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1
Disk Station Manager の
更新は絶対に⾏わないでくだ
さい。

Disk Station Manager4.1は「コ
ントロールパネル」の「DSM 更
新」から⾃動的に新しいバージョン
を探し、任意でアップデートを⾏う
ことができますが、アップデートを
することにより、BrovalBox とし
て利⽤ができなくなりますので、絶
対にアップデートを⾏わないように
してください。

※アップデートを⾏ってしまった場合、
回収しプログラムの再インストール（有
償）を⾏う必要がございます。

2
「PHP設定」の
「PHPsafe_mode_exec_d
ir アクセス制限を有効にす
る」にはチェックを⼊れない
でください。

「コントロールパネル」の「Wed サ
ービス」の「PHP 設定」にある
「PHPsafe_mode_exec_dir アク
セス制限を有効にする」にチェック
を⼊れると、正しくアプリケーショ
ンなどが、利⽤できなくなります。

アップデートはしないよう
ご注意ください。

⼀般的にサーバーの脆弱性対策として、設定が可
能ですがBrovalBox のアプリケーションが正し
く動作しなくなりますので、チェックは⼊れない
ようにしてください。

DSＭの更新について
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3 「ユーザー」のパスワードは
推測されやすいものを避けて
ください。

固有名詞や数字の羅列、キーボード
の配列などを設定している場合、不
正アクセスの対象となりやすくなり
ますので、避けるようにしてくださ
い。
※推測されやすいパスワード
「 administrator 」 「 password 」
「1234」「user」「ユーザー名と同じ」
など。

また、Disk Station Manager4.1
にはユーザーを作成する際に「パス
ワード強度」を設定することができ
たり、「パスワードを⾃動⽣成」す
る機能などがございますので、不正
アクセス防⽌のためにも、是⾮ご活
⽤ください。

パスワードを設定する際の条件を細かく設定
することができます。

条件にあったパスワードを⾃動で⽣成します。

■パスワードの強度設定

■ランダムパスワードの⽣成
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1
マイネットワーク上で、ファ
イル共有ができません。

ハウジングプランでは、マイネット
ワーク上でのファイル共有ができま
せん。

ただし、
「VPNServer」のアプリケーショ
ンを利⽤することで、BrovalBox
を「VPNServer」として設定し、
安全にマイネットワークへアクセス
することができるようになります。

※詳細は本マニュアル「VPN の設定」
をご確認ください。

マ イネ ット ワー クか ら
BrovalBox を参照すること
ができない。

■VPNとは
VPN ( Virtual Private Nework ) は、仮想的なプライベートネットワーク接続のこと。
通常インターネットは、不特定多数のユーザが適当なルートを使って通信することで成り⽴っているため、
通信途中のセキュリティー（情報を秘密にしたり、内容を不正に変更されてしまう）などのセキュリティーま
では考えられておりません。

VPNを構築することにより、インターネット上にある BrovalBox と安全に接続することが可能となり、ま
た、あたかも同⼀ネットワーク上にあるかのような利便性を得ることができます。

ハウジングプランによる利⽤制限について
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2
BrovalBox の「シャットダ
ウン」は⾏わないようにして
ください。

ハウジングプランは BrovalBox が
別の環境にあるため、「シャットダ
ウン」を⾏うと、起動できなくなっ
てしまいます。

※万が⼀、シャットダウンを⾏ってしまっ

た場合は弊社までご連絡ください。

3
BrovalBox の「ネットワー
ク」の設定は変更しないでく
ださい。

「ネットワーク」の設定を変更して
しまうと、外部からアクセスできな
くなってしまいます。
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4
BrovalBox の「外部デバイ
ス」は利⽤ができません。

ハウジングプランは BrovalBox が
別の環境にあるため、「USB コピ
ー」「外付け HDD」などが利⽤で
きません。

5
BrovalBoxの
「SurveillanceStation」は
利⽤ができません。

ハウジングプランは BrovalBox が
別の環境にあるため、ローカルＩＰ
カメラを BrovalBox で利⽤するこ
とはできません。
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1
ブラウザを起動し、
アドレス⼊⼒欄に「http://ドメイ
ン or サブドメイン/bbm」と⼊⼒す
ると、「BrovalBox」のログイン
画⾯が表⺬されますので、【アプリ
ケーション】をクリックします。

