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テクニカル　サポート
Fling 
自動同期ソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡する前に、該当する
トピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つからない場合は、

www.nchsoftware.com/fling/jp/support.html  にて、最新のFling 自動同期ソフト
オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案
Fling 
自動同期ソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへの提案がございまし
たら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。当社のソフトウェア
プロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われています。お客様の提案
が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nchsoftware.com/fling/jp/support.html
www.nch.com.au
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NCH ソフトウェア総合パッケージ
この画面から弊社が開発しているその他の便利なソフトを簡単に探すことができます
。
音声や動画などカテゴリ別の一覧から必要なソフトをお選びください。必要なソフト
が見つかったらボタンをクリックするとお試し版がインストールされ、無料でソフト
をお試しいただけます。既にインストール済みのソフトのボタンは「実行」ボタンに
なっており、このボタンを押すとソフトが起動します。
カテゴリ別一覧の下の欄にはソフトの機能の一覧があります。例えば「動画を録画す
る」という機能をクリックすると、動画の録画用ソフトがインストールされます。
検索 
検索エリアに必要なソフトに関するキーワードを入力して「検索」ボタンをクリック
すると、キーワードにマッチした弊社サイトの検索結果が表示されます。 
その他のNCHソフトウエア製品を見る 
弊社の全製品カタログが表示され更に多くのソフトをお探しいただけます。 
ニュースレターを購読 
新製品のリリースやソフトのアップデートなどの最新情報をいち早くお届けするニュ
ースレターを購読いただけます。購読の停止はいつでも簡単に行っていただけます。 
最新の特別購入価格を参照する 
各製品の最新の割引価格をご覧いただけます。 
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はじめに
Flingをインストールいただき、ありがとうございます。 
Flingはファイルのアップロードや転送を簡単に行うためのソフトウェアです。Web
サイトを 
リモートホストサーバー上で管理する場合や、フォルダやファイルの自動バックアッ
プなどに最適です。 
Flingはファイル転送プロトコル（FTP）アップロードやネットワーク間のファイル転
送、および 
コンピュータ間や外部ハードドライブ間とのファイル転送に対応しています。 
Flingファイル転送ソフトをインストール後は、必要な数のFling用フォルダを作成し
ます。 
これらのフォルダはローカルコンピュータ上に作成し、他のフォルダと同様に 
お使いいただけます。これらのフォルダ内でファイルの追加または変更を行った際は
、フォルダを右クリックし 「Fling」->「アップロード」を選択 
するとFlingがリモートFTP 
サーバーまたはネットワークフォルダの正しい保存場所にファイルを転送します。こ
うした作業は自動（ファイルに変更が生じ次第）または事前設定した間隔（毎時など
）で行うよう設定することができます。 
Flingはベーシックな無料版と、多彩な機能を搭載しビジネス用にもお使いいただける
有料版の2種類があります。 Flingは元々当社のWebサイトや
BroadWave音声ストリーミングソフトをお使いのお客様の管理とバックアップ用に開
発されました。 
少数ファイルのアップロードやダウンロードを行うためのベーシックなFTPクライア
ントをお探しの場合は、 Classic FTPファイル転送ソフトをお勧めします。 
Flingをお気に召していただいた場合は www.nch.com.au/software/jpのページから
是非その他のソフトウェアもお試しください。 
無料ソフトも数多く取り揃えております。 
主な機能 
● 全機能型FTPクライアント。
● インターネットや通常のローカルエリアネットワーク、コンピュータ間および外部

ハードウェアドライブ間で、ファイル転送プロトコル（FTP）を使ってファイルを
転送。

● 自動モードではファイルに何らかの変更が加えられたことが検出され次第、自動的
にファイルの転送またはアップロードを行うことで、FTPまたはファイルシステム
のミラーとして機能。

● ファイルエクスプローラ内で機能。手動でファイルをアップデートする場合は、フ
ァイルを右クリックしてFlingを選択するだけ。

● 事前設定した間隔で自動的にアップロードを行うことも可能。
● コマンドラインを使って他のプログラムと統合またはリンクすることで、自動アッ

プロードシステムを構築。
● サービスとして実行されるためログオフ後もFlingがサーバー上で実行されバック

グラウンドで自動転送を継続。
● インストールにかかる時間はほんの数分。毎日の業務に簡単にお使いいただけるシ

ンプル設計。
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動作環境
● Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/10
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Flingを使ってWebサイトにファイルをアップロ
ードする
Flingのセットアップには以下の情報が必要です： 
● FTP 

