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FFTTPPととはは？？  

FTP とは、File Transfer Protocol の略です。日本語訳すると、ファイルを転送する

ときの決まり事という意味です。飛行機が世界中の空港で離陸、着陸できるのは、「決

められた手順、通信方式」が存在するからです。パイロットでない私たちが聞いても、

よく分からないやり取りですが、お互いにやり取りをして、目的を達成しています。 

 これと同じように、サーバーとファイルを送受信するために「国際的に決められたル

ール」があります。そのルールのことを FTP と言います。このルールをボタン一つで

実行できるように、便利にしているのが、FTP ソフトです。 

 

 ところで、ファイルをやり取りする方法は他にもあります。メールで添付ファイルを

送ったり、メッセンジャー(MSN メッセンジャーや、Yahoo!メッセンジャーなど)で、送

ったりできます。普段は、こちらを使う方が便利ですし、実践的です。 

 

 現在、FTP が必要になるのは、「ホームページのアップロード」の時だけです。ちな

みに、アップロードとは、ファイルを自分の手元から、誰かに送ることを言います。 

 

 本書では、FTP ソフトの中でも、もっとも利用者が多い FFFTP をインストール、設

定、利用する方法を説明します。 
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FFFFFFTTPPをを入入手手すするる  FFFFFFTTPPをを入入手手すするる  

FFFTP を入手するには、以下の URL をクリックしてください。 

 

• FFFTPの入手(ベクター) 

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html  

 

クリックすると以下のような画面が開きます。以下、図を参考にダウンロードしてくだ

さい。 

 

 

ここをクリック 

 

 

 

 

 

 

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html
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ここをクリック 

ここをクリック 

ここをクリック 

ここをクリック 
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適当な場所に保存します。よく分からない人は、とりあえずデスクトップに保存してく

ださい。 

 

 

 

ダウンロード開始 

 ダウンロードしたファイルをダブルクリック 

 

 

ここをクリック 

ここをクリック 

ここをクリック 

 

後は、単純に次へを押します。 
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これでインストールは終了です。 

簡単ですよね？ 難しく考えないことが大事です。 



FFFTP のインストールと設定 

Copyright 2004-2009© 北摂情報学研究所，Inc．All Rights Reserved．     7 

使使いい方方  使使いい方方  

 FFFTP がインストールされると、「プログラム」の中から起動できます。 

 
 

 

起動したら、「新規ホスト」を選択します。その後の設定情報は、レンタルサーバーの

情報を参考に入力します。FFFTP は、お使いのパソコンとサーバーを接続する為のソ

フトなので、サーバーの情報を入力します。 



FFFTP のインストールと設定 

Copyright 2004-2009© 北摂情報学研究所，Inc．All Rights Reserved．     8 

どちらも 
利用してい

るサーバー

から教えら

れるもの 

「ホストの一覧」で見た時に、分か

りやすい名前を入れる。 
特に指定はないので、好きな名前を

入力できます 

利用しているサーバーから教えられ

るもの。例えば、123.456.78.90 や

ftp.yahoo.co.jp 

ローカルの初期フォルダは、「デ

スクトップ」、ホストの初期フォ

ルダは、設定せず空白のままが分

かりやすいです 
 

緑の枠で囲った情報は、必ずサーバーから送られた情報を設定してください。 

【参考情報】ロリポップの場

合：http://lolipop.jp/?mode=manual&state=hp&state2=w_ff  

【参考情報】Xseverの場合： http://www.xserver.ne.jp/man_ftp_ffftp_setting.php  

（※他のサーバーの場合は、「FFFTP お使いのサーバー名」などで検索してください） 

 

OK を押すと、ホスト一覧に戻ります。 

 
接続したいホスト(サーバー)を選んで、「接続」ボタンを押します。 

http://lolipop.jp/?mode=manual&state=hp&state2=w_ff
http://www.xserver.ne.jp/man_ftp_ffftp_setting.php
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用用語語解解説説  用語語解解説説  

各部の名称を説明するだけでなく、意味と使い方、使い道を説明します。さっと見て、

何となく理解すれば十分です。そして、使うものだけを紹介します。他は、忘れてくだ

さい。使うのは、3 つのボタンだけです。 

 

 

 

 

ホスト一覧 

ダウンロード アップロード 

自分のパソコンの 
フォルダ・ファイル 

サーバー上の 
フォルダ・ファイル 

 

 