2
App Stastion Manager のセット
アップ画⾯が表⺬されますので、
【次へ】をクリックします。

3
利⽤許諾確認の画⾯が表⺬されます
ので、内容をご確認のうえ【次へ】
をクリックします。

BrovalBox アプリケーションのセットアップとログイン⽅法
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4
管理者情報登録画⾯が表⺬されます
ので、以下を参考に管理者情報を⼊
⼒し【次へ】をクリックします。

ログイン ID：任意
パスワード：任意
メールアドレス：利⽤可能なメール
アドレス

※メールアドレスはパスワードを忘れて
しまった際に再設定するためのアドレス
となります。

5
App Stastion Manager のセット
アップ完了画⾯が表⺬されますの
で、【完了】をクリックし、セット
アップは完了となります。

6
以降は「アプリケーション」をクリ
ックすると、ログイン画⾯が表⺬さ
れますので、セットアップで設定し
た「ログイン ID」「パスワード」
を⼊⼒し【サインイン】してくださ
い。

ここで設定した情報はアプリケーシ
ョンへログインするための情報とな
りますので、忘れない様ご注意くだ
さい。

設定したログイン ID
とパスワードを⼊⼒
します。

セットアップ後、「アプリケ
ーション」をクリックすると、
ログイン画⾯が表⺬されます。
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1
ブラウザを起動し、
アドレス⼊⼒欄に「http://ドメイ
ン or サブドメイン/bbm」と⼊⼒す
ると、「BrovalBox」のログイン
画⾯が表⺬されますので、【サーバ
ー機能】をクリックします。

2
「Disk Stastion Manager」のロ
グイン画⾯が表⺬されますので、
「 （ ユ ー ザ ー ID ） 」 欄 に
「admin」と⼊⼒し、「 （パス
ワード）」に「設定完了通知書」の
「カスタマーサポート情報」欄の
「パスワード」を⼊⼒し、【 】
をクリックします。

3
サーバー管理画⾯表⺬されますの
で、ログインは完了となります。

BrovalBox サーバー機能へのログイン⽅法

ログインパスワードは「設定完了
通知書」の「カスタマーサポート
情報」をご確認ください。
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1
Disk Station Manager のトップ
画⾯から、【パッケージセンター】
をクリックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⺬さ
れますので、【利⽤可能】タブをク
リックします。

Mail Server、Mail Station の設定
∼BrovalBox をメールサーバーとして利⽤するための設定をします。∼
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3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が表⺬されますので、「 Mail
Server」の【インストール】をク
リックします。

4
インストール確認画⾯が表⺬されま
すので、【はい】をクリックする
と、⾃動的にインストールされま
す。

⾃動的にアプリケーション
が追加されます。
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5
引き続き、利⽤可能なアプリケーシ
ョン画⾯から、「Mail Station」の
【インストール】をクリックしま
す。

6
インストール確認画⾯が表⺬されま
すので、【はい】をクリックする
と、⾃動的にインストールされま
す。

これで、インストール作業は完了と
なります。

Webmail を利⽤可能にする
ためのアプリケーションと
なります。

⾃動的にアプリケーション
が追加されます。
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7
「Mail Server」の設定を⾏う為
に、画⾯左上の「 」から【メ
ールサーバー】をクリックします。

