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I 動作環境 

(a) オペレーティングシステム 

最新の Windows Update が適用された下記のオペレーティングシステム (以下、OS) 

Windows8.1 

Windows10 

 

 

AirTriQ ドリームキャビネットは、本ガイドの発刊現在で上記 OS の最新版における動作を確

認しております。それ以前にアップデートされたOS、もしくはアップデートが未適用のOSにつ

きましては、最新版にアップデートされることを推奨します。 
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II ネットワークドライブの概要 

(a) ネットワークドライブとは？ 

AirTriQはWebDAV（RFC4918）という HTTP拡張プロトコルを使用しており、マイクロソフト・

ウインドウズ・エクスプローラ上でネットワークドライブに割り当ててウインドウズ・エクスプローラ

とほぼ同様の使用感でご利用いただくことも可能です。 

 

AirTriQ ドリームキャビネットにアクセスするには、あらかじめお客様の AirTriQ ドリームキャビ

ネット上にユーザーが登録されている必要があります。管理ツールを利用してユーザー登録

をあらかじめ行ってください。なお、管理ツールの詳しい操作方法については、「AirTriQ ドリ

ームキャビネット利用ガイド（管理ツール編）」をご覧ください。 

 

ネットワークドライブはWebDAV とマイクロソフト・ウインドウズ・エクスプローラを利用してＡｉｒＴ

ｒｉＱドリームキャビネット上のファイルのアップロード、ダウンロード、フォルダー作成、ファイル

削除、ファイルコピーなどの操作をウインドウズ・エクスプローラとほぼ同様の使用感で利用い

ただける方法です。ソフトウェアのバージョンによって機能が制限される場合がございます。全

ての機能をご利用いただきたい場合は、AirTriQ ドリームキャビネットサービスが提供する「Ｗ

ｅｂクライアント」をご利用ください。 

 

ネットワークドライブの設定方法はオペレーティングシステムにより設定方法が異なります。お

使いのオペレーティングシステムをご確認の上、次章以降に記載された手順に沿って設定を

行ってください。 
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III ネットワークドライブの設定手順 

(a) 設定時に必要なインターネットアドレス 

ユーザーグループにより、設定可能なトップフォルダーのアドレスが異なります。 

ユーザーグループ トップフォルダーのアドレス 

管理者ユーザー 

一般ユーザー 

https://サーバ名/顧客 ID/ 

 

契約時に弊社からご連絡しました「ネットワークドライブ用の 

アドレス」がトップフォルダーのアドレスになります。 

 

コラボレーションユーザー https://サーバ名/顧客 ID/Collaboration/ユーザー名/ 

 

コラボレーションユーザーは自身のユーザーフォルダーが 

トップフォルダーのアドレスになります。 

 

トップフォルダー配下のサブフォルダーのアドレスで設定することも可能です。 
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(b) Windows 8.1の場合 

① 設定前の事前確認を行う。 

[スタートメニュー]から[コントロールパネル]→[管理ツール]→[サービス]を選択して、

「WebClientサービス」が開始されていることを確認します。 

開始されていない場合、スタートアップの種類で[自動]を選択して、[OK] ボタンをクリックして

ください。 

 

 

② ネットワークドライブの割り当てを行う。 

[スタートメニュー]から[コンピューター]を選択します。 
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③ 上部メニューの[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 

 

 

④ [ネットワークドライブの割り当て]ダイアログが表示されますので、適当なドライブを選択して、

フォルダーには、AirTriQ ドリームキャビネットご契約時に弊社からご連絡しましたお客様用

URLを入力して、[完了]ボタンをクリックします。 

お客様用 URL は、https://サーバ名/顧客 ID/ のような形式です。ユーザーグループにより、

指定するＵＲＬが異なります。当ガイドのＰ５について必ずご確認ください。 

 

 

https://サーバ名/顧客ID/
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⑤ AirTriQ ドリームキャビネットに接続すると下記のとおり[Windowsセキュリティ]ダイアログが表

示されますので、ユーザーID、パスワードをそれぞれ入力して、[OK] ボタンをクリックしてくだ

さい。 

ユーザーID登録については、「AirTriQ ドリームキャビネット利用ガイド（管理ツール編）」をご

覧ください。 

 

認証に失敗した場合には、上記の画面が再表示されます。 

その場合は、ユーザーID、パスワードをご確認ください。 

 

⑥ 設定終了後は、[コンピューター]の[ネットワークの場所]に作成されたアイコンをダブルクリック

して AirTriQ ドリームキャビネットにアクセスします。 
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(c) Windows 10の場合 

① 設定前の事前確認を行う。 

[スタートメニュー]の右クリックから[コントロールパネル]→[管理ツール]→[サービス]を 

選択して、「WebClientサービス」が開始されていることを確認します。 

開始されていない場合、スタートアップの種類で[自動]を選択して、[OK] ボタンをクリックして

ください。 

 

