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章節

Synology 製品をご利用いただきありがとうございます。 DiskStation の設定を始める前に、次のアイテムがパッ
ケージに含まれていることを確認してください。 また、ケガや DiskStation の故障を避けるために、安全のため
に最後までよくお読みください。

パッケージの内容
本体 1 台 AC 電源アダプター 1 個

RJ-45 LAN ケーブル 1 本

ハードドライブ固定用ネジ 6 個

ケース固定用ネジ 3 個

はじめる前に
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Synology DiskStation の外観

番号 部品名 位置 説明

1 状態インジケータ

正面パネル

システムの状態を示します。 詳しくは、「付録 B： LED インジケータ表」
を参照してください。

2 LAN インジケータ ネットワーク接続の状態を示します。 詳しくは、「付録 B： LED インジケ
ータ表」を参照してください。

3 ディスク インジケータ インストールしたドライブの状態を示します。 詳しくは、「付録 B： LED 
インジケータ表」を参照してください。

4 電源ボタン
1. DiskStation の電源を入れます。
2. DiskStation の電源を切るには、警告音が鳴り電源 LED が点滅するまで押
し続けます。

5 ファン

背面パネル

熱を排気してシステムを冷却します。 ファンが故障していると、DiskStation 
が警告音を鳴らします。

6 LAN ポート ネットワーク ケーブルを繋ぎます。

7 USB 2.0 ポート 外部ハードドライブ、USB プリンタ、その他の USB デバイスを DiskStation 
に接続します。

8 RESET ボタン

1. 警告音が聞こえるまで押し続けると、administrators グループに属する
ユーザーのデフォルトの IP アドレス、DNS サーバー、パスワードが復元
されます。

2. 警告音が聞こえるまで押し続け、さらに 3 回警告音が聞こえるまで再び押
し続けると、DiskStation Manager（DSM）が DiskStation を再インストー
ルできるように、DiskStation が「未インストール」の状態に戻されます。

9 Kensington  
セキュリティ スロット ここに Kensington セキュリティロックを繋ぎます。

10 電源ポート AC 電源コードを繋ぎます。
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安全のしおり

製品は直射日光から避け、化学薬品の近くに置かないでください。 温度や湿度が急激に変化する環
境は避けてください。 

製品は常に正しい方向に設置してください。

液体を近くに置かないでください。

お手入れの際は、必ず電源コードを先に抜いてください。 湿ったペーパー タオルで拭いてくださ
い。 化学クレンザーやエアゾールはご使用にならないでください。

ユニットが倒れる可能性があるため、カートや不安定な場所に設置しないでください。

電源コードは適切な電圧に差し込んでください。 AC 電圧の供給が正しく安定していることを確認
してください ｡

デバイスへの電力供給を完全に停止するには、電源からすべての電源コードを外してください。

指定されたタイプ以外のバッテリーを使用すると、爆発する危険性があります。 使用済みバッテリ
ーは規則に従って正しく処理してください。
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章節

ドライブの装着に必要なツールと部品
• ねじ回し
• SATA ディスク（3.5 または 2.5 インチ） 1 台（ディスクの互換性については www.synology.com を参照し
てください）

警告： データが保存されているドライブを取り付けると、システムはドライブを初期化して既存のすべてのデータを
消去します。 取り付け前に、重要なデータをバックアップしておいてください。

ドライブの装着
1 下に示す方向に上ケースを押し上げます。 上部ケースを持ち上げて外し、脇に置きます。

2 ドライブの装着：
• 3.5” ドライブの場合： ドライブをハードドライブ ベイにスライドさせて、SATA コネクタに完全に接続さ
れるまで押し込みます。 ドライブを付属のネジで固定します。

• 2.5” ドライブの場合： 
a 2.5” ディスクホルダ（タイプ C、別売り）にドライブを置き、2.5” ネジでドライブを固定します。

ハードウェアの設定

http://www.synology.com
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b 2.5” インチ用ディスクホルダをハードドライブ用ベイにスライドさせて挿入し、ドライブが SATA コネ
クタに接続されるまで押し込みます。 ディスクホルダを付属のネジで固定します。

3 上ケースを戻し、バックパネルをネジで固定します。

DiskStation を起動する
1 付属のアダプタのボタンを押して、下図に示すようにプラグケースから取り出してください。

2 付属のプラグ アダプタを下に押して、スロット内部に挿入します。 DiskStation に付属しているプラグ アダ
プタは、お住まい地域によっては異なる場合がありますのでご注意ください。 下図は参照用です。
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3 DiskStation の電源ポートに AC 電源アダプターを接続します。 もう片方のプラグをコンセントに繋ぎます。
4 LAN ケーブルを使用して DiskStation をスイッチ / ルーター / ハブに接続します。
5 電源ボタンを押して、DiskStation の電源を入れます。

以上で終わりです。 DiskStation は、オンラインとなり、ネットワーク コンピュータから検知されます。
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章節