サーバー：IP形式（例：69.10.42.210）またはドメイン形式（例：ftp.nchsoftwa
re.com）で入力。

● ユーザー名とパスワード。
● ファイルのアップロードを行うWebサーバーのディレクトリ。これは、/home/yo

urco/www/htmlまたは/var/www/htmlのような形式です。
これらの情報をお持ちで無い場合はお使いのWebホスティング会社またはサーバーの
管理者にお問合せください。 
● Flingのメイン画面から 「新規」をツールバーでクリックします。Flingフォルダ

ウィザードが開きますのでウィザードに従って転送設定を行ってください。 
● 最初のオプションを選択 FTPを使ってWebサイト上でファイルをアップロードお

よび管理する。 
● サーバー情報を入力し「次へ」をクリックします。
● 参照ボタン（…）を使ってファイルのアップロードまたはバックアップ先となるフ

ォルダを選択します。「次へ」をクリック。
● 参照ボタン（…）を使ってファイルのアップロードまたはコピー元となるフォルダ

を選択します。「次へ」をクリック。
● 転送方法を選択します。詳しくは

Flingフォルダウィザード~スキャンとアップデートモードのヘルプ項目をご覧くだ
さい。各オプションについての詳細についてご確認いただけます。 

● 次にFlingが転送用のフォルダ項目を作成します。フォルダの詳細が正しいことを
確認後OKをクリックしウィザードを終了します。

● アップロードをキャンセルする場合は、ツールバーの「キャンセル」ボタンまたは
キーボードの「Esc」キーを押します。

フォルダのセットアップ完了後は、Flingのメイン画面の一覧でフォルダをダブルクリ
ックするとフォルダの中身が表示されます。 
ローカルフォルダ内の作業でもファイルの編集や変更を行うことができます。作業完
了後はファイルを右クリックし、「Fling」から「アップロード」を選択してリモート
フォルダを手動でアップデートします。アップデートを行うとFlingがファイルのアッ
プロードを行います。ファイルを削除する際はWindowsエクスプローラを使って削除
をしないでください。ファイルの削除は必ずファイルを右クリックし、「Fling」から
「削除」をクリックする形で行ってください。ファイル名を変更する際は、名前を変
更するファイルをコピーし、コピーしたファイルに新しい名前をつけた後、古いファ
イルを削除する形で行います。 
注意： 自動転送または一定間隔でのスキャンが設定されている場合、Flingはファイ
ルのアーカイブ属性を使い日付ごとにファイルを自動検出します。ファイルをコピー
した場合は手動でファイルのアップロードを行う必要がある場合があります。 
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ネットワークのフォルダをバックアップ
Flingは必要なファイルやフォルダをネットワーク上やハードドライブ、USBドライ
ブへのバックアップするためにお使いいただけます。 
● Flingのメイン画面から 「新規」をクリックします。Flingフォルダウィザードが

開きますのでウィザードに従って転送設定を行ってください。
● 上から3番目のオプションを選択 ネットワーク上でファイルをバックアップする。

● 参照ボタン（…）を使ってファイルのコピーまたはバックアップ先となるフォルダ
を選択します。「次へ」をクリック。

● 参照ボタン（…）を使ってファイルのコピーまたはバックアップ元となるフォルダ
を選択します。「次へ」をクリック。

● 転送方法を選択します。詳しくは
Flingフォルダウィザード~スキャンとアップデートモードのヘルプ項目をご覧くだ
さい。各オプションについての詳細についてご確認いただけます。

