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ホームページ作成備忘録 No9      FTP ツールによるフアイル転送 

 

ファイルの作成とチェツクが終わると最終段階の[ファイルの転送]です。既にホームページを公開されている方は、

転送設定を御済みなので[転送設定の方法]は飛ばしてお読みください。 

 

★ 転送設定の方法 

転送設定には、メニューバーの[サイト]で設定する方法と、[FTP フアイル転送画面]から設定する方法があります。 

転送設定(1) メニューバーの[サイト]から[転送設定の新規作成]を選択します。 

 

 
 

転送設定(2) 

 
転送設定(3) 

 
 

お好きな名前を書い

てください。 

★ 名前は、日本語、

ローマ字何でも構い

ません。 

① [プロバイダ]の選

択ボタンを押して

プロバイダを選択

します。 
②  [FTP サーバー

名]を選択します。 
③ [FTP ア カ ウ ン

ト][FTP パスワー

ド]を記入します。 
★ サーバー名、アカ

ウント、パスワー

ドは、プロバイダ

から指定された

ものです。 
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転送設定(4) 

 
 

[FTP ツールによる転送設定] 

 

ファイルの転送は、FTP ツールで行うことをおすすめしますが、[転送設定]も同じ画面で行うと何かと効率的です。

メニューバーの[ツール]から[FTP ツールの起動]を選択します。 

 

 
 

[フアイル転送画面]の[設定]をクリックすると次の画面が表示されます。この画面で転送設定を行います。 

(註)上図の [フアイル転送画面]は、V14 の画面です。V11-V12 をお使いの方は下図[FTP ツール(1)の画面表示です。 

内容は変わってませんが、中央の[アップロード・ダウンロードボタン]の下にある[転送モード切り換え][バイナリ

ーモード][テキストモード]のボタンが V14 ではなくなりツールバーに設置されています。 

 

 

 

 

★ プロバイダから

指定されている

場合はお書きく

ださい。それ以

外は書く必要は

ありません。 
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★フアイルの転送 

ホームページを開設するためには[フアイル転送]が必要です。[フアイルの転送]には、次の 2通りがあります。 

① [サイト転送]と②[FTP 転送]ですが、後々の事を考えると[FTP 転送]が役に立ちますので、[FTP]を使って転送す

ることをお勧めします。 

[FTP]とは File Transter Protocol の略で、サーバー側に接続して、フアイルの送受信を行うためのソフトの事で

す。 

FTP ツール(1)→[V11-V12 をご使用の方 

 

[転送設定]で作成した名前 

ここに[FTP サーバー

名]が表示されます。 

このボタンが ON に

なっていれば OK。 

[FTP サーバー名] 
[FTP アカウント名]は
は、プロバイダーによ

って呼称が違う場合が

ありますのでご注意く

ださい。 



 

★ メニューバーの[ツール]から[FTP

★ 画面の左サイドは、自分のパソコンのフオルダです。

★ 画面の右サイドは、サーバーのフオルダで、転送されると書き込まれます。

★ [接続]ボタンを押すと、中央の 3

★ 左サイドの上段に、[転送設定]で作成した名前が書かれていることを確認してください

と言います)。 

★ 接続ボタンを押すと、右サイドの枠の上に

★ 初めて転送する場合は、右の枠には何も書かれていませんが、プロバイダによっては、枠の中に転送フオルダ

名が書かれているケースがあります。その場合は、そのフオルダをダブルクリックすると、上のウインドウに

転送フオルダが書き込まれ転送可能となります。

 

FTP ツール(2) 

★ 準備が出来ましたら先ず左のフオルダの中から転送するフアイルを選択してください。色が青にかわります。

★ (アップロードボタン)をクリツクしてください。転送が開始されます。

パッシブモードで転送(1) 
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[FTP ツールの起動]を選択します。 

画面の左サイドは、自分のパソコンのフオルダです。 

画面の右サイドは、サーバーのフオルダで、転送されると書き込まれます。 

3 ヶ所が発光します。発光すれば転送可能な状態です。

で作成した名前が書かれていることを確認してください

接続ボタンを押すと、右サイドの枠の上に[FTP サーバー名]が表示されます。 

初めて転送する場合は、右の枠には何も書かれていませんが、プロバイダによっては、枠の中に転送フオルダ

名が書かれているケースがあります。その場合は、そのフオルダをダブルクリックすると、上のウインドウに

転送フオルダが書き込まれ転送可能となります。 

準備が出来ましたら先ず左のフオルダの中から転送するフアイルを選択してください。色が青にかわります。

をクリツクしてください。転送が開始されます。

 