ハードウェアの設定が完了したら、Synology のブラウザ ベースのオペレーティング システム ､DiskStation 
Manager（DSM）を DiskStation にインストールします。

Web Assistant を使って DSM をインストールする
DiskStation には「Web Assistant」というツールが内蔵されています。これは、インターネットから最新の 
DSM をダウンロードし、DiskStation にインストールするためのツールです。 Web Assistant を使用するには、
次の手順に従ってください。

1 DiskStation の電源を入れます ｡
2 DiskStation と同じネットワークに繋がれたコンピュータでウェブ ブラウザを開きます。
3 ブラウザのアドレス バーに次のいずれかを入力してください。

a find.synology.com
b diskstation:5000

4 使用する Web ブラウザで Web Assistant が起動します。 これはローカル ネットワーク内の DiskStation を検
索、検出します。 DiskStation の状態は「未インストール」になっているはずです。

5 [接続 ] をクリックすると設定が開始されますので、画面の指示に従ってください。

注：
1. Web Assistant で DSM をインストールするには、DiskStation をインターネットに接続する必要があります。
2. 推奨するブラウザ： Chrome、Firefox
3. DiskStation とコンピュータはどちらも同じローカル ネットワーク上になければなりません。

詳細情報
以上で終わりです。 DiskStation は作動する準備が整っています。 DiskStation に関するその他の情報やオンラ
インリソースに関しては、www.synology.com を参照してください。

DSM を DiskStation にインストールする

http://find.synology.com
http://diskstation:5000
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付録

アイテム DS115j

内部ドライブ 3.5” または 2.5” SATA (II) x 1

最大容量 5 TB（1 x 5 TB ハードドライブ）

外部デバイス ポート USB 2.0 x 2

LAN ポート ギガビット x 1

外寸 (H x W x D) (mm) 165 x 71 x 224

重量 (Kg) 0.71

対応クライアント
• Windows XP 以降
• Mac OS X 10.5 以降
• Ubuntu 9.04 以降

ファイル システム
• 内蔵ディスク： EXT4

• 外付ディスク： EXT3、EXT4、FAT、NTFS、HFS+（読み取り専用）

対応する RAID タイプ Basic

認証機関 • FCC Class B  • CE Class B  • BSMI Class B

HDD ハイバネーション あり

ローカライゼーション言語

環境条件

• ライン電圧： 100V から 240V AC
• 実行頻度： 50/60Hz

• 運用温度： 40 から 95˚F（5 から 35˚C）
• 保管温度： -5 から 140˚F（-20 から 60˚C）

• 相対湿度： 5% ～ 95% RH
• 最大動作高度： 6,500 フィート（2,000 メートル）

注：モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。 最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

仕様
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付録

LED インジケータ 色 状態 説明

STATUS

緑 点灯 ボリューム正常

オレンジ

点灯 使用可能な空き容量 < 1 GB または < 1 %

点滅
ドライブがクラッシュしました / ボリュームが劣化

またはクラッシュしました

内部ドライブなし

オフ HDD ハイバネーション

フロント LAN
緑

点灯 ネットワークに接続済み

点滅 ネットワーク接続中

オフ ネットワークなし

DISK

緑
点灯 ディスク使用可能（アイドル状態）

点滅 ドライブにアクセス中

オレンジ 点灯 ドライブ エラー

オフ HDD ハイバネーション /内部ドライブがありません

電源
青

点灯 電源オン

点滅 ブート中またはシャットダウン中

オフ 電源オフ

注：モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。 最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

LED インジケータ表



 

 