8
メールサーバーの概要画⾯が表⺬さ
れますので、【SMTP】をクリック
します。

9
メールサーバーの SMTP 画⾯が表
⺬されますので、以下の情報を⼊⼒
します。

■〔SMTPを有効にする〕
⇒チェックを⼊れます。

■〔ドメイン名ドメイン名ドメイン名ドメイン名〕
⇒BrovalBox のドメイン or サブドメイン
を⼊⼒します。

■〔SMTPSMTPSMTPSMTPリレーを有効にするリレーを有効にするリレーを有効にするリレーを有効にする〕
⇒チェックを⼊れます。

■〔サーバーサーバーサーバーサーバー〕
⇒プロバイダのSMTP情報を⼊⼒します。

■〔ポートポートポートポート〕
⇒25または587 を⼊⼒します。

〔MailMailMailMail StationStationStationStation 以外のメール以外のメール以外のメール以外のメール クライアントクライアントクライアントクライアント
では認証が必要では認証が必要では認証が必要では認証が必要〕・〔LANLANLANLAN 接続の認証を無接続の認証を無接続の認証を無接続の認証を無
視する視する視する視する〕には必要に応じてチェックを⼊れて
ください。
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■〔要認証要認証要認証要認証〕
⇒チェックを⼊れます。
※ポート587 の場合は必須

■〔アカウント〕
⇒プロバイダから発⾏されているメールア
ドレスの「アカウント」を⼊⼒します。

■〔パスワード〕
⇒プロバイダから発⾏されているメールア
ドレスの「パスワード」を⼊⼒します。

⼊⼒後、「OK」をクリックし、
【IMAP/POP3】をクリックしま
す。

10
メールサーバーの IMAP/POP3 画
⾯が表⺬されますので、「POP3を
有効にする」「IMAP を有効にす
る」にチェックを⼊れ、【OK】を
クリックします。

これで、「Mail Server」「Mail
Station」の設定は完了となりま
す。
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1
Disk Station Manager のトップ
画⾯にある、【パッケージセンタ
ー】をクリックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⺬さ
れますので、【利⽤可能】タブをク
リックします。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が表⺬されますので、「Photo
Station」の【インストール】をク
リックします。

Photo Station の設定
∼BrovalBox で Photo Station を利⽤するための設定をします。∼
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4
インストール確認画⾯が表⺬されま
すので、【はい】をクリックする
と、⾃動的にインストールされま
す。

これで、インストール作業は完了と
なります。

⾃動的にアプリケーション
が追加されます。
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1
Disk Station Manager のトップ
画⾯にある、【パッケージセンタ
ー】をクリックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⺬さ
れますので、【利⽤可能】タブをク
リックします。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が表⺬されますので、「Audio
Station」の【インストール】をク
リックします。

Audio Station の設定
∼BrovalBox で Audio Station を利⽤するための設定をします。∼
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4
インストール確認画⾯が表⺬されま
すので、【はい】をクリックする
と、⾃動的にインストールされま
す。

これで、インストール作業は完了と
なります。

⾃動的にアプリケーション
が追加されます。
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1
Disk Station Manager のトップ
画⾯にある、【パッケージセンタ
ー】をクリックします。

2
パッケージセンターの画⾯にある、
【利⽤可能】タブをクリックしま
す。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が表⺬されますので、「 VPN
Server」の【インストール】をク
リックします。

VPN Server のインストール
∼BrovalBox に VPN Server をインストールします。∼
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4
インストール確認画⾯が表⺬されま
すので、【はい】をクリックする
と、⾃動的にインストールされま
す。

⾃動的にアプリケーション
が追加されます。
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1
Disk Station Manager の TOP 画
⾯左上の「 」から【VPN
Server】をクリックします。

2
VPN Serverの画⾯が表⺬されます
ので、【PPTP】をクリックしま
す。

VPN Server の設定
∼BrovalBox を VPN Server として設定します。∼
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3
VPN Server の PPTP 画⾯が表⺬
されますので、「PPTP VPN サー
バを有効にする」にチェックを⼊
れ、必要な情報を選択後、「適⽤」
をクリックし、接続状態を確認する
ため、【ステータス】をクリックし
ます。

※指定したVPNのダイナミック IPアド
レスと、VPN クライアント⽤に割り当
てたバーチャル IP アドレスが、LAN内
で使⽤されているIPアドレスと競合しな
いように注意してください。

4
VPN Serverのステータス画⾯が表
⺬されますので、設定したPPTPが
「有効」になっていることを確認
し、設定は完了となります。

■認証について
・PAP:VPNクライアントのパスワードは暗号化さ
れません。

・MS-CHAPv2で認証する場合は、暗号化プルダ
ウンより、「なし」「MPPE(40/128 ビット)」
「MPPE(128ビット)」の暗号化レベルを選択する
ことができます。