● 次にFlingが転送用のフォルダ項目を作成します。フォルダの詳細が正しいことを
確認後OKをクリックしウィザードを終了します。

● アップロードをキャンセルする場合は、ツールバーの「キャンセル」ボタンまたは
キーボードの「Esc」キーを押します。

Flingは定期的に新しいファイルのスキャンとコピーを行います。既存のファイルを全
てコピーする際は、Flingのメイン画面の一覧でフォルダを右クリックし、「全てのフ
ァイルをアップロードする」を選択します。 
注意： 自動転送または一定間隔でのスキャンが設定されている場合、Flingはファイ
ルのアーカイブ属性を使い日付ごとにファイルを自動検出します。ファイルをコピー
した場合は手動でファイルのアップロードを行う必要がある場合があります。 
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ショートカットキー
Fling画面を開いている際にお使いいただけるキーボードのショートカット一覧は以下
のとおりです。
作業 ショートカットキー 
選択したフォルダを書き込み CTRL+B
 フォルダを開く CTRL+E
 新規フォルダ CTRL+N
 Flingの設定を開く  CTRL+O
 フォルダのプロパティーを開く CTRL+P
 新しいファイルを検索 CTRL+U
 全ての新しいファイルを検索 CTRL+A
 フォルダを削除 削除 
アップロードをキャンセル ESC
 ヘルプ F1
 終了（トレーを閉じる） Alt+F4
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トラブルシューティング
FTPの問題  FTPサーバーにアップロードできない：
● フォルダプロパティーのダイアログでFTP設定をテストするボタンをクリックしま

す。
● ディレクトリを含むサーバー情報を全て確認します。
● サーバーがパッシブFTPを使っているか確認します。
詳しくはこちらのページをご覧ください： 
http://www.nch.com.au/kb/jp/10047.html 。FTP接続に関する問題のトラブルシ
ューティングをご覧いただけます。 
自動スキャンに関する問題 
Flingはファイルの変更時間とアーカイブフラグを使いアップロードの是非を決定しま
す。プログラムまたはコピーに変更やアーカイブのフラグが設定されていない場合に
問題が発生しがちです。問題が発生した場合は、ファイルを右クリックしFlingの「ア
ップロード」を選択します。