SYNOLOGY, INC. 
エンドユーザー用の使用許諾契約 

必ずお読みください：このエンドユーザー用の使用許諾契約書（EULA）は、あなた（1 人の個人または 1 つの団体のいずれか）

と SYNOLOGY, INC. および SYNOLOGY AMERICAN CORP および SYNOLOGY UK LTD. を含むその関係会社（総称して

「SYNOLOGY」という）の間で、WWW.SYNOLOGY.COM からダウンロード可能な、あるいは SYNOLOGY 製品（以下、「製

品」という）に付属またはインストールされた SYNOLOGY ソフトウェアおよびその他の関連するファームウェア、媒体、説

明書、および「オンライン」または電子ドキュメント（総称して「ソフトウェア」という）について交わされる法的な契約書

です。 

あなたは、ソフトウェアを含むパッケージを開ける、SYNOLOGY によりプリインストールされていないソフトウェアをインス

トールする、またはプリインストールされたソフトウェアに含まれた製品を使用することにより、本書の利用規約に従うこと

に同意したと見なされます。本書の利用規約に同意しない場合は、製品の梱包を開けない、ソフトウェアをインストールしな

い、ソフトウェアを含む製品を使用してはいけません。その場合は、製品を購入した販売店に製品を返却し、販売店の返却条

件に従って返金を求めてください。 

第 1 条。条件付きソフトウェアライセンス。  本書の利用規

約に従い、Synology は、ユーザーに、製品の許可された使用

に関して、製品ソフトウェアをインストール、実行、使用す

るための限定付き、非独占的、譲渡不可の個人用ラインセン

スを許可します。 

第 2 条。文書。  ソフトウェアに付属のいかなる文書も適度

な枚数の複製を作成し使用することができます。その複製

は、社内使用に限り、第三機関に対して再発行または再配布

（ハードコピーまたは電子コピーのいずれの形式において

も）してはけません。 

第 3 条。バックアップ。  ユーザーは、バックアップおよび

保管目的において適切な枚数のソフトウェアの複製を作成

することができます。 

第 4 条。更新。  元のソフトウェアを更新するまたは補足す

るために Synology が提供するまたは Synology のウェブサ

イト（www.synology.com）（以降、「ウェブサイト」とい

う）で利用可能なソフトウェアは、その更新または補足に対

して別のライセンス契約が提供される場合を除き、本書に準

拠します。別のライセンス契約が提供される場合は、それに

準拠します。 

第 5 条。ライセンス制限。  第 1 条で制定されるライセンス

は、ユーザーが注文および購入した製品の定める範囲で適用

され、そのソフトウェアに対するユーザーのすべての権利を

提示します。Synology は、本書において明確にユーザーに与

えられていないすべての権限を保有します。前述の制限を無

視して、ユーザーは第三者に対して以下の権限を与えるまた

は許可してはいけません。(a) 製品に関する目的以外で本ソ

フトウェアを使用すること、(b) 本ソフトウェアの使用許可、

配布、リース、レンタル、転写、譲渡、その他の処理、また

は商業目的でホストされる、またはサービスを提供する環境

において本ソフトウェアを使用すること、(c) 本ソフトウェア

のリバースエンジニア、逆コンパイル、逆アセンブル、また

は本ソフトウェアのソースコードまたは機密情報を得るた

めの試みを行うこと、ただし、この制限に関わらず準拠法に

よりそのような行動が明確に許可されている場合は除く、(d) 
ソフトウェアの派生物を採用、修正、改造、翻訳、または作

成すること、(e) 製品の著作権表示またはその他の所有権表

示を取り除く、修正する、隠すこと、(f) 製品またはソフトウ

ェアのコンポーネント、特徴、機能へのアクセスを Synology 
が管理するために使用するあらゆる方法を回避、または回避

しようとすること。 

第 6条。オープンソース。  本ソフトウェアには、GNU General 
Public License ("GPL Components")
（ http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 参 照 ） の 下 で 
Synology にライセンス許可が与えられているコンポーネン

