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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後【コントロールパネル】をクリ
ックします。

2
「コントロールパネル」画⾯が表⺬
されるので、【共有フォルダ】をク
リックします。

3
「共有フォルダ」画⾯が表⺬される
ので、【作成】をクリックします。

共有フォルダの追加
∼「File Station」で共有するフォルダを新しく追加します。∼
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4
「新規共有フォルダの作成」画⾯が
表⺬されるので、「名前」の欄にフ
ォルダ名を⼊⼒し【OK】をクリッ
クします。

5
「ローカルエリアのアクセス権限」
画⾯が表⺬がされるので、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。

例）

■作成した共有フォルダにアクセスや書き

込みを許可したい場合

⇒「読込み/書込み」にチェック

■作成した共有フォルダにアクセスや書き

込みを許可したくない場合

⇒「読込み専⽤」または「アクセスなし」

にチェック

設定後、【OK】をクリック

Windows Access Control リスト (ACL) は、Windows 環境におけるアクセス権限「Full Control」を設定することができます。

デフォルトの設定では Windows Access Control リスト (ACL)にチェックが⼊っておりませんので、Windows 環境のアクセス権限に

BrovalBox のアクセス権限が影響を受けてしまう場合がございますのでご注意ください。

BrovalBox で設定した権限をそのまま利⽤したい場合は、共有フォルダ作成時に「Everyone に「Full Control」を与える」にチェックを⼊れ

てください。

例えば「Full Control」が与えられていないフォルダにおいて、Windows 環境のアクセス権限が「読取り」のデータを、共有フォルダの権限が

「読取り/書込み」に設定されたBrovalBox に取り込んだ場合、アクセス権限は「読取り」に設定されます。
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6
「共有フォルダ」画⾯に戻り、新た
に共有フォルダが作成されたことを
確認することができます。
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1
File Station を利⽤できるユーザー
でログイン後、【File Station】を
クリックします。

2
File Station 画⾯が表⺬されるの
で、サブフォルダを作成したいフォ
ルダを選択した状態で、「操作」か
ら【フォルダの作成】をクリックし
ます。

3
フォルダの作成画⾯が表⺬されるの
で、フォルダ名を⼊⼒して【ＯＫ】
をクリックします。

共有フォルダの中にサブフォルダを追加
∼「File Station」で作成した共有するフォルダの中にサブフォルダを追加します。∼

任意でフォルダを設定
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4
選択された場所にサブフォルダが追
加されます。
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1
File Station を利⽤できるユーザー
でログイン後、【File Station】を
クリックします。

2
File Station 画⾯が表⺬されるの
で、ファイルをアップロードしたい
「共有フォルダ」を選択した状態で
「操作」から【アップロード - ス
キップ】か【アップロード - 上書
き】を選択します。

■アップロード - スキップ

⇒既に同じファイルが存在した場合、スキ

ップします。

■アップロード - 上書き

⇒既に同じファイルが存在した場合、上書

きします。

3
ファイルの選択画⾯が表⺬されるの
で、アップロードしたいファイルを
選択後、【開く】をクリックしま
す。

ファイルのアップロード
∼「File Station」からファイルをアップロードする⽅法∼

アップロードしたいファイル
を選択
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4
選択されたファイルが⾃動的にアッ
プロードされ、「完了」と表⺬され
れば、アップロードは完了となりま
す。
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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後【コントロールパネル】をクリ
ックします。

2
「コントロールパネル」画⾯が表⺬
されるので、【グループ】をクリッ
クします。

3
「コントロールパネル - グルー
プ」画⾯が表⺬されるので、【作
成】をクリックします。

グループ作成・メンバー追加
∼「File Station」で利⽤できるグループ作成⽅法と、グループへのメンバー追加⽅法∼
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4
「グループ作成」画⾯が表⺬される
ので、「グループ名」の欄にグルー
プ名を⼊⼒し【OK】をクリックし
ます。

5
「コントロールパネル - グルー
プ」画⾯に戻り「グループ名」が作
成されるので、作成したグループを
選択した状態で、【メンバの追加・
削除】をクリックします。

