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はじめにはじめにはじめにはじめに

「「「「ManagementManagementManagementManagement」」」」⇒⇒⇒⇒「「「「FileFileFileFile    StastionStastionStastionStastion」」」」のののの
「「「「FileFileFileFile    StationStationStationStation    2222をををを有効有効有効有効にするにするにするにする」」」」ににににチェックチェックチェックチェックがががが⼊⼊⼊⼊っているっているっているっている事事事事をををを確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。



共有共有共有共有フォルダフォルダフォルダフォルダのののの追加⽅法追加⽅法追加⽅法追加⽅法

Ⅱ、  

「Management」にある【共有フォルダ】
をクリック

新規共有新規共有新規共有新規共有フォルダフォルダフォルダフォルダのののの作成作成作成作成①

Ⅲ、  

「共有フォルダ」が表⺬されたら
【作成】をクリック

■「File Stastion」で共有するフォルダを新しく追加したい場合は下記を元に設定します。

共有できるフォルダを追加したい。

Ⅰ、  
【Management】をクリック



Ⅳ、  

「名前」の欄にフォルダ名を⼊⼒し【OK】を
クリック

Ⅴ、  

「ローカルグループのアクセス権限」が表⺬され
ます。「グループ」に共有フォルダの権限を設定
したい場合にのみ設定しましょう。

「グループ」を設定しなくても「File Stastion
」の中に作成したフォルダは使⽤できます。

設定後、「ユーザーに対する権限」を設定する為
、【ローカルエリア】を選択します。
※「グループの作成⽅法」は別紙参照して下さい。

Ⅶ、  
作成された「共有フォルダ」は「File Stastion」の中に
追加されます。

Ⅵ、  
「ローカルエリアのアクセス権限」の表⺬がされま

す。

作成した共有フォルダを、「ユーザー」ごとにアク

セスの権限を設定します。

「ユーザー」は必ず設定します。

設定しなければ「File Stastion」の中に作成したフ

ォルダは表⺬されません。

設定後、「OK」をクリック



共有共有共有共有フォルダフォルダフォルダフォルダのののの中中中中ににににサブフォルダサブフォルダサブフォルダサブフォルダをををを作成作成作成作成するするするする⽅法⽅法⽅法⽅法

■「File Stastion」の共有フォルダの中にフォルダを追加する場合は下記を元に設定します。

共有共有共有共有フォルダフォルダフォルダフォルダのののの中中中中ににににサブフォルダサブフォルダサブフォルダサブフォルダをををを作成作成作成作成①

Ⅰ、  
【File Station】をクリック

共有フォルダの中にフォルダを作成したい

Ⅱ、  
追加したい【共有フォルダ】をクリック



Ⅲ、  
「アクション」をクリックし、【フォルダの

作成】をクリック

フォルダ名を⼊⼒して【ＯＫ】をクリック

Ⅳ、  
共有フォルダの中にサブフォルダが追

加されます。
フォルダが作成されます。



ファイルファイルファイルファイルののののアップロードアップロードアップロードアップロード⽅法⽅法⽅法⽅法

「「「「FileFileFileFile    StastionStastionStastionStastion」」」」からからからからファイルファイルファイルファイルををををアップロードアップロードアップロードアップロード①

■「File Stastion」からファイルをアップロードする場合は下記を元に設定します。

指定したフォルダの中にファイルをアップロード

Ⅱ、  
ファイルをアップロードしたい【共有フォルダ】

をクリック

Ⅰ、  
【File Station】をクリック



Ⅲ、  
フォルダを選択して「アクション」をクリックし、【

アップロード】を選択

Ⅳ、  
【参照】をクリック

Ⅵ、  
選択されたファイルが表⺬されるので、

【アップロード】をクリック。

Ⅴ、 
PCからアップロードしたファイルを選択

して【開く】をクリック。



Ⅶ、  
アップロードが開始され100％になれば

作成したフォルダの中にアップロードし

たファイルが表⺬されます。

【閉じる】をクリックして完了。



新規新規新規新規グループグループグループグループ作成作成作成作成・メンバー・メンバー・メンバー・メンバーのののの追加⽅法追加⽅法追加⽅法追加⽅法

Ⅱ、  

「Management」にある【グループ】をクリッ

ク

新規新規新規新規グループグループグループグループのののの作成作成作成作成①

■「File Stastion」でユーザごとにグループ分けを⾏う場合は下記を元に設定します。
■「共有フォルダ」のアクセス権限の設定と合わせてグループを割り当てましょう。