トが含まれる場合があります。GPL の条件は、本書の内容が 
GPL コンポーネントの使用に関して GPL の要件と衝突する

場合に GPL コンポーネントに対してのみ適用され、そのよ

うな場合、ユーザーは該当コンポーネントの使用について 
GPL に準拠することに同意するものとします。 

第 7 条。監査。  Synology は、本書の利用規約に関するユー

ザーのコンプライアンスを監査する権利を有します。ユーザ

ーは、Synology に、施設、設備、帳簿と記録、文書へのアク

セスを許可し、Synology の監査を促進させるために適切な協

力を行うことに同意します。 

第 8 条。所有権。  本ソフトウェアは、Synology およびライ

センス契約者の価値のある資産であり、著作権法およびその

他の知的財産法および条約で保護されています。Synology ま
たはそのライセンス契約者は、本ソフトウェアが持つ、およ

び対するすべての権利および権限を保有し、本ソフトウェア

のすべての著作権およびその他の知的所有権を保有します。 

第 9 条。制限付き保証。  Synology は、プレインストールさ

れているソフトウェアを除く製品のソフトウェアをインス

トール、またはプレインストールされているソフトウェアを

使用してから 90 日間に限り、規定（「保証期間」）に従っ

て保証しています。本ソフトウェアは、ソフトウェアに対し

て Synology が公開、またはウェブサイトで制定する仕様に

準拠します。Synology は、商取引上の合理的な方法で、

Synology 独自の決断により、ソフトウェアの不具合を修正す

る、または前述の保証に準拠しないソフトウェアを交換す

る、のいずれかを行います。ただし、この場合、保証期間内

にユーザーが Synology に対して不具合を書面にて通知する

必要があるとします。前述の保証は、以下を起因とする不具

合には適用されません。(w) 本書に従って使用、複製、配布、

公開しない場合、(x) Synology 以外の者によるソフトウェア

のカスタマイズ、修正、その他の改造が行われた場合、(y) 
Synology 以外の者により提供された製品、サービス、または

その他の事柄とソフトウェアを併用した場合、または (z) 本
書の規定に従わない場合。 

第 10 条。サポート。  保証期間中、Synology は、ユーザー

にサポートサービスを提供します。保証期間後のソフトウェ

アに対するサービスは、書面による要望がある場合において 
Synology により提供される場合があります。 

第 11 条。保証の放棄。  明確に前述されている場合を除き、

SYNOLOGY およびそのサプライヤはソフトウェアを「現状

のまま」、一切を購入者の責任で提供します。SYNOLOGY お
よびそのサプライヤは、本書において、明示的または暗示的

に関わらず、法的、法律またはその他の方法により生じる、

市販性、特定目的または使用との適合性、本ソフトウェアに

関する権利を侵害していないことを含みそれに限定されな

いその他のすべての保証を放棄します。上述の制限を除い

て、SYNOLOGY は、本ソフトウェアにバグ、エラー、ウィ

ルス、その他の不具合が生じないことを保証しません。 

第 12 条。特定損害の放棄。  いかなる場合も SYNOLOGY お
よびそのライセンサーは、ソフトウェアの使用または使用し

http://www.synology.com/�
http://www.synology.com/�


 

 