8

http://www.nch.com.au/kb/jp/10047.html 


コマンドラインを使ってFlingにリンクする
Flingはコマンドラインを使って制御することが可能です。他のプログラムやツールを
使って自動的にアップロードや転送を行いたい場合に便利な機能です。（例：Windo
wsスケジューラーなど）。 
Exeファイルはc:\Program Files\NCH 
Software\Flingに保存されています。以下の例で「fling.exe」と言う場合は常に、c:\
Program Files\NCH 
Software\Fling\fling.exeのことを指します。64ビットのWindows 
7をお使いの場合、exeファイルはc:\Program Files (x86)\NCH 
Software\Fling\fling.exeに保存されています。 
-scan [フォルダ名] 
この名前のフォルダをスキャンします。
例（MyFolderをスキャンする場合）：fling.exe - scanMyFolder 
-scanall 
全てのフォルダをアップデートします。
例：fling.exe - scanall 
-upload [フォルダ内のファイルのフルパス] 
指定したファイルをFlingがアップロードします（Flingフォルダ内にファイルが存在
している必要あり）。
例：fling.exe -upload "C:\MyFlingFolders\Folder1\file.html" 
-delete [フォルダ内のファイルのフルパス] 
指定したファイルをFlingが削除します（Flingフォルダ内にファイルが存在している
必要あり）。
例： fling.exe -delete "C:\MyFlingFolders\Folder1\file.html" 
-download [フォルダ内のファイルのフルパス] 
指定したファイルをFlingがダウンロードします（Flingフォルダ内にファイルが存在
している必要あり）。
例：fling.exe -download "C:\MyFlingFolders\Folder1\file.html" 
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ソフトウェアライセンス規約
弊社はユーザーの皆様のお役に立つソフトウェアの提供を目的と致しております。弊
社製品は利用規約に同意いただくことでお使いいただけます。
この利用規約は当社の責任を制限し仲裁合意および裁判管轄合意に準拠します。以下
の条項をお読みいただきお客様の権利についてご理解ください。本規約は全て英文を
正本としますので予めご了承ください。
1. 
このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作品の
著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権者に帰属
します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこのソフトウ
ェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストールされるソフト
ウェア（ショートカットやスタートメニューフォルダを含む）のインストールは以下
の規約に則りライセンスされます。こうした著作権はユーザーが作成した作品には適
用されません。
2. 
このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユーザ
ー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わってこの規約に同意します。規約
に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布およびインストールを行
うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日以内に商品をご購入いただい
た場所にご返品ください。
3. 
このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材は全
て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または黙示を
問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウェアを使
用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユーザーが負
うものとします。
4. NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品の
ご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかねます
。
5. 
このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命にかか
わる場合はこのソフトウェアを使用しないでください。コンピュータを定期的にバッ
クアップしない場合、またはコンピュータにウィルス対策ソフトやファイアウォール
がインストールされていない場合、重要なデータが暗号化されずにコンピュータに保
存されている場合はこのソフトウェアを使用しないでください。こうした方法での使
用によるいかなるクレームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必
要があります。
6. 
何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布する
ことはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況において
も弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコードの使用
が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品の全額をお
支払いいただきます。
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7. 
ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された使用統計デー
タの使用は当社のプライバシー規約に従って行われます。
8. 準拠法と管轄ユーザーがアメリカ合衆国居住者である場合はアメリカ法人のNCH 
Software, 
Inc.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、この利用契約はコロラド
州の法律を準拠法とし、同州の裁判所を管轄とします。ユーザーがアメリカ合衆国居
住者以外である場合はオーストラリア法人のNCH Software Pty 
Ltd.が当事者となり、この規約に関して紛争が生じた場合、オーストラリア首都特別
区の法律を準拠法とし、同区の裁判所を管轄とします。上記で定められた裁判所は、
当事者間の紛争に関し、いかなる性質の紛争であっても、継続的かつ専属的な管轄権
を有します。
9. 
アメリカ合衆国居住者のみ：仲裁合意およびクラスアクション（集団訴訟）の権利放
棄：ユーザーがアメリカ合衆国に居住する場合、当事者間の全てのクレームおよび紛
争は英語版の規約（以下のページよりご覧ください：
https://www.nch.com.au/general/legal.html）を基に仲裁を行うものとします。こ
の規約をお読みいただきご理解ください。お客様の権利について書かれています。こ
の規約ではユーザーおよびNCHソフトウェアのいずれも、個人の権利能力のみでの提
訴が可能であり、原告やクラスメンバーなどいかなるクラスアクションや集団訴訟な
どによる提訴もできないものとしています。
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各画面について - アップロード待ちアイテム
現在待機中のアップロードの一覧です。
ファイルのアップロードがリクエストされるとアップロードが終了するまでの間ファ
イル名が一覧に表示されます。
待機中アップロードの削除／キャンセル 
待機中アップロードの一覧でファイルを選択し 「選択した項目を削除する」 ボタン
を押すと選択したファイルが待機中の一覧から削除されます。
待機中アップロード一覧からファイルを削除すると、ファイルのFTPサーバーへの送
信が停止します。
一覧は表示中に内容の更新が行われませんので、ファイルが一覧に表示されていても
実際は既にFTPサーバーへ転送が終了していると言う可能性もありますのでご注意く
ださい。既に転送済みのファイルのアップロードをキャンセルした場合はキャンセル
自体が無効となります。

12



各画面について - Flingのハウスキーピング
このダイアログはローカルとリモートのフォルダ間の差分を確認し、変更点をクリー
ンアップするために使われます。「ハウスキーピング」機能はフォルダメニューから
選択します。 
アップロード
・ アップロードボタンを使い選択したファイルをリモートフォルダに転送します。
ダウンロード
・ ダウンロードボタンを使い選択したファイルをリモートフォルダから転送します。
削除
・ 削除ボタンを使い選択したファイル／フォルダを保存場所から削除します。
閉じる
ハウスキーピング画面を閉じます。
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各画面について - オプション ~ 一般
サービス
ファイル転送エンジンはバックグラウンドサービスとして実行されます。デフォルト
では 
ローカルシステムアカウントとして実行されます。ネットワークフォルダにアクセス
する場合は 別のアカウントに変更する必要がある場合があります。 
起動時実行モード
システム起動時にFlingを自動的に実行する 
このオプションを選択すると、ユーザーがコンピュータにログインした際にFlingが自
動的に起動します。 
実行モードの選択 
Flingを自動的に実行するオプションが選択されている場合、 
Flingの起動をログイン前と後のどちらとするか、どのユーザーがログインした際に起
動するか、またFlingのアイコンをシステムトレイに表示するかしないかについてプル
ダウンメニューから選択することができます。 
FTP オプション
旧式のサーバーの場合ファイル名にスペースや大文字を使えない場合があります。こ
うした場合に備え、Flingはファイル名のスペースをアンダースコア（_）に変更、ま
た大文字を全て小文字に変更するよう初期設定されています。比較的新しいFTPシス
テムをお使いで、こうした変更が必要ない場合はオプションをオフにすることができ
ます。こうすることでスペースや大文字が変更されなくなります。 
● FTP接続に失敗した場合は再接続を試みる