 

② ネットワークドライブの割り当てを行う。 

[スタートメニュー]から[エクスプローラー] →[PC]を選択します。 
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③ 上部メニューの[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 

 

 

④ [ネットワークドライブの割り当て]ダイアログが表示されますので、適当なドライブを選択して、

フォルダーには、AirTriQ ドリームキャビネットご契約時に弊社からご連絡しましたお客様用

URLを入力して、[完了]ボタンをクリックします。 

お客様用 URL は、https://サーバ名/顧客 ID/ のような形式です。ユーザーグループにより、

指定する URLが異なります。当ガイドの P5について必ずご確認ください。 

 

 

https://サーバ名/顧客ID/
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⑤ AirTriQ ドリームキャビネットに接続すると下記のとおり[Windowsセキュリティ]ダイアログが表

示されますので、ユーザーID、パスワードをそれぞれ入力して、[OK] ボタンをクリックしてくだ

さい。 

ユーザーID登録については、「AirTriQ ドリームキャビネット利用ガイド（管理ツール編）」をご

覧ください。 

 

認証に失敗した場合には、上記の画面が再表示されます。 

その場合は、ユーザーID、パスワードをご確認ください。 

 

⑥ 設定終了後は、[PC]の[ネットワークの場所]に作成されたアイコンをダブルクリックして

AirTriQ ドリームキャビネットにアクセスします。 
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IV ネットワークドライブの使用方法 

 

この章ではネットワークドライブのご利用方法について説明します。 

 

(a) ネットワークドライブへの接続方法 

[デスクトップ]の[マイネットワーク]をダブルクリックします。前章で作成しましたネットワークプレ

ース(下図では [Example.com] フォルダー)が表示されますので、ダブルクリックします。 

 

 

管理者から提供されたユーザーID とパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

ダブルクリック 
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(b) フォルダーの操作について 

1 フォルダーの作成 

AirTriQ ドリームキャビネットに接続すると、次のような画面が表示されます。 

 

 

AirTriQ ドリームキャビネットの初期設定時には上図のように 7つのフォルダーがあります。こ

の 7つのフォルダーと同じ階層には他のフォルダーやファイルを作成したり、移動したりするこ

とは出来ません。また管理者であってもこの 7つのフォルダーを削除することはできません。 

 

それでは「Share」フォルダーをダブルクリックして、「Share」フォルダーの中を見てみましょう。 

 

 

初期状態では「Share」フォルダー内には何もありません。「Share」フォルダー内には一般ユー

ザーや管理者がフォルダーの作成、保存、移動、削除を行うことが可能です。まず、フォルダ

ーを作成してみます。 
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[ファイル]メニューの[新規作成]から[フォルダー]を選択します。 

 

 

新しいフォルダーが作成されました。 

では、名前を変更します。フォルダーのアイコンを右クリックして表示されるメニューの[名前の

変更] を選択し、「利用ガイド」と入力してみます。 

 

 

「利用ガイド」フォルダーが出来上がりました。 
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AirTriQ ドリームキャビネットでは、このように自分の PC のハードディスクにフォルダーを作

成するのと同じ方法でフォルダーを作成することができます。 

 

 

なお、ユーザーの種類 (一般ユーザー、管理者、コラボレーションユーザー) によってフォル

ダーを作成できる場所が異なります。詳しい内容については、「AirTriQ ドリームキャビネット

利用ガイド（はじめに）」をご覧ください。 
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2 フォルダーの削除 

ここではフォルダーの削除方法を説明します。前項で作成した「利用ガイド」フォルダーを削

除してみましょう。「利用ガイド」フォルダーを右クリックし、[削除]を選択します。このとき、フォ

ルダーを選択してキーボードの[Delete]キーを押しても同じです。 

 

 

[削除の確認]ダイアログが表示されますので、フォルダーを削除して問題のないことを確認し

て[はい]ボタンをクリックします。 

 

 

★注意★ 

削除するフォルダー内のサブフォルダーやファイルはすべて削除されてしまいますのでご注

意ください。一度削除されたファイルは修復することはできません。 
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3 フォルダー名の変更 

フォルダー名を変更する場合、フォルダー名を右クリックして[名前の変更]を選択して、フォル

ダー名を変更してください。 

 

 

★注意★ 

フォルダー内に格納されているファイル容量や使用されている回線の状況により、フォルダー

名の変更に時間がかかる場合があります。 
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(c) ファイルの操作について 

1 ファイルのアップロード 

AirTriQ ドリームキャビネットへのファイルのアップロードは、ファイルのコピーによって行いま

す。 

 