6
「選択されたグループ名」画⾯が表
⺬されるので、【追加】をクリック
します。

任意でグループ名を設定
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7
「ユーザーを選択してください」画
⾯が表⺬されるので、追加したい
「ユーザ」選択し【OK】をクリッ
クします。

8
選択したグループに「ユーザ」が追
加されたら【完了】をクリックしま
す。

9
「コントロールパネル - グルー
プ」画⾯に戻り、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「グ

ループ」にも反映します。

「Ctrl」を押しながら複数選
択する事もできます。
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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後【コントロールパネル】をクリ
ックします。

2
「コントロールパネル」画⾯が表⺬
されるので、【共有フォルダ】をク
リックします。

3
「コントロールパネル - 共有フォ
ルダ」画⾯が表⺬されるので、アク
セス権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
リックします。

共有フォルダのアクセス権限(ユーザー)
∼「File Station」の共有フォルダへユーザーごとにアクセスできる権限を設定する⽅法∼
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4
「共有フォルダ web の編集」画⾯
が表⺬されるので、「ローカルエリ
ア」欄に、設定されている各ユーザ
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。

アクセス権限を設定後、【OK】を
クリックします。

5
「コントロールパネル - 共有フォ
ルダ」画⾯に戻り、「共有フォル
ダ」が表⺬され、設定完了です。
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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後【コントロールパネル】をクリ
ックします。

2
「コントロールパネル」画⾯が表⺬
されるので、【共有フォルダ】をク
リックします。

3
「コントロールパネル - 共有フォ
ルダ」画⾯が表⺬されるので、アク
セス権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
リックします。

共有フォルダのアクセス権限(グループ)
∼「File Station」の共有フォルダへグループごとにアクセスできる権限を設定する⽅法∼
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4
「共有フォルダ web の編集」画⾯
が表⺬されるので、「ローカルエリ
ア」のプルダウンから【ローカルグ
ループ】を選択します。

5
「ローカルグループ」画⾯が表⺬さ
れるので、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。

アクセス権限を設定後、【OK】を
クリックします。

6
「共有フォルダ」が表⺬され、設定
完了です。

プルダウンから「ローカルグ
ループ」を選択します。
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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後、admin メニュー「 」か
ら、【バックアップと復元】をクリ
ックします。

2
「バックアップと復元」画⾯が表⺬
されますので、【作成】をクリック
します。

3
「バックアップ ウィザード」画⾯
が表⺬されるので、【次へ】をクリ
ックします。

バックアップの⽅法(外付けHDD)
∼BrovalBox のデータを外付けHDDにバックアップする⽅法∼
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4
バックアップ ウィザードの「バッ
クアップタクスの作成」画⾯が表⺬
されるので、任意の名前を付け【次
へ】をクリックします。

5
バックアップ ウィザードの「保存
先タイプの選択」画⾯が表⺬される
ので、【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
します。

6
バックアップ ウィザードの「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て【次
へ】をクリックします。

任意でバックアップ名を⼊⼒
してください。

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てください。

「どのバックアップファイルも削除しない」
にチェックをいれると、
BrovalBox 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。
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7
バックアップ ウィザードの「バッ
クアップする共有フォルダを選択」
画⾯が表⺬されるので、
「brovalbox」「homes」以外の
ファイルを選択し【次へ】をクリッ
クします。

※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。

8
バックアップ ウィザードの
「バックアップするアプリケーショ
ンの選択」画⾯が表⺬されるので、
「MySQL データベース」にチェッ
クを⼊れ、必要に応じて
「Photo Station 」「ブログ」
「Surveillance Station」にチェ
ックを⼊れ、【次へ】をクリックし
ます。

9
バックアップ ウィザードの「バック
アップスケジュールを設定する」画
⾯が表⺬されるので、バックアップ
を⾏うタイミングをスケジューリン
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】をクリックし
ます。

「brovalbox」「homes」はバックアッ
プできませんので、必ずチェックを外して
ください。

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。

仕様上「Photo Station」
「ブログ」「Surveillance Station」は、バッ
クアップは可能ですが、「復元」することはで
きません。
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10
バックアップ ウィザードの「設定の
確認」画⾯が表⺬されるので、
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【適
⽤】をクリックします。

