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改訂履歴

バージョン 発⾏⽇ 改訂履歴
6.0 2014 年 9⽉ 5⽇ ・ PhotoStation6 ⽤にマニュアルを更新

・DS213＋と DS214＋⽤にマニュアルを更新
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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 画⾯が表⺬されますの
で、「photo」を選択した状態で
「作成」から【フォルダの作成】を
クリックします。

※"photo"フォルダに直接写真をアップロ

ードしても写真は表⺬されません。

必ずフォルダ（アルバム）を作成し、その

フォルダにアップロードしてください。

3
フォルダの作成画⾯が表⺬されます
ので、公開したいフォルダ（アルバ
ム名）を⼊⼒し、【OK】クリック
します。

「photo」フォルダがない場合、ログ
インしているユーザーの「photo」フ
ォルダに対するアクセス権を確認して
ください。

ここで⼊⼒した名前が「ア
ルバム名」になります。

写真をアップロードする⽅法
∼「Photo Station」で公開するための写真をアップロードする⽅法∼
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4
File Station 画⾯に戻りますので、
【追加したフォルダ（アルバム）】
をダブルクリックします。

5
追加したフォルダ内が表⺬された状
態で、「アップロード」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。

6
ファイルの選択画⾯が表⺬されます
ので、アップロードしたいファイル
を選択後、【保存】をクリックしま
す。

複数選択も可能
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7
選択されたファイルが⾃動的にアッ
プロードされ、指定したフォルダに
表⺬されれば、アップロードは完了
となります。

※これで、Photo Station にサインインす

ると「プライベートアルバム」として公開

されます。
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1
インターネットブラウザから「ホス
ト/photo」もしくは、「ドメイン
or サブドメイン/photo」を⼊⼒し
Photo StationStationStationStation ににににアクセスしま
す。

■BrovalBox と同じネットワークからアクセスする場合

■BrovalBox とは別のネットワーク環境からアクセスする場合

2
Photo StationStationStationStation（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）画
⾯が表⺬されますので、【サインイ
ン】をクリックします。

3
サインインの画⾯が表⺬されますの
で、サーバー管理機能の「管理者権
限（admin）」のユーザー名、パス
ワードを⼊⼒したら、【ログイン】
をクリックします。

⇒「ホスト/photo」

⼀般公開⽤に設定した
写真は、こちらに公開
されます。

⇒「サブドメイン/photo」

⇒「ドメイン/photo」

もしくは

アルバムを⼀般公開する⽅法
∼「photo」フォルダにアップロードした写真を、Photo StationStationStationStationで⼀般公開する⽅法∼
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4
Photo StationStationStationStation（プライベートア（プライベートア（プライベートア（プライベートア
ルバム）ルバム）ルバム）ルバム）画⾯が表⺬されますので、
【設定】をクリックします。

5
Photo StationStationStationStation 設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬さ
れますので、【Photos】のタブを
クリックします。

6
「Photos」設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬されま
すので、【アクセス許可】をクリッ
クします。

「photo」フォルダにアップロードした写真は、
プライベートアルバムとして公開されます。

※プライベートアルバムとは、「管理者」もし
くは、「Photo Station ・ DSM」ユーザーの
みが閲覧できるアルバムです。
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7
「アクセス許可」の画⾯が表⺬されの画⾯が表⺬されの画⾯が表⺬されの画⾯が表⺬され
ますので、公開したいアルバム名のますので、公開したいアルバム名のますので、公開したいアルバム名のますので、公開したいアルバム名の
「共有」にチェックを⼊れ、「共有」にチェックを⼊れ、「共有」にチェックを⼊れ、「共有」にチェックを⼊れ、【保【保【保【保
存】存】存】存】をクリックします。をクリックします。をクリックします。をクリックします。

8
「Photos」設定画⾯に戻りますの設定画⾯に戻りますの設定画⾯に戻りますの設定画⾯に戻りますの
で、で、で、で、【サインアウト】【サインアウト】【サインアウト】【サインアウト】をクリックしをクリックしをクリックしをクリックし
ます。ます。ます。ます。

9
Photo StationStationStationStation（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）画
⾯が表⺬され、「共有」に設定した
アルバムが表⺬されるようになりま
す。