このオプションにチェックを入れると、接続時に問題が発生した場合にFTP作業が
自動的に再試行されます。再接続を試みる回数はデフォルトでは5回に設定されて
いますが、回数を変更することができます。

● FTPの作業に失敗した場合、ファイルまたはフォルダ名のスペースを下線（_ 
）に変更する。
このオプションにチェックを入れるとファイルおよびフォルダ名にスペースが使わ
れている場合、全てアンダースコア（下線）に変更されます。スペースが入ったフ
ァイル名に対応していないFTPサーバーをお使いの場合、こうした作業が必要にな
ります。Flingはまずオリジナルのファイル/フォルダ名の使用を試み、それに失敗
した場合はアンダースコアに変更し再試行します。

● FTPの作業に失敗した場合、ファイルまたはフォルダ名を全て小文字に変更する。
このオプションにチェックを入れるとファイルおよびフォルダ名が全て小文字に変
更されます。大文字を使ったファイル名に対応していないFTPサーバーをお使いの
場合、こうした作業が必要になります。Flingはまずオリジナルのファイル/フォル
ダ名の使用を試み、それに失敗した場合は大文字に変更し再試行します。

● 全てのアップロードを確認
アップロード完了後に元のファイルと全く同じかどうか比較します。

タスクバー通知
● エラーが発生した場合タスクバーに吹き出し状で表示する

エラーが発生した場合タスクバーのFlingアイコン上に吹き出し状でエラーメッセ
ージを表示します。

● アップロード完了のメッセージを吹き出し状に表示
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アップロードが完了した際タスクバーのFlingアイコン上に吹き出し状でエラーメ
ッセージを表示します。

● 右クリックでフォルダを削除した後確認する
このオプションにチェックを入れると、右クリックのショートカットを使ってフォ
ルダの削除を行う際に、削除を行う旨を確認するメッセージが表示されます。
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各画面について - オプション ~ アカウント
フォルダのグローバルエクスクルード
● マスクに応じてフォルダを除外する