Ⅰ、  
【Management】をクリック

Aユーザ

Bユーザ

Cユーザ

Dユーザ

ユーザごとにグループを作成したい

Aユーザ・Bユーザーは
「「「「グループグループグループグループ1111」」」」に。

Cユーザ・Dユーザーは
「「「「グループグループグループグループ4444」」」」に。



Ⅲ、  

「グループ」が表⺬されたら【作成】をクリック

Ⅳ、  

「グループ名」の欄にグループ名を⼊⼒し【OK】

をクリック

Ⅴ、  

「グループ名」が作成されました。

次にユーザーごとにグループを割り当てます。

グループグループグループグループごとにごとにごとにごとにユーザユーザユーザユーザのののの割割割割りりりり当当当当てててて②

Ⅰ、  

「グループ名」が表⺬されている状態で、【メンバ

の追加・削除】をクリック



Ⅱ、  

【追加】をクリック

Ⅲ、  

追加したい「ユーザ」選択し【OK】をクリック

※「ユーザ」は「Ctrl」を押しながら複数選択する事ができます。

※「Ctrl」を押しながら複数選択する事ができます。

Ⅲ、  

選択したグループに「ユーザ」が追加されたら【完

了】をクリック

Ⅳ、  

これでグループに選択したユーザが割り当てられま

す。

※この設定は、「ユーザ」の作成からでも設定を⾏う事ができ、設定

した内容はこの「グループ」にも反映します。



共有共有共有共有フォルダフォルダフォルダフォルダののののアクセスアクセスアクセスアクセス制限制限制限制限のののの⽅法⽅法⽅法⽅法（（（（ユーザユーザユーザユーザ））））

Ⅱ、  

「Management」にある【共有フォルダ】をク

リック

ユーザユーザユーザユーザごとのごとのごとのごとのアクセスアクセスアクセスアクセス制限制限制限制限①

■ユーザごとに共有フォルダのアクセス制限をする場合は下記を元に設定します。
■「File Stastion」の「共有フォルダ」にアクセス権限を設定する事ができます。

Ⅰ、  
【Management】をクリック

ユーザごとに共有フォルダのアクセス制限をしたい
。

Aユーザ

Aユーザは
「「「「読読読読みみみみ込込込込みみみみ・・・・書書書書きききき込込込込みみみみ」」」」可能可能可能可能に。

Cユーザは
「「「「読読読読みみみみ込込込込みみみみ・・・・書書書書きききき込込込込みみみみ」」」」をををを制限制限制限制限。。。。

Bユーザ



Ⅲ、  

「共有フォルダ」が表⺬されたらアクセス

制限を設定したいフォルダを選択し、【特

権のセットアップ】をクリック

Ⅳ、  

「ローカルグループ」欄のプルダウンを選

択し【ローカルエリア】を選択

Ⅵ、  

「共有フォルダ」が表⺬され設定完了です。

Ⅴ、  

「ローカルエリア」欄に、設定されている

ユーザ名が表⺬されているので、各ユーザ

ごとに「読み込み/書き込み」「読み込み専

⽤」「アクセスなし」の該当する権限にチ

ェックをいれます。

権限を設定後、【OK】をクリック



グループグループグループグループごとのごとのごとのごとのアクセスアクセスアクセスアクセス制限制限制限制限のののの⽅法⽅法⽅法⽅法

Ⅱ、  

「Management」にある【共有フォルダ】をク

リック

グループグループグループグループごとのごとのごとのごとのアクセスアクセスアクセスアクセス制限制限制限制限①

■グループごとに共有フォルダのアクセス制限をする場合は下記を元に設定します。
■「File Stastion」の「共有フォルダ」にアクセス権限を設定する事ができます。
■「グループ」の設定と合わせてグループごとに共有フォルダを割り当てましょう。

Ⅰ、  
【Management】をクリック

グループごとに共有フォルダの
アクセス制限をしたい。

Aユーザ

Bユーザ

Cユーザ

Dユーザ

Aユーザ・Bユーザーのグループ1は
「「「「読読読読みみみみ込込込込みみみみ・・・・書書書書きききき込込込込みみみみ」」」」可能可能可能可能に。

Cユーザ・Dユーザーのグループ2は
「「「「読読読読みみみみ込込込込みみみみ・・・・書書書書きききき込込込込みみみみ」」」」をををを制限制限制限制限。。。。

グループ2

グループ1



Ⅲ、  

「共有フォルダ」が表⺬されたらアクセス

制限を設定したいフォルダを選択し、【特

権のセットアップ】をクリック

Ⅳ、  

「ローカルグループ」欄に、設定されてい

るグループ名が表⺬されているので、各グ

ループごとに「読み込み/書き込み」「読み

込み専⽤」「アクセスなし」の該当する権

限にチェックをいれます。

権限を設定後、【OK】をクリック

Ⅴ、  

「共有フォルダ」が表⺬され設定完了です。



BrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBox内内内内ののののデータデータデータデータののののバックアップバックアップバックアップバックアップをををを⾏⾏⾏⾏うううう。。。。

BrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBox    サーバーサーバーサーバーサーバー機能管理機能管理機能管理機能管理へへへへログインログインログインログイン①

■「BrovalBox」内のデータ及び各種設定データを外部ハードディスク等にバックアップします。

Ⅰ、
http://brovalbox/bbm に接続
右側の【サーバー機能管理】をクリック

バックアップバックアップバックアップバックアップをををを開開開開きますきますきますきます。。。。②
Ⅰ、
【Management】をクリック

Ⅱ、
画⾯左にある【バックアップ】または、画⾯
右側の【バックアップ】をクリック

Ⅱ、
サーバー機能管理のログイン画⾯が表⺬され
ますので、システム管理者のIDにてログイン
します。



バックアップバックアップバックアップバックアップのののの設定設定設定設定をををを⾏⾏⾏⾏いますいますいますいます。。。。③
Ⅰ、
バックアップの設定画⾯が表⺬されますので
【作成】をクリック

Ⅱ、
バックアップウィザードが表⺬されますので
【次へ】をクリック

Ⅲ、
バックアップの設定に任意の名前を付け【次
へ】をクリック

※名前は必ず「ローマ字」で設定してください。⽇

本語名で設定しますとエラーの原因となります。

Ⅳ、
保存先タイプの選択画⾯が表⺬されます。【
ローカルバックアップ】にチェックを⼊れ【
次へ】をクリック

※ネットワークバックアップ（Synologyサーバ

ー）、ネットワークバックアップ（rsync互換サー

バー）は使⽤しません。

※



Ⅴ、
バックアップ先の選択画⾯が表⺬されます。
【バックアップ先】には【USBまたは
eSATAインタフェース経由で接続されてい
る外部記憶メディア】をプルダウンメニュー
から選択します。
【次へ】をクリック

※1 Brovalbox内のシステム共有フォルダも選択

可能ですが、ここでは外部のメディアを選択します

。
※2 増分バックアップを有効にすると、Disk 

Station は変更したファイルをすべてバックアップ

し、ソースから削除されたファイルはバックアップ

先では削除されません。

Ⅵ、
バックアップする共有フォルダを選択します
。
【brovalbox】【homes】以外のファイルを
選択し【次へ】をクリック

※仕様上【brovalbox】【homes】のデータは外

部記憶ディスクへのバックアップはできません。【

brovalbox】の表⺬は無い場合もございます。

※Mail Stationの「Maildir」データはhomes内に

ございますので、メールツールの各種データは外部

ディスクに保存することはできません。

Ⅶ、
【MySQLデータベース】にチェックを⼊れ
【次へ】をクリック

※MySQLパスワードは初期設定では空欄のままで

問題ありませんが、ユーザー様で何かパスワードを

設定されている場合はそのパスワードを⼊⼒して下

さい。

※Photo Station、ブログは、Brovalboxにはイ

ンストールされておりませんので選択することはで

きません。



Ⅷ、
バックアップをスケジューリングして⾃動で
⾏いたい場合は、【バックアップスケジュー
ルを有効にする】にチェックを⼊れ、⽇時を
指定します。
⼿動でバックアップを⾏う場合は、何も設定
せず【次へ】をクリック

Ⅸ、
設定の確認画⾯が表⺬されます。
すぐにバックアップを始めたい場合は、【ウ
ィザード終了直後にバックアップする。】に
チェックを⼊れ【次へ】をクリック。
特にバックアップを⾏わない場合はそのまま
【次へ】をクリック

Ⅹ、
バックアップ対象に【surveillance】フォル
ダが含まれている場合、右図のようなメッセ
ージが表⺬されます。
【OK】をクリック

※【surveillance】に格納されたデータにつきまし

ては、バックアップは⾏えますがリストア（復元）

はできませんのでご注意下さい。



ⅩⅠ、
以上で設定は完了です。
【完了】をクリック

ⅩⅡ、
設定した内容は、バックアップタスクに表⺬
されます。
すぐにバックアップを⾏う場合には、該当タ
スクを選択して【今すぐバックアップする】
をクリックします。



BrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBox内内内内ののののデータデータデータデータのののの復元復元復元復元をををを⾏⾏⾏⾏うううう。。。。

BrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBox    サーバーサーバーサーバーサーバー機能管理機能管理機能管理機能管理へへへへログインログインログインログイン①