11
「バックアップと復元」画⾯に戻
り、バックアップタクスが追加され
たことを確認することができます。

※バックアップタクスを選択した状
態で「今すぐバックアップする」を
クリックすれば、いつでもバックア
ップを⾏うことができます。
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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後、admin メニュー「 」か
ら、【バックアップと復元】をクリ
ックします。

2
「バックアップと復元」画⾯が表⺬
されますので、【復元】をクリック
します。

3
「バックアップ 復元ウィザード」
画⾯が表⺬されるので、【次へ】を
クリックします。

バックアップの復元⽅法(外付けHDD)
∼外付けHDDにバックアップしたデータをBrovalBox に復元する⽅法∼
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4
バックアップ 復元ウィザードの
「復元タイプの選択」画⾯が表⺬さ
れるので、「ローカルディスクの復
元」にチェックを⼊れ、【次へ】を
クリックします。

5
バックアップ 復元ウィザードの
「データを復元するソース共有フォ
ルダの選択」画⾯が表⺬されるの
で、
バックアップファイルのあるフォル
ダを選択して【次へ】をクリックし
ます。

6
バックアップ 復元ウィザードの
「復元する共有フォルダの選択」画
⾯が表⺬されるので、復元する共有
フォルダを選択し【次へ】をクリッ
クします。

※「surveillance」ファイルを復元
する時は、必ず「surveillance」を
無効にしてください。
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7
バックアップ 復元ウィザードの
「復元するアプリケーションの選
択」画⾯が表⺬されるので、復元す
るアプリケーションを選択し【次
へ】をクリックします。

8
バックアップ 復元ウィザードの
「設定の確認」画⾯が表⺬されます
ので【適⽤】をクリックします。

※適⽤直後に右図の
「Surveillance の設定を復元する
前に、Surveillance サービスを無
効にしてください」と表⺬された
ら、「コントロールパネル」の
「Surveillance Station」機能を
無効にしてください。

「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。

「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。

「Surveillance Station5 有効にする」
のチェックを外してください。
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9
「バックアップと復元」画⾯に戻
り、⾃動的に復元が開始され、設定
は完了となります。
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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後、admin メニュー「 」か
ら、【バックアップと復元】をクリ
ックします。

2
「バックアップと復元」画⾯が表⺬
されますので、【設定のバックアッ
プ】をクリックします。

3
「設定のバックアップ」画⾯が表⺬
されるので、「設定情報Backup」
にチェックを⼊れ、【ＯＫ】をクリ
ックします。

ユーザー設定のバックアップ⽅法
∼ユーザー、グループ、共有フォルダの各種設定をバックアップする⽅法∼
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4
「ファイルのダウンロード」画⾯が
表⺬されるので、【保存】をクリッ
クします。

5
「名前を付けて保存」画⾯が表⺬さ
れるので、任意の場所を指定し【保
存】をクリックします。

6
「ダウンロード完了」画⾯が表⺬さ
れ る の で 、 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
し、ユーザー設定のバックアップは
完了となります。
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1
「管理者権限（admin）」でログイ
ン後、admin メニュー「 」か
ら、【バックアップと復元】をクリ
ックします。

2
「バックアップと復元」画⾯が表⺬
されますので、【設定のバックアッ
プ】をクリックします。

3
「設定のバックアップ」画⾯が表⺬
されるので、「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」からバックアッ
プしていた「configbackup.dss」
を選択し【ＯＫ】をクリックしま
す。

ユーザー設定の復元⽅法
∼ユーザー、グループ、共有フォルダの各種設定を復元する⽅法∼

※「ユーザー設定」のバックアップを⾏っていなければ、設定することはできません。

【⽭盾した設定を上書きします。】にチェックを
⼊れると、設定されている各ユーザーやグループ
の構成と、バックアップ元の構成に違いがあった
場合、バックアップ元の構成に上書きされます。



26

4
「設定のバックアップ」画⾯の警告
が表⺬されるので、内容を確認し
【はい】をクリックします。

5
「処理中です。しばらくお待ちくだ
さい...」画⾯が表⺬され「システム
設定が復元されました。」と表⺬さ
れれば、ユーザー設定の復元は完了
となります。
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