★ 転送の経過が表示され

ます。転送が完了すると、

上図の右枠にフアイル名が

表示されます。

ヶ所が発光します。発光すれば転送可能な状態です。 

で作成した名前が書かれていることを確認してください(サーバープロフイール

 

初めて転送する場合は、右の枠には何も書かれていませんが、プロバイダによっては、枠の中に転送フオルダ

名が書かれているケースがあります。その場合は、そのフオルダをダブルクリックすると、上のウインドウに

 
準備が出来ましたら先ず左のフオルダの中から転送するフアイルを選択してください。色が青にかわります。 

をクリツクしてください。転送が開始されます。 

転送の経過が表示され

ます。転送が完了すると、

上図の右枠にフアイル名が

表示されます。 
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パツシブモードで転送(2) 

 

 
 

転送先のフアイルを操作(削除) 

 

 

★ [LAN]などのためフアイ

ルの転送が出来ない場合

は、[パッシブモード]で転

送を行います。 
① [フアイル転送画面]の[設

定]をクリツクすると左図

が表示されます。 
② [詳細設定]をクリツクし

てください。 

詳細設定 

★ [詳細設定]をクリックする

と左図が表示されます。 
★ [パッシブモードで接続を

行う]に、チェックを付けて

ください。 
★ このケースは通常は使用

しません。 

チェックを付ける 

★ 転送後、削除したいフアイ

ルがある場合は、フアイル

を選択し[右クリック]しま

す。 
★ 表示された画面の[フアイ

ルの削除]をクリックしま

す。 



 

サーバー上に新しいフォルダを作成 

 

 

転送済みのフアイルを戻す方法 

 

 

 

 

■ 転送時に発生するエラーメッセージ

 フアイルの転送時にエラーが発生すると

数字と、メッセージが英語で表示されます。

一般的に発生するエラーメッセージを紹介します。

 ● 452  Requested action not taken      

 ● 552  Requested file action aborted   

  ● 553  Requested action not taken  

 これ以外にも様々なメッセージの事例がありますが、殆どの場合ビルダーの

[デイスク容量]も、フアイルの最終チェックで行えばその心配はありません。
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転送時に発生するエラーメッセージ(抜粋) 

フアイルの転送時にエラーが発生すると[エラーメッセージ]が表示されますが、[

数字と、メッセージが英語で表示されます。 

一般的に発生するエラーメッセージを紹介します。 

452  Requested action not taken      デイスク容量の問題で実行出来ない。

552  Requested file action aborted   デイスク容量の問題で実行出来ない。

553  Requested action not taken  フアイル名が間違っているため実行できない。

これ以外にも様々なメッセージの事例がありますが、殆どの場合ビルダーの FTP を使うとその心配は有りません。

も、フアイルの最終チェックで行えばその心配はありません。 

★ 作成する

ると、サイト別にフオルダを作

ると、更新などに大変便利で

す。 
★ 右サイドの何も書かれていな

い場所にマウスを当て右クリ

ックします。表示された画面で

[新しいフォルダの作成

ックすると新しい枠が表示さ

れます。

★ 転送後、自分のパソコンでの

フアイルを消した時などに使

います。

① 左側の自分の枠に、ダウンロ

ードしたフアイルを保存する

フオルダを作ります。

② ダウンロードするフアイルを

選択します

す)。

③[ダウンロードボタン

  をクリックしてください

[レスポンズコード○○]と言う

デイスク容量の問題で実行出来ない。 

デイスク容量の問題で実行出来ない。 

が間違っているため実行できない。 

を使うとその心配は有りません。

作成する Web の数が増えてく

ると、サイト別にフオルダを作

ると、更新などに大変便利で

 
右サイドの何も書かれていな

い場所にマウスを当て右クリ

ックします。表示された画面で

新しいフォルダの作成]をクリ

ックすると新しい枠が表示さ

れます。 

転送後、自分のパソコンでの

フアイルを消した時などに使

います。 
左側の自分の枠に、ダウンロ

ードしたフアイルを保存する

フオルダを作ります。 
ダウンロードするフアイルを

選択します(青色に変わりま

。 

ダウンロードボタン ] 
をクリックしてください。 