 

 

 ホスト一覧を押すと、接続先が現れます。違うサーバーにアクセするときや、仕切

り直すときに押してください。 

FFFTP は、左右にウインドウがあります。左は自分のパソコンのファイル、右はサ

ーバーのファイルを表示しています。 
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従って、利用開始の設定時にローカルの初期フォルダに、「デスクトップ」と指定し

た場合は、左側の画面にはあなたのパソコンの「デスクトップ」と同じデータ・内容が

表示されます。 

 

アップロードとダウンロードについて 

「アップロード」とは、「自分のパソコンから、サーバー(ホスト)にファイルをコピー

すること」です。ダウンロードは、逆で「サーバーから自分のパソコンにファイルをコ

ピーすること」です。 

 

サーバー(ホスト) 

ダウンロード 

アップロード  

 

 

 

 

 

 

 あなたのパソコン 

 

コピーする仕組みについて説明します。 

今、下の絵のように、自分のパソコンに A、B、C というファイルがあります。サー

バーには、C、D、E というファイルがあります。 

 
アップロード 

あなたのパソコン 

A 
B 

C 

サーバー(ホスト) 
 

C 
D 

E 
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この状態でアップロードします。 

 

すると、A、B のファイルは、サーバー側に存在しませんので、そのままコピーされ

ます。C というファイルは、サーバー側にも存在しますので、パソコン側のファイル C

が、サーバー側のファイル C を上書きします。 

 

 

 

 

 

 

 

このようにアップロードをした場合、あなたのパソコンと、サーバーのパソコンの内

容が変わってきます。ダウンロードでも、同じ現象が起こります。サーバー側のファイ

ルと、あなたのパソコンのファイルの内容（数）が変わってきます。 

 

 

基本的には、パソコンのデスクトップに、サーバーに設置したいファイルを置いてお

き、FFFTP の画面上の左側画面にある、そのファイルをクリックし、「アップロード」

ボタンを押すとサーバーへアップロードできます。 

 

FFFTP 画面内の、「アップロード」ボタンを押す方法以外に、 

FFFTP 左側の画面やパソコンのデスクトップから、FFFTP 右側の画面上へファイル

を、ドラッグ&ドロップする方法でも、ファイルをアップロードできます。 

 

A 
B 

C 

C 

あなたのパソコン サーバー(ホスト) 

アップロード 

D 
E 

B 
A 

C 
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サーバー上のデータを編集する 

サーバー上にフォルダを作成したり、ファイル属性を変更したり、ファイル名を編集し

たいといった少し高度な事をする際には、以下を参考にしてください。 

 

フォルダの作成 方法 

画面右側（サーバー側）の画面上で、右クリックを行い、 

「フォルダ作成」をクリックすると、サーバー上にフォルダを新規作成できます。 

 

フォルダ名を入力する画面が現れるので、好きなフォルダ名を入力して作成を 

完了します。 

（※ホームページの URL には日本語が使用できない為、フォルダ名には 

日本語は使用しない事をお勧めします。） 
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ファイル名・フォルダ名の変更 方法 

画面右側（サーバー側）の画面上の、名前を変更したいファイル・フォルダの上で、 

右クリックを行い、「名前変更」をクリックすると、サーバー上のファイルの名前を

変更できます。 

 

 

新しい名前を入力する画面になるので、名前を入力して「OK」をクリックします。 

（※ホームページの URL には日本語が使用できない為、ファイル名にも 

日本語は使用しない事をお勧めします。） 

 

 

ファイル属性の変更 方法 

画面右側（サーバー側）の画面上の、ファイル属性を変更したいファイル・フォルダ

の上で、右クリックを行い、「属性変更」をクリックすると、サーバー上のファイルや

フォルダのファイル属性を変更できます。 
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以下のような属性変更の画面が開きますので、変更したい属性に合わせて数字を変更

します。 

 

 

基本的に QHM を利用される上では、ファイル属性の変更を行うことはないですが、 

ご自身で CGI プログラムを設置される際や、サーバーの設定に変更があり、 

ホームページが表示出来ない場合など稀に変更する機会があります。 
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おおわわりりにに  

 FFFTP を頻繁に使うことはありません。本当に簡単に理解してください。 

最初は、「意味」が分からなくても大丈夫です。できれば良いのですから。 

 

 楽しいホームページ作りにチャレンジしてくださいね。 

 

 スタッフ一同 
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