ないこと、または本書に規定される、または本書に関連して

発生する偶発的、間接的、特別、懲罰的、結果的、または同

等の損害（データ、情報、収益、利益またはビジネスの喪失

を含みそれに限定されない）を補うための費用について、契

約、不法行為（過失を含む）、厳格責任、またはその他の論

理が基であるかどうかに関わらず、SYNOLOGY がその損害

の可能性について知らされている場合においても一切の責

任を負いません。 

第 13 条。責任の制限。  本ソフトウェアの使用、または使用

できないことから生じる、または関連する、または本書また

は本ソフトウェアに記載される、または関連する 
SYNOLOGY およびそのサプライヤの責任は、契約、不法行

為（過失を含む）、厳格責任、またはその他の論理が基であ

るかどうかに関わらず、負う損害の額面に関わらず、製品の

購買に実際に費やした額面に限定します。前述の保証の放

棄、特定損害の放棄、および責任の制限は、準拠法の許す範

囲で最大限に適用されます。州および／または管轄の法律に

よっては、暗示保証の除外または特定損害の除外または制限

を許可していない場合があります。本書に適用されるそれら

の法律の許す範囲で、上述の除外および制限がユーザーに適

用されない場合があります。 

第 14 条。輸出規制。  本ソフトウェアは、米国の輸出規制の

対象です。ユーザーは、米国輸出管理規則を含みこれに限定

されない、本ソフトウェアに適用されるすべての準拠法およ

び規定を準拠することに同意したと見なされます。 

第 15 条。米国政府の許認可権。  米国政府に提供されるすべ

てのソフトウェアには、本書に記述される商用使用権および

制限事項が付与されています。本ソフトウェアをインストー

ル、コピー、または使用することにより、米国政府は、FAR 
Part 12 の意義の範囲内で、本ソフトウェアが「商用コンピ

ュータソフトウェア」または「商用コンピュータソフトウェ

アの説明書」であることに合意します。 

第 16 条。契約の終了。  その他の権利を侵害することなく、

ユーザーが本書の利用規約に従わない場合は、Synology が本

書の契約を終了する場合があります。その場合、ユーザーは

本ソフトウェアの使用を止め、本ソフトウェアのすべてのコ

ピーおよびそのすべてのコンポーネントを破棄する必要が

あります。 

第 17 条。譲渡。  ユーザーは、本書に記載されるユーザーの

権利を第三者に移譲または譲渡してはいけません。前述の制

約に違反するそのような移譲または譲渡は、無効です。 

第 18 条。準拠法。  地域法で明確に禁止する場合を除き、本

書は、接触法の原則に反するかどうかに関係なく、米国ワシ

ントン州の法律に準拠します。1980 年に採択された国際物品

売買契約に関する国際条約またはその後続は適用しません。 

第 19 条。紛争の解決。  本ソフトウェアに関して、またはユ

ーザーと Synology との関係について Synology が提供する

本保証、本ソフトウェアまたはサービスから生じるまたは関

係するいかなる紛争、論争、または主張も、ユーザーが米国

に住居する場合は、米国仲裁協会（American Arbitration 
Association）の現行の商事規則に従って単独かつ最終的に仲

裁解決されるものとします。ユーザーが米国以外に住居する

場合は、以下を参照ください。仲裁は単一の調停者の前で実

施され、ユーザーと Synology の間の紛争のみに限定されま

す。仲裁または仲裁の一部は、その他の仲裁に合併されず、

集団または集団代表ベースでは実施されません。仲裁は、書

類の提出、電話、オンラインまたは当事者の要請により、調

停者の決定した個人により、米国ワシントン州キング郡で実

施されるものとします。米国または非米国の仲裁またはその

他の訴訟では、勝訴した当事者は、その当事者が支払う仲裁

費用を含むすべての費用や妥当な弁護士料金を受け取るこ

とになります。そのような仲裁の手続きで行われた決定は最

終的で、当事者を拘束するものであり、その結果に従って適

格な司法管轄権の裁判所において裁定が行われる可能性が

あります。この条項がない場合、あなたは裁判所を通じて紛

争の訴訟を起こす権利を有しており、これには、集団または

集団代表ベースでの請求を要求する訴訟の権利が含まれて

いることをあなたは理解していますが、あなたは明示的およ

び意図的にこれらの権利を放棄し、この第 19 条に従って、

拘束力のある仲裁を通じて紛争を解決することに同意した

ことになります。ユーザーが米国に住居しない場合、本条に

記述される紛争の訴訟は、最終的に、R.O.C. 仲裁法および関

連する執行機関の規則の手順に従って 3人の仲裁者により仲

裁解決されるものとします。仲裁は台湾 R.O.C. の台北で行

われ、仲裁の手続きは英語で行われ、両当事者が同意する場

合は、北京語で行われるものとします。仲裁裁定者は最終的

で、当事者を拘束するものであり、司法管轄権を持つ裁判所

において強制力を持ちます。本条のいかなる部分も、

Synology が差し止めによる救済またはその他の権利および 
Synology の知的財産権に関連する本書の条項への不履行ま

たはその脅威に対する法律または衡平法における救済手段

の要求を禁止または制限しないこととします。 

第 20 条。弁護士費用。  本書におけるいかなる仲裁、調停、

その他の法的行為、または権限または救済手段を行使する

際、勝訴した当事者は、他の救済措置に加えて、その費用お

よび適切な弁護士料金を回収する権利があります。 

第 21 条。契約の分離。  本書に、管轄裁判所で無効、不法、

または法的強制力がないと判断された条項がある場合にお

いても、本書の残りの部分は有効に存続します。 

第 22 条。完全合意。  本書は、本ソフトウェアおよび本書の

対象物について Synology とユーザー間の完全合意を制定

し、書面または口頭に関わらず、すべての事前および同時期

の了解事項および合意に優先します。本書の条項に対する訂

正、修正、または権利放棄は、実施する当事者が署名する法

的文書で制定されていない限り、拘力がありません。 



 

 

SYNOLOGY, INC. 
制限付き製品保証 

本限定保証（「保証」）は、SYNOLOGY AMERICA CORP AND SYNOLOGY UK LTD. を含む SYNOLOGY, INC. およびその

関連会社（総称して「SYNOLOGY」という）の製品（以下に記載）に適用されます。ユーザーは、製品パッケージの開封ある

いは製品の使用により、本保証の条件に拘束されることを承諾し、同意します。本保証の条件に同意しない場合は、製品を使

用しないでください。その場合は、製品を購入した販売店に製品を返品し、販売店の返品規定に従って返金を求めてください。 

第 1 条。定義。  (a) 「新製品」には、次の製品が含まれます。

(1) 「カテゴリー I 製品」とは、Synology 製品モデル RS810+、
RS810RP+、RX410、13 シリーズ以降の XS+/XS が末尾に

ついたすべての DS/RS NAS モデル（RS3413xs+ を除く）、

または 13 シリーズ以降の 12 ドライブベイ搭載の全 DX/RX 
拡張ユニットを意味します。(2) 「カテゴリー II 製品」とは、

Synology 製品モデル RS3413xs+、RS3412xs、RS3412RPxs、
RS3411xs、RS3411RPxs、RS2211+、RS2211RP+、RS411、
RS409RP+、RS409+、RS409、RS408-RP、RS408、RS407、
DS3612xs、DS3611xs、DS2411+、DS1511+、DS1010+、
DS710+、DS509+、DS508、EDS14、RX1211、RX1211RP、
RX4、DX1211、DX510、DX5、VS240HD、RAM モジュー

ル（1GB/2GB/4GB/8GB）を意味します。(3) 「カテゴリー III 
製品」とは、次の要件を満たす Synology 製品モデルを意味

ます。12 シリーズ以上の 5 個のドライブベイを持つ、XS+/XS 
が末尾につかないすべての DS NAS モデル、12 シリーズ以

上の XS+/XS が末尾につかないすべての RS NAS モデル、12 
シリーズ以上の 4 または 5 ドライブベイを持つ、すべての 
DX/RX 拡張ユニットを意味します。(4)「カテゴリー IV 製品」