⼀般公開したいアルバム名にチェ
ックを⼊れます。
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1
PhotoPhotoPhotoPhoto StationStationStationStation を利⽤できるユー
ザーでログイン後、admin メニュ
「 」 か ら 【 PhotoPhotoPhotoPhoto
StationStationStationStation】をクリックします。

2
Photo StationStationStationStation（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）（⼀般公開⽤）画
⾯が表⺬されますので、【サインイ
ン】をクリックします。

3
サインインの画⾯が表⺬されますの
で、サーバー管理機能の「管理者権
限（admin）」のユーザー名、パス
ワードを⼊⼒したら、【ログイン】
をクリックします。

ユーザーの作成⽅法
∼Photo StationStationStationStationでプライベート⽤の photo ユーザーを作成する⽅法∼

⼀般公開⽤に設定した
写真は、こちらに公開
されます。
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4
Photo StationStationStationStation（プライベートア（プライベートア（プライベートア（プライベートア
ルバム）ルバム）ルバム）ルバム）画⾯が表⺬されますので、
【設定】をクリックします。

5
Photo StationStationStationStation 設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬設定画⾯が表⺬さ
れますので、アカウントシステムか
ら「Photo Station アカウント」
を選択し、画⾯左下の「保存」を選
択後、【ユーザーアカウント】のタ
ブをクリックします。

※「DSM アカウント」を利⽤する場合

は Photo Station から権限の作成を⾏

う必要はありません。

6
Photo StationStationStationStation 設定（ユーザーア設定（ユーザーア設定（ユーザーア設定（ユーザーア
カウント）画⾯が表⺬カウント）画⾯が表⺬カウント）画⾯が表⺬カウント）画⾯が表⺬されますの
で、【ユーザーを作成】をクリック
します。

アカウントシステムとはPhoto Stationへログ
インできる権限を「DSM アカウント」or
「Photo Station アカウント」で選ぶことがで
きます。

「photo」フォルダにアップロードした写真は、
プライベートアルバムとして公開されます。

※プライベートアルバムとは、「管理者」もし
くは、「Photo Station」ユーザーのみが閲覧
できるアルバムです。
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7
ユーザー情報画⾯が表⺬されますのユーザー情報画⾯が表⺬されますのユーザー情報画⾯が表⺬されますのユーザー情報画⾯が表⺬されますの
で、ユーザー名とパスワードを設定で、ユーザー名とパスワードを設定で、ユーザー名とパスワードを設定で、ユーザー名とパスワードを設定
しししし【保存】【保存】【保存】【保存】をクリックします。をクリックします。をクリックします。をクリックします。

8
「権限の割り当て」では、アルバム「権限の割り当て」では、アルバム「権限の割り当て」では、アルバム「権限の割り当て」では、アルバム
に対するユーザーの権限の設定を⾏に対するユーザーの権限の設定を⾏に対するユーザーの権限の設定を⾏に対するユーザーの権限の設定を⾏
うことができます。うことができます。うことができます。うことができます。

「アルバムの参照」「ファイルをア「アルバムの参照」「ファイルをア「アルバムの参照」「ファイルをア「アルバムの参照」「ファイルをア
ップロード」「管理」の権限設定をップロード」「管理」の権限設定をップロード」「管理」の権限設定をップロード」「管理」の権限設定を
⾏い、⾏い、⾏い、⾏い、【保存】【保存】【保存】【保存】をクリックします。をクリックします。をクリックします。をクリックします。

チェックを⼊れたユーザーでログインをしても、そのア
カウント情報の「パスワード」「説明」「E メール」を
変更することはできなくなります。

チェックを⼊れたユーザーでログインすると、管理者同様
に、「photo」「ブログ」「ユーザー」の作成や設定を⾏」「ブログ」「ユーザー」の作成や設定を⾏」「ブログ」「ユーザー」の作成や設定を⾏」「ブログ」「ユーザー」の作成や設定を⾏
うことができます。うことができます。うことができます。うことができます。
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9
Photo StationStationStationStation 設定（ユーザーア設定（ユーザーア設定（ユーザーア設定（ユーザーア
カウント）画⾯に戻りますので、カウント）画⾯に戻りますので、カウント）画⾯に戻りますので、カウント）画⾯に戻りますので、
photoユーザーとしての設定は完了
となります。

作成したユーザー情報はこちらに
表⺬されます。
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