ダイナミック IP アドレスは、次のいずれかで設定してください。
「10.0.0.0」∼「10.255.255.0」
「172.16.0.0」∼「172.31.255.0」
「192.168.0.0」∼「192.168.255.0」
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1
「スタート」から「マイネットワー
ク」を右クリックし、【プロパテ
ィ】をクリックします。

2
ネットワーク接続画⾯が表⺬されま
すので、「ファイル」から【新しい
接続】をクリックします。

VPN Server への接続
∼Windowsの PCを VPNクライアントとして、BrovalBox へ接続します。∼

≪WindowsXPの場合≫
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3
新しい接続ウィザード画⾯が表⺬さ
れますので、【次へ】をクリックし
ます。

4
「職場のネットワークへ接続する」
にチェックを⼊れ、【次へ】をクリ
ックします。

5
ネットワーク接続の設定画⾯が表⺬
されますので、「仮想プライベート
ネットワーク接続」にチェックを⼊
れ、【次へ】をクリックします。
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6
接続名の設定画⾯が表⺬されますの
で、「会社名」欄にサーバー名を⼊
⼒し、【次へ】をクリックします。

7
VPN サーバーの選択画⾯が表⺬さ
れますので、BrovalBox の「ドメ
イン or サブドメイン」を⼊⼒し、
【次へ】をクリックします。

8
完了画⾯が表⺬されますので、【完
了】をクリックします。

接続先の BrovalBox（VPN サーバー
名）を⼊⼒します。
※名前に指定はありません。

接続先のショートカットをデスクト
ップに表⺬したい場合はチェックを
⼊れてください。
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9
VPN の接続画⾯が表⺬されますの
で、BrovalBox のユーザー名とそ
のパスワードを⼊⼒し、【接続】を
クリックします。

※ユーザー名を⼊⼒しても接続できない
場合は、BrovalBox の
「VPNServer」の「特権」からアクセ
ス権の設定をご確認ください。

10
画⾯右下に「(VPNserver 名)に接
続しました。」と表⺬されれば、接
続は完了となります。

接続しようとしているユーザー名にチ
ェックが⼊っているが確認してくださ
い。

設定した PCの他のユーザーにも、同じように
接続の許可を与える場合は、「このコンピュー
タを使うすべてのユーザー」にチェックを⼊れ
てください。
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11
BrovalBox の共有フォルダに接続
するために、「スタート」から「マ
イネットワーク」を右クリックし、
【開く】をクリックします。

12
マイネットワークの画⾯が表⺬され
ますので、「アドレス」欄に
「P.23」で設定したダイナミック
IPアドレスを「\\○.○.○.○」と⼊
⼒し【Enter】を押します。

※「\\○.○.○.○」と⼊⼒してもアクセ
スができない場合は、グローバルIPアド
レスでお試しください。

PPTPのダイナミック IPアドレ
スを⼊⼒します。



27

13
BrovalBox の各ユーザーパスワー
ド を 求 め ら れ ま す の で 、
BrovalBox のユーザー名とそのパ
スワードを⼊⼒し、【OK】をクリ
ックします。

14
BrovalBox 共有フォルダ内が表⺬
されれば、設定は完了となります。

こちらにユーザー名を⼊⼒
し、そのユーザーのパスワ
ードを⼊⼒します。
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1
「 」から【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の画⾯が表⺬さ
れますので、【ネットワークとイン
ターネット】をクリックします。

VPN Server への接続
∼Windowsの PCをVPNクライアントとして、BrovalBox へ接続します。∼

≪Windows7の場合≫
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3
ネットワークとインターネットの画
⾯が表⺬されますので、【ネットワ
ークと共有センター】をクリックし
ます。

4
ネットワークと共有センターの画⾯
が表⺬されますので、【新しい接続
またはネットワークのセットアッ
プ】をクリックします。

5
新しい接続またはネットワークのセ
ットアップの画⾯が表⺬されますの
で、「職場に接続します 職場への
ダイアルアップまたは VPN 接続を
セットアップします。」を選択し
【次へ】をクリックします。
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6
職場への接続画⾯が表⺬されますの
で 、 【 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続
（VPN）を使⽤します(I)】をクリ
ックします。

