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Synology Directory Server について

Synology Directory Server は、Samba スキーマを利用したアカウントおよびリソース管理サービ

スを一元化するプラットフォームを提供します。ユーザー / グループ管理、組織単位 (OU)、グル

ープ ポリシー、Kerberos ベースの認証、多様なクライアント デバイスのデプロイメントなど、

よく使用される Windows Active Directory® の機能をサポートします。Synology Directory Server

によってドメインサービスがセットアップされることで、ディレクトリ データベースの保存、ユ

ーザーアカウントの管理、組織構造に応じたデバイスのデプロイが安全に可能になります。

Synology Directory エッセンシャルズ

このセクションでは、Synology Directory サービスの概要をお話し、Synology Directory Server

で管理業務を実施するために必要な知識を学んでいただきます。

ディレクトリ サービス

ディレクトリは、個々のユーザー、グループ、場所、さまざまな種類の情報を含むリポジトリです。

これは、データストレージと管理のためのツールであり、ユーザーまたはデバイスがアクセスした

い情報を簡単に見つけることができます。コンピュータ サイエンスでは、ディレクトリ サービス

は、すべてのアカウント情報を一か所に格納します。このサービスにより、複数のリソースが連携

して作業できるようになるため、ユーザーのアクセス承認、ID の構成、ユーザーとグループ間の

関係の管理などに適しています。

Active Directory® と Synology Directory サービス

Active Directory® (AD) は、情報の一元化されたデータベースを提供する、一種のディレクトリサ

ービスです。これにより、IT 管理者が、アカウント、コンピューター、プリンターといったオブ

ジェクトやリソースを安全に管理できるようになります。Synology Directory Server は、AD ベー

スの Synology Directoryサービスで、ユーザーが直感的なインターフェイスでリソースを保存
し、デプロイできるようになります。

ドメイン ネーム システム (DNS)

Synology Directory サービスは、ドメイン ネーム システム (DNS) を採用して、コンピュータ、プ

リンタ、またはその他のリソースを階層構造で整理します。

ドメインはリソースの作成と管理のための論理的な境界で、DNS はリソースをドメイン名で構造

第 1 章：はじめに
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化する標準のインターネットサービスです。ドメイン (「syno.local」など ) では、デバイスは、人

が読み取れるホスト名 (「pc1.syno.local」など ) を、インターネット プロトコルを使用してデバ

イスを特定するために必要な IP アドレスに解決する DNS を介して展開されます。

これは、Synology Directory Server をインストールする時に、DNSサーバーをセットアップしド
メインの機能を維持するために必要です。

ドメイン コントローラ

ドメイン コントローラ (DC) は、Synology Directory Server のドメインをホストする Synology 

NAS です。ドメインの機能の維持、ディレクトリ データの格納、およびドメイン内でのユーザー

操作の管理を行います。

Synology Directory Server 内では、ドメインが作成される Synology NAS は、自動的にプライマ

リ ドメイン コントローラ (PDC) にプロモートされます。

ドメイン オブジェクト

Synology Directory Server に格納されているドメイン データベースは、オブジェクトに関する

情報で構成され、それぞれがデータベース内の単一および一意のエントリを表します。Synology 

Directory Server で管理できるオブジェクトは以下のとおりです。

• ユーザー：ドメインに展開されたリソースにアクセスできるユーザー アカウント。

• グループ：ドメインオブジェクトをまとめるために使われる管理可能なユニット。ドメイン内の

グループのリソース ( ファイルやデバイスなど ) へのアクセス権限は、その前メンバーに適用さ

れます。

• デバイス：ドメイン ユーザーがアクセスできる物理リソース。コンピュータ、プリンタ、

Synology NAS など。

• 組織単位 (OU)：管理特権とグループ ポリシーを割り当てることができるドメイン内の最小のコ

ンテナ。ユーザー、グループ、コンピュータを OU に配置して、同じ権限とポリシーを委任でき

ます。別の OU に OU を追加して、実際の組織構造に対応する OU 

階層を作成することもできます。そうすることで、Synology Directory Server でドメイン オブ

ジェクトを効率的に構成できます。

互換性と制限

• DSM バージョンの要件：DSM 7.1 およびそれ以降。

• ドメインの機能レベル：Windows Server 2008 R2 と同じ。

• Synology Directory Server は、DNS Server パッケージを使用する必要があります。

• Synology Directory Server は、他のドメイン /LDAP サービスの構成と互換性がありません。

• 対応ドメイン クライアント：

• Windows 7 以降

• macOS

• Linux

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_to_set_up_your_domain_with_Synology_DNS_Server
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• Synology Directory Serverは、適用される Synology NASモデルにのみインストールできます。