以下の例では、[My Documents] 内にある Microsoft Word で作成したファイル「テスト用フ

ァイル」をコピーします。まず、[My Documents] 内のファイルを右クリックし、[コピー]を選択し

ます(ショートカットキー[Ctrl]+[c]でも可能です)。 

 

 

続いて、AirTriQドリームキャビネットの「Share」フォルダー内の「利用ガイドＡ」フォルダーを開

いて、右クリックして、[貼り付け]を選択します (ショートカットキー[Ctrl]+[v]でも可能です)。 
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ファイルをアップロード(=コピー)中は下記のダイアログが表示されます。 

 

 

「利用ガイドＡ」フォルダーに「テスト用ファイル」がコピーされました。 
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2 ファイルのダウンロード 

AirTriQ ドリームキャビネットからのファイルのダウンロードは、前項の「ファイルのアップロー

ド」同様、ファイルのコピーによって行います1。 

 

まず、AirTriQ ドリームキャビネット上のファイルを右クリックして、[コピー]を選択します (ショ

ートカットキー[Ctrl]+[c]でも可能)。下記例では「Share」フォルダーの「利用ガイドＡ」フォルダ

ー内の「テスト用ファイル」をコピーします。 

 

 

次にエクスプローラでコピー先のフォルダーを指定します。下記例ではローカルディスクの

「My Documents」にコピーします。「My Documents」フォルダーで右クリックし、[貼り付け]を選

択します。 

 

 

 
1 Microsoft Word, Excel, PowerPoint の場合、直接ファイルをダブルクリックすることで「開く」ことができます。一度

開いたファイルをユーザー自身の PCに「名前を付けて保存」することでファイルのダウンロードを行ったことになりま

す。 
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ダウンロード(=コピー)が開始されて、以下のダイアログが表示されます。 

 

 

ダウンロード(=コピー)が終了しました。 

 

 

AirTriQ ドリームキャビネットではメニューの[コピー]+[貼り付け]以外にも、通常のドラッグ＆ド

ロップによるコピーが可能です。 

 

AirTriQ ドリームキャビネット利用時のファイルのコピーについてまとめると、次の三種類があり

ます。 

① 目的のファイルを指定して、右クリックの[コピー] (またはショートカットキー[Ctrl]+[c]) を実行

してから、[貼り付け](またはショートカットキー[Ctrl]+[v])する方法。 

② 目的のファイルをダブルクリックしてアプリケーションで開き、編集して上書き保存、もしくは名

前をつけて保存する方法。 

③ ドラッグ＆ドロップによる方法。 
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3 ファイルの削除 

AirTriQ ドリームキャビネット上のファイルを削除するには、ファイルを指定して[Delete]キーを

押すか、または右クリックしてメニューから[削除]を選びます。 

 

 

削除の確認ダイアログが表示されます。削除してよければ“はい”をクリックしてください。 

 

 

★注意★ 

AirTriQ ドリームキャビネット上のファイルは一度削除すると修復することができません。ローカ

ルディスクの「ゴミ箱」にも保存されませんので、かならず確認してから削除してください。 

 

削除している最中には下記ダイアログが表示されます。 
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4 ファイル名の変更 

AirTriQ ドリームキャビネット内のファイル名を変更するには、ファイルを指定して右クリックし、

メニューから[名前の変更]を選択します。 

 

 

古いファイル名が選択されるので新しいファイル名を入力します。この例では「テスト用ファイ

ル.doc」から「テスト用ファイルＡ.doc」へ名前を変更します。 

 

 

ファイル名を変更すると下記のダイアログが表示されます。 
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ファイル名が変更されました。 
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V お問い合わせ対応 

お問い合わせは登録された連絡担当者様からのみを受付致します。 

 

(a) ご契約に関するお問い合わせ 

項目 説明 

窓口 AirTriQ インフォメーションセンター 

受付時間 弊社営業日 9：00～17:00 

電子メール info@airtriq.jp 

 

(b) 技術的なお問い合わせ 

項目 説明 

窓口 AirTriQサポートセンター 

受付時間 弊社営業日 9：00～17:00 

電子メール support@airtriq.jp 

 

(c) 障害情報ＵＲＬ 

以下のホームページで障害情報を公開しています。 

http://www.airtriq.jp/mainte.html 
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VI 付録  

(a) 登録商標、商標、および表記について 

 

マイクロソフト ® Windows® 8.1 Operating System 日本語版 

マイクロソフト ® Windows® 10 Operating System 日本語版 

 

 

本ドキュメント中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、Windows8.1，

Windows10 と表記しています。 

また総称してWindows または OS と表記を省略することがあります。 

 

Microsoft、Windows は Microsoft Corporation の米国及び各国での登録商標または商標

です。また、そのほかすべての商標、登録商標は該当する各社が有しています。 

 