とは、2008 年 3 月 1 日以降にカスタマにより購入されたそ

の他すべての Synology 製品モデルを示します。(5)「カテゴ

リー V 製品」とは、2008 年 2 月 29 日までにカスタマによ

り購入されたその他すべての Synology 製品モデルを示しま

す (b) 「モデルチェンジされた製品」とは、一新されたモデ

ルでオンラインショップを通じて Synology が直接販売する 
Synology 製品を意味し、Synology ディストリビューターや

正規販売店は含みません。(c) 「お客さま」とは、Synology ま
たは Synology の正規代理店および販売店から製品を購入し

た最初の個人または団体を示す。(d) 「オンライン ショップ」

とは、Synology または Synology の子会社が運営するオンラ

イン ショップを意味します。(e) 「製品」とは、新製品また

はモデルチェンジされた製品、および Synology によって製

品に搭載されたハードウェアおよび付属のドキュメンテー

ションを意味します。(f) 「ソフトウェア」とは、カスタマが

購入した製品に付属する、カスタマがウェブサイトからダウ

ンロードする、または Synology の製品にプリインストール

されている Synology の保有するソフトウェアで、ファーム

ウェア、関連する媒体、画像、アニメーション、動画、オー

ディオ、テキスト、ソフトウェアまたは製品に組み込まれる

アプレット、および該当ソフトウェアのアップデートまたは

アップグレードが含まれる。(g)「保証期間」とは、お客さま

が製品を購入した日から始まり、(1) カテゴリ I 製品は 5 年間、

(2) カテゴリ II および III 製品は 3 年間、(3) カテゴリ IV 製品

は 2 年間、(4) カテゴリ V 製品は 1 年間、(5)「現状のまま」

で販売された製品、またはオンラインショップで「保証なし」

の状態で販売された製品を除き、新たに提供された製品は提

供後  90 日間とします。 (h)「ウェブサイト」とは、

www.synology.com に配置されている Synology ウェブサ

イトを指します。 

第 2 条。制限付き保証と救済手段 

2.1 制限付き保証。  第 2.6 条に従って、Synology は、保

障期間中、各製品について (a) 製造上の材料不良がないこと、

(b) 正常な使用において Synology の公開仕様に従って正し

く機能することをカスタマに保証します。Synology は、製品

付属のエンドユーザー用の使用許諾契約書（存在する場合）

の条項に従ってソフトウェアを保証します。Synology は、「現

状のまま」販売されるモデルチェンジされた製品、またはオ

ンラインショップから「保証なし」で購入された製品につい

ては、保証を行いません。 

2.2 唯一の法的救済手段。  カスタマが以下に説明する方

法で適切な保証期間内に第 2.1 条で制定する保証の不具合を

通知した場合、Synology が該当する不具合を検証した後、

Synology が独自の判断で以下を行います。第 2.3 条に従って

製品の完全な返却が行われた後に、(a) 商業的に適切な方法

で製品を修理する、または、(b) 不具合のない製品または部

品と交換します。前述は、第 2.1 条の保証不履行または製品

に対するその他の不具合または欠陥に対する Synology の完

全な責任であり、カスタマの唯一かつ非排他的な救済手段で

す。カスタマは、製品の不具合に対する Synology の診断と

検証を適切に支援しなければなりません。第 2.1 条に制定す

る保証に以下は含まれません。(1) ソフトウェアに関係する

保証、(2) カスタマの現場における製品の物理的な設置と取

り外し、(3) カスタマの現場への訪問、(4) Synology および契

約サービスプロバイダの通常営業時間（週末およびサービス

プロバイダの休日を除く）以外に不具合部品の修理または交

換に必要な労働時間、(5) 第三機関の設備またはソフトウェ

アで行う作業、(6) カスタまたは第三機関が設置したハード

ディスクの保証、(7) ハードディスクの互換性保証。 

2.3 返却。  第 2.2 条に従ってカスタマが返却する製品は、

返却前に Synology から商品返却確認番号（RMA）を取得し、

Synology の現行の RMA 手順に従って返却しなければなり

ません。カスタマは、Synology 正規代理店または販売店に連

絡して RMA の取得を依頼し、依頼時に購入の証明および製

品のシリアル番号を提示する必要があります。保証請求の場

合、本保証の対象とするため、カスタマは、第 2.3 条に従っ

て製品を完全な状態で Synology に返却する必要があります。

RMA 番号を取得せずに返却された製品、または分解された

製品（Synology の指示による場合は例外）は、受け取りを拒

否され、カスタマの費用でカスタマに返送されます。RMA 番
号を取得した製品は、必ず Synology から納品された状態に

可能な限り近い状態で、Synology の指定する住所に、製品を

十分保護できるよう梱包し、箱の外側の見える場所に RMA 
番号を明記して、運賃前払いで返却してください。返却する

品物が Synology に適切に配達されるまで、品物に対する保

険および損失はカスタマの責任です。RMA 番号を取得した

製品は、その RMA 番号を発行してから 15 日以内に必ず返送

してください。 

2.4 Synology による交換。  第 2.1 条に従って本保証で 
Synology が製品交換を選んだ場合は、Synology は、第 2.3 条
に従って返品された不具合製品を受領後、その製品の保証に

適合するか確認した上、自社負担で Synology の選択した配

送方法により交換製品を発送します。一部の国においては、

Synology は独自の判断により、特定製品に Synology 交換サ

ービスを適用する場合があります。お客様が返却した不具合

製品を受領した後で、Synology は交換製品を出荷します

（「Synology 交換サービス」）。 

2.5 サポート。  保証期間中、Synology は、カスタマにサ

ポートサービスを提供します。保証期間後の製品に対するサ

ービスは、書面による要望がある場合において Synology に
より提供される場合があります。 

2.6 例外。  前述の保証および保証義務は、(a) 製品仕様に

指定または説明されていない方法によりインストールまた

は使用された製品、(b) Synology またはその代理店または任
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命者以外により修理、修正、改正が行われた製品、(c) 何らか