この領域の使い方はアカウントのフォルダの除外と同様ですが、ここでは全てのフ
ォルダに影響します。

● 包含/除外の履歴を少なくする
このオプションにチェックを入れるとファイルのアップロードが包括/除外されて
いる際は履歴が記録されません。

ダブルクリック作業
Flingメイン画面のフォルダ一覧でダブルクリックをした際に行われる作業は以下のと
おり指定することができます： 
● フォルダを開く

ローカルフォルダの中身を表示する場合はこのオプションを選択。 
● フォルダをスキャンする

変更点を検索しローカルフォルダにアップロードする場合はこのオプションを選択
。 

● フォルダのプロパティーを表示する
フォルダのプロパティーを表示する場合はこのオプションを選択。 
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各画面について - フォルダのアップロード ~ 
フォルダ
ツールバーの「プロパティー」アイコンをクリックすると、選択したフォルダのフォ
ルダ転送プロパティがこのダイアログに表示されます。必要に応じてここからフォル
ダ転送に変更を加えることができます。
Flingフォルダウィザードの転送オプションで「その他（詳細設定へ進む）」を選択し
た場合、このダイアログで新しいフォルダ転送の設定を行います。
リモートフォルダ（このフォルダにファイルを転送する）
FTPを使ってリモートWebサーバーに転送
FTPでファイルの転送を行う場合はこのオプションを選択します。FTPの各種設定情
報はFTP管理者から入手いただけます。
FTPサーバーはパッシブモードでの接続を受け入れるよう設定されている必要があり
ます。
リモートのネットワークフォルダに転送する
フォルダにファイルの転送を行う場合はこのオプションを選択。リモートフォルダへ
のパスをここに入力します（または選択ボタンをクリック）。
リモートフォルダがネットワーク上にある場合、オプションの一般タブから「サービ
スアカウントを変更」へ行き、ネットワークのログイン情報を入力する必要がありま
す>。詳しくはサービス設定をご参照ください。
ローカルの基本フォルダ（このフォルダから転送を行う）
これが基本となるフォルダです。ファイルは全てこのフォルダから転送され、またこ
のフォルダからミラー化されます。通常このフォルダはお使いのローカルコンピュー
タ上にありますが、ネットワーク上にある場合もあります。ネットワークフォルダを
使う場合はサービスログオンが必要になる場合があります。
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各画面について - フォルダのアップロード ~ 
スキャンとアップデートモード
スキャンとアップデートモード
フォルダの転送をいつどのように行うかにつき、このダイアログで選択します（フォ
ルダのプロパティーダイアログの2番目のタブにあります）。ここではFlingフォルダ
ウィザードよりも更に詳しいアップロード設定を行うことができます。 
注意： 自動ファイルアップデートモードは全て、ファイルの更新日とアーカイブ属性
を元に行われます。古いファイルをコピーした場合は手動でアップロードを行う必要
がある場合があります（右クリック-> Fling -> 「アップロード」)。 
手動（ファイルを右クリックしFling->アップロードを選択）
このオプションを選択すると、Windowsエクスプローラでファイルを右クリックし、
「Fling」から「アップロード」を選ぶことでファイルをアップロードすることができ
ます。
自動（変更が検出された場合は常にアップデート）
このオプションを選択すると、Flingはフォルダ内の変更の自動検出を行い、変更があ
ったファイルを自動的にアップロードします。
変更されたフォルダを検索
変更されたファイルをアップロードするよう選択した場合、サイトを選択し「検索」
ボタンをクリックしてください。Flingがフォルダ内からアップロードが必要な変更フ
ァイルを検索します。 
以下の フォルダのスキャンオプションをご覧ください。 
リモートファイルの削除を許可しない
ここにチェックが入っている場合、リモートファイルおよびフォルダを削除すること
はできません。
アップロード後ローカルファイルを削除
ここにチェックを入れるとファイルのアップロードまたは転送後にオリジナルのファ
イルが削除されます。このオプションのご使用はお勧めしません。アップロード後、
空のサブフォルダを削除する
ここにチェックを入れるとファイルのアップロードまたは転送後にサブフォルダが空
になった場合、サブフォルダ自体も削除されます。
マスクに応じてファイルを除外する：
ここにチェックを入れると、マスクがマッチするファイルのアップロードを行いませ
ん。

除外するファイル
ここで指定したファイルを除外し、Flingはアップロードが可能なファイルのパタ
ーンを確認します。
　　　　　各ファイルパターンはセミコロン（；）で区切ってください。
　　　　　例えば、*.exe;*.bak;old*.*
　　　　　というパターンの場合、「*.exe」や「*.bat」、「old*.*」にマッチする
ファイルの転送が行われません。
拡張子の無いファイルは許可しない
　　　　　チェックが入っている場合、Flingは拡張子の無いファイルをアップロ
ードしません。
マスクに応じてフォルダを除外する：

チェックが入っている場合、Flingはマスクにマッチするファイルを転送しません。 
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Flingをソースコントロールされたディレクトリ上で使用しており、 
例えば.svnフォルダなどをアップロードしたくない場合にこうしたオプションが役立
ちます。 これはまた、 
アップロードしたくない「一時フォルダ」がFlingフォルダのサブディレクトリにある
場合に便利です。
　　　　　例えば、.svn;C:\MyFolder\temp
というパターンの場合、全てのサブディレクトリ内の全ての「.svn」ファイル、また
は 「C:\MyFolder\temp」内の全てのファイルがアップロードされません。
特定のマスクのみ含める：
ここにチェックを入れると、マスクがマッチするファイルのみがアップロードされま
す。