■「BrovalBox」内のデータ及び各種設定データをバックアップ時の状態に復元します。

Ⅰ、
http://brovalbox/bbm に接続
右側の【サーバー機能管理】をクリック

バックアップバックアップバックアップバックアップをををを開開開開きますきますきますきます。。。。②
Ⅰ、
【Management】をクリック

Ⅱ、
画⾯左にある【バックアップ】または、画⾯
右側の【バックアップ】をクリック

Ⅱ、
サーバー機能管理のログイン画⾯が表⺬され
ますので、システム管理者のIDにてログイン
します。



バックアップバックアップバックアップバックアップ済済済済ののののデータデータデータデータにににに復元復元復元復元しますしますしますします。。。。③
Ⅰ、
バックアップの設定画⾯が表⺬されますので
【復元】をクリック

Ⅱ、
バックアップ復元ウィザードが表⺬されます
ので【次へ】をクリック

Ⅲ、
復元タイプの選択画⾯が表⺬されます。【ロ
ーカルディスクの復元】にチェックを⼊れ【
次へ】をクリック

※ネットワークバックアップ（Synologyサーバ

ー）、ネットワークバックアップ（rsync互換サー

バー）は使⽤しません。

Ⅳ、
データを復元するソース共有フォルダの選択
画⾯が表⺬されます。バックアップファイル
のあるフォルダを選択して【次へ】をクリッ
ク



Ⅴ、
復元する共有フォルダを選択し【次へ】をク
リック

※【surveillance】ファイルの復元は出来ませんの

で、選択画⾯に表⺬されません。

Ⅵ、
復元するアプリケーションを選択し【次へ】
をクリック

※「⽭盾した設定を上書きします」にチェックを⼊

れると、フォルダ構成以外の【ユーザーの特権】な

どの詳細情報についてもバックアップ時の設定に復

元されます。USBまたはeSATAインタフェース経

由で接続されている外部記憶メディアに関しての設

定は復元されません。

※「MySQL」パスワードに関しては特に⼊⼒する

必要はありません。

Ⅶ、
設定の確認画⾯が表⺬されますので【次へ】
をクリック

Ⅷ、
復元がスタートしますので【完了】をクリッ
ク



BrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxBrovalBoxののののユーザーユーザーユーザーユーザー設定設定設定設定ののののバックアップバックアップバックアップバックアップとととと復元復元復元復元。。。。

ユーザーユーザーユーザーユーザー設定設定設定設定ののののバックアップバックアップバックアップバックアップをををを⾏⾏⾏⾏いますいますいますいます。。。。①

■ユーザ、グループ、共有フォルダの各種設定を外部ハードディスクなどにバックアップします。
 またはバックアップしたそれらの設定を復元します。

Ⅰ、
http://brovalbox/bbm に接続
右側の【サーバー機能管理】をクリック

Ⅲ、
【Management】をクリック

Ⅳ、
画⾯左にある【設定のバックアップ】をクリ
ック

Ⅱ、
サーバー機能管理のログイン画⾯が表⺬され
ますので、システム管理者のIDにてログイン
します。



Ⅴ、
設定のバックアップの設定画⾯が表⺬されま
すので、【設定情報Backup】にチェックを
⼊れ【OK】をクリック

Ⅵ、
ファイルの保存先を設定します。【保存】を
クリック
次の画⾯で保存先を指定して【保存】をクリ
ック

Ⅶ、
ダウンロードの完了画⾯が表⺬されますので
、【閉じる】をクリック

以上でバックアップは完了です。
指定した保存先に【configbackup.dss】と
いうファイルが作成されているのをご確認下
さい。



①①①①ででででバックアップバックアップバックアップバックアップしたしたしたしたユーザーユーザーユーザーユーザー設定設定設定設定をををを復元復元復元復元しますしますしますします。。。。②
Ⅰ、
画⾯左にある【設定のバックアップ】をクリ
ック

Ⅱ、
【システム設定情報をリストア（復旧）しま
す】にチェックを⼊れ【参照】をクリック

※【⽭盾した設定を上書きします】にチェックを⼊

れると、各ユーザーやグループの構成だけでなく詳

細な設定情報なども復元いたします。

Ⅲ、
アップロードするファイルの選択画⾯が表⺬
されますので、バックアップしてある【
configbackup.dss】ファイルを指定し【開
く】をクリック

Ⅳ、
設定内容を確認して【OK】をクリック

Ⅴ、
確認画⾯が表⺬されますので【はい】をクリ
ック

Ⅵ、
【OK】をクリックしシステムの復元は完了で
す。