の方法で誤用、悪用、損傷した製品、(d) 製品が意図するデ

ザインのハードウェアまたはソフトウェア以外で Synology 
が提供していない品物を使用した製品、(e) その他の方法で

製品の仕様に準拠していない製品、および Synology の管理

下でない原因に起因する不具合には適用されません。また、

前述の保証は、(1) Synology が許可した場合以外にカスタマ

が製品を分解した場合、(2) Synology がカスタマに対して提

供する修正、改正、強化、改善、その他の更新をカスタマが

実施しない場合、(3) カスタマが第三者が提供する修正、改

正、強化、改善、またはその他の更新を実施、インストール

または使用した場合には無効になります。第 2.1 条に制定す

る保証は、カスタマが第三者に販売または譲渡すると終了し

ます。 

2.7 保証の放棄。  本書に制定する SYNOLOGY の保証、

義務、責任、およびカスタマの救済手段は、非排他的かつ代

用であり、明示または暗示に関わらず、法律またはその他の

原因により生じる、以下を含みそれに限定されない本保証の

下で提供される製品、ソフトウェア付属の文書、およびその

他の品物またはサービスに関連して SYNOLOGY のその他

のすべての保証、義務、責任およびカスタマの SYNOLOGY 
に対するその他の権利、主張、救済手段を放棄、譲渡、拒否

します。(A) 市販性または特定目的または使用との適合性に

対する暗示保証、(B) 履行の過程、取引の過程、または商慣

習により生じる暗示保証、(C) 侵害または不正利用に対する

請求、または (D) 不正行為（過失、厳格責任、製品責任また

はその他の理論に基づくかどうかに関わらず）に対する請

求。SYNOLOGY は、SYNOLOGY の製品に保管されたデー

タまたは情報が安全であり、データ消失の危険がないことを

保証したり具体的に放棄したりしません。SYNOLOGY は、

カスタマに製品に保管するデータをバックアップするな

ど、適切な対策を実施するよう勧めています。州/司法管轄区

によっては、暗示保証の制限を許可しないため、上述の制限

がカスタマに適用されない場合があります。 

第 3 条。責任の制限。 

3.1 不可抗力。  適切に制御できない原因または条件（カ

スタマの作為または不作為を含みこれに限定しない）により

本保証が定める義務の不履行または遅延が発生した場合、

Synology は、本保証に対して一切責任を負わない、または本

保証の違反または不履行と見なされません。 

3.2 特定損害の放棄。  いかなる場合も SYNOLOGY およ

びそのサプライヤは、製品、付属の文書またはソフトウェ

ア、および本書に基づいて提供されるその他の品物またはサ

ービスの使用または使用しないことにより発生する偶発

的、間接的、特別、懲罰的、結果的、または同等の損害（デ

ータ、情報、収益、利益またはビジネスの喪失を含みそれに

限定されない）を補うための費用について、契約、不法行為

（過失を含む）、厳格責任、またはその他の論理が基である

かどうかに関わらず、SYNOLOGY がその損害の可能性につ

いて知らされている場合においても一切の責任を負いませ

ん。 

3.3 責任の制限。  本製品、付属の文書またはソフトウェ

ア、および本保証に基づいて提供される品物またはサービス

の使用、または使用できないことから生じる、SYNOLOGY お
よびそのサプライヤの責任は、契約、不法行為（過失を含

む）、厳格責任、またはその他の論理が基であるかどうかに

関わらず、負う損害の額面に関わらず、製品の購買に実際に

費やした額面に限定します。前述の特定損害の放棄、および

責任の制限は、準拠法の許す範囲で最大限に適用されます。

州および／または管轄の法律によっては、暗示保証の除外ま

たは特定損害の除外または制限を許可していない場合があ

ります。本製品に適用されるそれらの法律の許す範囲で、上

述の除外および制限がカスタマに適用されない場合があり

ます。 

第 4 条。その他。 

4.1 所有権。  本製品および製品付属のソフトウェアおよ

び説明書には、Synology および第三者サプライヤおよびライ

センサーの所有権および知的所有権が含まれています。

Synology は、製品のすべての権利、権限、知的所有権を保有

および保留します。製品、付属のソフトウェアまたは説明

書、および本保証に基づいて提供されるその他の物品に含ま

れる、または対する権利、所有権または知的所有権は、本保

証の下でカスタマに移譲されません。カスタマは、 (a) 
Synology または Synology の正規代理店または販売店が提供

するソフトウェアに付属する Synology エンドユーザー用の

使用許諾契約書の利用規約に準拠し、(b) 製品またはそのコ

ンポーネント、付属のソフトウェアをリバースエンジニアを