包含するファイル
ここで指定したファイルを包含し、Flingはアップロードされるべきファイルのパ
ターンを確認します。
　　　　　各ファイルパターンはセミコロン（；）で区切ってください。
　　　　　例えば、*.doc;*.xls;file*.*
とした場合、「*.doc」、「*.xls」または「*.*」ファイルのみを転送します。
フォルダのスキャンオプション

フォルダ内検索オプションは変更されたフォルダを検索 
が「スキャンとアップデートモード」に指定されている場合に適用されます。
フォルダのオンデマンドスキャン
これが選択されている場合、特定のフォルダを選択し「スキャン」をクリックすると
、このフォルダ内のファイルのみがアップロードされます。Windowsエクスプローラ
でファイルを右クリックし「Fling」から「アップロード」を選択することで、個別に
アップデートを行うことも可能です。
事前設定された間隔でスキャンする
このオプションが選択されている場合、Flingは指定した間隔で定期的にフォルダをス
キャンして変更箇所を検索し、ファイルの変更や追加が検出された際は転送作業を行
います。

チェックを行う間隔（分）：
「スキャン」モードが選択されている場合、スキャンを行う間隔を分単位で指定し
てください。 

同期オプション
同期オプションは変更されたフォルダを検索 
が「スキャンとアップデートモード」に指定されている場合に適用されます。
アップロードのみ
このオプションが選択されている場合、FlingはFTPサイトへの自動アップロードのみ
を行います。
ダウンロードのみ
このオプションが選択されている場合、FlingはFTPサイトからの自動ダウンロードの
みを行います。
ダウンロードのスキャンはリモートフォルダ／FTPサイトのファイルの更新時間を確
認する形で行われます。 
同期
これが選択されている場合、Flingはフォルダの同期を行うためにファイルのアップロ
ードとダウンロードを行います。

19



このオプションを使う際は間違いが無いよう十分ご注意ください。同じファイルがロ
ーカルとリモートの両方のフォルダ内で変更されている場合、Flingは優先ファイルで
もう一方のファイルを上書きします。 

