

1 Filr アプリケーション、メタデータ、ログファイル、

および資格情報を削除した後、ごみ箱を空にします (
［ごみ箱］アイコンをダブルクリックして、［ごみ箱を
空にする］をクリックします )。

既知の問題

既知の問題の一覧については、『Novell Filr Beta Desktop 
Application Readme (http://www.novell.com/
documentation/beta/novell-filr1/filr1_readme_desktop/data/
filr1_readme_desktop.html)』を参照してください。
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