試みる、またはその他の方法で Synology の知的所有件に不

適切に回避、または違反してはいけません。 

4.2 譲渡。  カスタマは、本書に基づく自身の権利を、直

接、法律の運用または他の方法により、Synology から事前に

書面による承諾を得ずに譲渡してはいけません。 

4.3 追加条件なし。  本保証で明確に許可した場合を除き、

他の当事者が発注書、領収書、承認書、確認書、通信、その

他の方法で作成した本保証のあらゆる条項、条件、条項と衝

突するその他の規定に対して、両当事者が制約される、当事

者の片側が特別に対象となることはありません。ただし、各

当事者が書面においてそのような条項に特別に同意してい

る場合は除きます。また、本保証が製品に関連する当事者と

締結した別の契約書の利用規約と衝突する場合、他の契約書

が本保証の条項に優先されることを特別に言及している場

合を除き、本保証が優先されます。 

4.4 準拠法。  地域法で明確に禁止する場合を除き、本保

証は、接触法の原則に反するかどうかに関係なく、米国ワシ

ントン州の法律に準拠します。1980 年に採択された国際物品

売買契約に関する国際条約またはその後続は適用しません。 

4.5 紛争の解決。  本製品またはカスタマ間の関係に対し

て Synology が提供する本保証、製品またはサービスから生

じる、または関連する、いかなる紛争、論争、または主張も、

ユーザーが米国に住居する場合は、米国仲裁協会（American 
Arbitration Association）の現行の商事規則に従って単独かつ

最終的に仲裁解決されるものとします。ユーザーが米国以外

に住居する場合は、以下を参照ください。仲裁は単一の調停

者の前で実施され、カスタマと Synology の間の紛争のみに

限定されます。仲裁または仲裁の一部は、その他の仲裁に合

併されず、集団または集団代表ベースでは実施されません。

仲裁は、書類の提出、電話、オンラインまたは当事者の要請

により、調停者の決定した個人により、米国ワシントン州キ

ング郡で実施されるものとします。米国または非米国の仲裁

またはその他の訴訟では、勝訴した当事者は、その当事者が

支払う仲裁費用を含むすべての費用や妥当な弁護士料金を

受け取ることになります。そのような仲裁の手続きで行われ

た決定は最終的で、当事者を拘束するものであり、その結果

に従って適格な司法管轄権の裁判所において裁定が行われ

る可能性があります。この条項がない場合、カスタマは裁判

所を通じて紛争の訴訟を起こす権利を有しており、これに

は、集団または集団代表ベースでの請求を要求する訴訟の権

利が含まれていることをカスタマは理解していますが、カス

タマは明示的および意図的にこれらの権利を放棄し、条項

4,5 に従って、拘束力のある仲裁を通じて紛争を解決するこ

とに同意したことになります。米国以外のお客様の場合、紛

争は R.O.C. 仲裁法および関連施行規則の手順に従って 3 人

の中立調停者により実施される仲裁により、最終的な解決が

行われます。仲裁は台湾 R.O.C. の台北で行われ、仲裁の手

続きは英語で行われ、両当事者が同意する場合は、北京語で

行われるものとします。仲裁裁定者は最終的で、当事者を拘

束するものであり、司法管轄権を持つ裁判所において強制力

を持ちます。本条のいかなる部分も、Synology が差し止めに



 

 

よる救済またはその他の権利および Synology の知的財産権

に関連する本保証の不履行またはその脅威に対する法律ま

たは衡平法における救済手段の要求を禁止または制限しな

いこととします。 

4.6 弁護士費用。  本保証におけるいかなる仲裁、調停、

その他の法的行為、または権限または救済手段を行使する

際、勝訴した当事者は、他の救済措置に加えて、その費用お

よび適切な弁護士料金を回収する権利があります。 

4.7 輸出規制。  本製品は、米国の輸出規制の対象です。

ユーザーは、米国輸出管理規則を含みこれに限定されない、

本製品に適用されるすべての準拠法および規定を準拠する

ことに同意したと見なされます。 

4.8 契約の分離。  本保証に、管轄裁判所で無効、不法、

または法的強制力がないと判断された条項がある場合にお

いても、本保証の残りの部分は有効に存続します。 

4.9 完全合意。  本保証は、本件に関する Synology とお客

様との間のすべての同意を制定し、あらゆるおよびすべての

事前同意に優先します。本保証の条項に対する訂正、修正、

または権利放棄は、実施する当事者が署名する法的文書で制

定 さ れ て い な い 限 り 、 拘 力 が あ り ま せ ん 。

注意：英語版とその他の言語の説明に矛盾または不一致がある場合は、英語版を優先します。 
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