同期（リモート優先）
これが選択されていると、Flingはリモート上のファイルを優先し、ローカル上の
ファイルを上書きします。
同期（ローカル優先）
これが選択されていると、Flingはローカル上のファイルを優先し、リモート上の
ファイルを上書きします。 
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各画面について - Flingフォルダウィザード ~ 
フォルダの種類を選択する
これがFlingフォルダウィザードの最初のステップです。ウィザードは「新規」をメイ
ン画面のツールバーからクリックすると表示されます。Flingを使用する目的を選択し
ます。
FTPを使ってWebサイト上でファイルをアップロードおよび管理する。
このオプションを使うと、ご自身のWebサイトに必要なファイルのアップロードを管
理を行うことができます。Webサイトフォルダのコピーをお使いのコンピュータに保
存し、Webサイトに変更を加えた際はFlingが変更アイテムをここにアップロードし
ます。
ハードドライブ間でファイルをバックアップする。
このオプションを使うと、必要なフォルダをお使いのコンピュータ上のフォルダにバ
ックアップすることができます。
ネットワーク上でファイルをバックアップする。
このオプションを使うと、必要なフォルダをローカルネットワークのコンピュータ上
のフォルダにバックアップすることができます。
FTPを使ってインターネット上でファイルをバックアップする。
このオプションを使うと、必要なフォルダをFTPサーバーアカウント上のフォルダに
バックアップすることができます。
USBドライブへのファイルの定期的なコピーを自動化する。
このオプションを使うと、USBドライブなどの外付けドライブとフォルダの同期を行
います。
その他の転送オプション（詳細設定へ移動）。
Flingの使い道を手動で選択することができます。
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各画面について - Flingフォルダウィザード ~ 
サービスエンジン情報を設定する
ウィザードのこのステップでは、ファイルのコピー中にバックグラウンドサービスが
スムーズに実行されるよう、ユーザー名とパスワードの入力をします。 詳しくは
サービス設定のヘルプ文書でバックグラウンドサービスにつきご確認ください。
ユーザー名：
ネットワークにファイルをアップロードする際に使うアカウントのユーザー名です。
パスワード：
このアカウント用のパスワードです。
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各画面について - Flingフォルダウィザード ~ 
ローカルフォルダを選択する
このステップでは、アップロードやバックアップ、またコピー元となるローカルフォ
ルダの情報を入力します。
フォルダ：
フォルダのパスを入力するか、ブラウザの参照ボタンをクリックしてフォルダの場所
を指定します。
既存のファイルは全て転送済みとしてマークする
このフォルダ内の全ての既存のファイルを転送したくない場合はこのオプションにチ
ェックを入れます。
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各画面について - Flingフォルダウィザード ~ 
リモートフォルダを選択する
このステップでは、アップロードやバックアップ、またコピー先となるローカルフォ
ルダの情報を入力します。
フォルダ：
フォルダのパスを入力するか、ブラウザの参照ボタンをクリックしてフォルダの場所
を指定します。
既存のファイルは全て転送済みとしてマークする
このフォルダ内の全ての既存のファイルを転送したくない場合はこのオプションにチ
ェックを入れます。
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各画面について - Flingフォルダウィザード ~ 
FTPサーバーアカウント設定をセットアップする
このウィザード画面は、Webサイトのファイル管理またはFTPを使ったファイルのバ
ックアップおよびアップロードを選択した後で表示されます。この画面で入力が必要
な情報が不明な場合は、サーバーの管理者にお問合せください。
詳細：
FTPサーバーの簡単な説明を入力します（例：Main FTP server）。
FTP サーバー:
FTPのサーバーアドレスを入力します（例：ftp.myftphost.com、または123.120.11.
2）
ポート：
ポート番号を入力。21がFTPのデフォルトです。
ユーザー名：
FTPのユーザー名を入力します。ユーザー名を指定せずログインを行う場合は「Anon
ymous」をユーザー名としてログインしてみてください。
パスワード：
FTPのユーザー用パスワードを入力します。ユーザー名を指定せずAnonymousでロ
グインをする際は、電子メールアドレスをパスワードとして入力します。
ディレクトリ:
ファイルのアップロード先となるFTPフォルダを入力します（例：/var/www/html）
FTP設定をテストする
最後にFTP設定をテストするボタンを押して、入力した設定を使いFlingがFTPアカウ
ントに接続できることを確認します。
セキュリティで保護されたFTP：  
FTPSサーバーをお使いの場合、必ずここにチェックを入れてください。
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各画面について - Flingフォルダウィザード ~ 
スキャンとアップデートモード
このステップではフォルダのアップデートに関する設定を行います。
手動（フォルダ内のファイルを右クリックし「Fling」->「アップロード」を選択する
）
「手動」オプションを選択するとフォルダのアップデートは右クリックのショートカ
ットメニューで以下を選択した際にのみ行われます： 
「Fling」－「ダウンロード」、「Fling」－「アップロード」、または「Fling」－「
削除」。こうしたショートカットは、作業を行うファイルを右クリックすることで表
示されます。ショートカットメニューからまず「Fling」を選び、そこから更にアップ
ロードやダウンロード、削除などの作業を選択します。
自動（変更が検出された際にファイルを転送する）
「自動」オプションを選択すると、ローカルフォルダ内に何らかの変更があり次第、
変更が行われたファイルがリモートフォルダに転送されます。
事前設定された間隔で変更をスキャン
「スキャン」オプションが選択されている場合、Flingは指定した間隔で定期的にフォ
ルダをスキャンして変更箇所を検索し、ファイルの変更や追加が検出された際は転送
作業を行います。チェックを行う間隔（分）：
「スキャン」モードが選択されている場合、スキャンを行う間隔を分単位で指定して
ください。
フォルダのオンデマンドスキャン（「スキャン」をクリックして全ての新規変更アイ
テムを転送する）
「オンデマンドスキャン」オプションが選択されている場合、ツールバーの「スキャ
ン」アイコンをクリックすることで選択したフォルダ内の変更を検索します。
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各画面について - Flingフォルダウィザード ~ 
新規フォルダの概要
ウィザードの最終ステップでは新規Flingフォルダの情報が表示されます。情報が間違
って入力されている場合は「戻る」ボタンを使い該当する項目の入力ページへ移動し
訂正を行ってください。 
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