7
接続に使⽤するインターネットアド
レスを⼊⼒する画⾯が表⺬されます
ので、以下のように設定し、【次
へ】をクリックします。

■インターネットアドレス
⇒BrovalBox の「ドメイン or サブ
ドメイン」

■接続先の名前
⇒BrovalBox（VPN サーバー名）
を⼊⼒します。

■「今は接続しない。」にチェッ
ク。

※名前に指定はありません。
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8
ユーザー情報を⼊⼒する画⾯が表⺬
されますので、BrovalBox のユー
ザー名とそのパスワードを⼊⼒し、
【接続】をクリックします。

9
接続準備完了の画⾯が表⺬されます
ので、【閉じる】をクリックしま
す。

「今すぐ接続します。」をクリ
ックすると、その場で VPNへ
接続します。
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10
ネットワークと共有センターの画⾯
に戻りますので、【ネットワークに
接続】をクリックします。

11
現在の接続先の画⾯が表⺬されます
ので、BrovalBox の接続先名の
【接続】をクリックします。
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12
VPN の接続画⾯が表⺬されますの
で、BrovalBox のユーザー名とそ
のパスワードを⼊⼒し、【接続】を
クリックします。

※ユーザー名を⼊⼒しても接続できない
場合は、BrovalBox の
「VPNServer」の「特権」からアクセ
ス権の設定をご確認ください。

13
ネットワークと共有センター画⾯へ
戻り、BrovalBox の接続先名が接
続されていれば、接続は完了となり
ます。

設定した PCの他のユーザーにも、同じように
接続の許可を与える場合は、「このコンピュー
タを使うすべてのユーザー」にチェックを⼊れ
てください。

接続しようとしているユーザー名にチ
ェックが⼊っているが確認してくださ
い。
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14
BrovalBox の共有フォルダに接続
するために、「アドレス」欄に
「P.23」で設定したダイナミック
IPアドレスを「\\○.○.○.○」と⼊
⼒し【Enter】を押します。

※「\\○.○.○.○」と⼊⼒してもアクセ
スができない場合は、グローバルIPアド
レスでお試しください。

15
BrovalBox 共有フォルダ内が表⺬さ
れれば、設定は完了となります。

PPTPのダイナミック IPアドレ
スを⼊⼒します。
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症状 対策

1 外部からドメイン or サブドメイン
でアクセスができない

アクセスができない場合は、割り振られたグローバル IPで接続ができるか
ご確認ください。
（グローバル IPは、「設定完了通知書」に記載されております。）

※それでもアクセスができない場合、設置された環境に問題が発⽣している可能性がござ

いますのでサンファースト株式会社カスタマーサポートまでご連絡ください。

2 ログインできない

ログイン ID、パスワードが正しいかをご確認ください。
管理者権限（admin）のパスワードは設定を変更されていない限り、「設
定完了通知書」の「カスタマーサポート情報」欄にある「パスワード」と
なります。

※それでもログインができない場合、詳細を確認いたしますので

サンファースト株式会社カスタマーサポートまでご連絡ください。

3 admin@〔ドメイン or サブドメイ
ン〕でメールの送信ができない

・Mail Server の設定が正しいかどうか、ご確認ください。
・設定したプロバイダ情報に誤りがないか、もう⼀度ご確認ください。
・プロバイダがSMTP送信サーバーとして許可をしていない場合は
別のプロバイダ情報を⼊⼒して、お試しください。

4 admin@〔ドメイン or サブドメイ
ン〕でメールの受信ができない

Mail Server の設定が正しいかどうか、ご確認ください。

5 VPNサーバーに接続できない

・⼊⼒しているダイナミック IPアドレスが正しいか、もう⼀度ご確認くだ
さい。
・ご利⽤のルーターでVPN（PPTP）が利⽤可能かどうか、ご確認くださ
い。

トラブルシューティング
∼設置、設定がうまくできない場合にご確認ください。∼


	00_表紙
	01_目次
	02_ハウジング_ご利用マニュアル