• 制限：

• シングル ドメインのみ対応。

• DC として機能する Synology NAS のホスト名は、Synology Directory Server がその上で
稼働した後には変更できません。

• ドメインが作成された後、SMB 署名が自動的に有効になります。これは、SMBファイル転
送中は読み書き性能に影響する場合があります。

• SMB 署名により、SMB 通信をパケット レベルでデジタル署名できます。それを無効にし

て性能を上げたい場合は、［コントロール パネル］ > ［ファイルサービス］ > ［SMB］ 

> ［詳細設定］ > ［サーバー署名有効化］に進み、［無効］を選択し、［保存］をクリッ

クします。 

• 分散ファイルシステム レプリケーション (DFSR) には対応していません。

• Windows PowerShell 用の Active Directory モジュールはサポートされていません。

• セカンダリ ドメイン コントローラ (SDC) は、Synology Directory Server によって作成され

たドメインのみと動作します。

詳細は、Synology Directory Server の技術仕様を参照してください。 

Synology Directory Server のインストール
1. Synology NAS 上の Synology Directory Server をインストールする前に、次をチェックして
ください。 

• Synology NAS のネットワーク接続が、正常に機能しています。 

• ［Storage Manager］ > ［ストレージ］での Synology NAS のボリュームステータスは、

正常です。

• DSM がバージョン 7.1 以降に更新されています。

• あなたは Synology NAS の DSM 管理者 (administrators グループに属しているユーザー ) 

です。

• Synology NAS は、スタティック IP アドレスを使用しています。DC として機能している

Synology NAS に対し、ローカルエリアネットワーク上にスタティック IP アドレスをセット

アップします。これにより、Synology NAS の IP アドレスが変更変更された場合に、クライ

アントが切断されるのを防ぐことができます。

• Synology NASは、ドメインや LDAPディレクトリのクライアントにはなれません。Synology 

NAS がすでにドメインまたは LDAP ディレクトリに参加している場合には、ドメインまたは

LDAP ディレクトリから離脱する必要があります。 

• ローカル エリア ネットワークにドメイン名の干渉がありません。Synology Directory Server 

は、1 つ以上のドメインがローカル ネットワークで同じ名前を持つ場合に、クライアントに

よって発見されなくなります。これを回避するには、別の名前を選択するか、同じ名前のド

メインを削除してください。

2. DSM に管理者 (administrators グループに属しているユーザー ) としてサインインします。

https://www.synology.com/dsm/packages/DirectoryServerForWindowsDomain
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_do_I_change_server_name_when_directory_server_is_activated
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/How_do_I_change_server_name_when_directory_server_is_activated
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/What_can_I_do_when_the_file_transfer_via_Windows_SMB_CIFS_is_slow
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/What_can_I_do_when_the_file_transfer_via_Windows_SMB_CIFS_is_slow
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/synology_directory_server
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3. ［パッケージ センター］ > ［すべてのパッケージ］に進みます。

4. Synology Directory Server を見つけ、［インストール］をクリックします。画面上の説明に
従い、インストール処理を行います。

注：

• Synology Directory Server をインストールする前に無停止のディレクトリサービスを確認す
るために、Synology High Availabilityクラスターをセットアップができます。

ナレッジセンター

Synology Directory Server に関するヘルプ記事、チュートリアル、FAQ、技術仕様、リリースノ

ート、ビデオチュートリアルは、ナレッジセンターを参照してください。 

https://kb.synology.com/search?services%255B%255D=Synology_Directory_Server
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Synology NAS を、ドメイン内でアカウントの管理、デバイスのデプロイメント、アクセス権限の

設定、権限の委任を行う、プライマリ ドメイン コントローラ (PDC) またはセカンダリ ドメイン 

コントローラ (SDC) としてセットアップできます。

• ドメインは PDC をひとつのだけ持てますが、SDC は複数可能です。 

• PDC は、読み書き可能なドメインコントローラー (RWDC) です。

• SDC は、デプロイメントに応じて、読み書き可能なドメインコントローラー (RWDC) 読み取り専

用ドメイン コントローラ (RODC) のいずれかになれます。  

デプロイメント方法の理解

Synology Directory Server でサポートされている 4 つのデプロイメント方法について、以下の 4

つのイメージをご覧ください。それらの方法についての詳細情報は、それに続く表を参照してくだ

さい。 

第 2 章：ドメインコントローラのセットア
ップ
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DC デプロイメント方法 説明

PDC RWDC

ドメインを作成

新しいフォレストのルート ドメインを作成します。 

• このドメインは、Windows Server 2008 R2 の機能レベルをサポートします。 

• ドメインが作成されると、Synology NAS はドメインクライアントとして動作し、

自動的にそのドメインに追加されます。

Windows Server ドメイ

ンから移行

既存の Windows Server ドメインをこの Synology NAS に移行します。 

• 両方の LDAP データベースと SYSVOL 共有フォルダは Synology NAS に完全に複

製されます。 

• 元のドメイン クライアントは、Synology NAS を DNS サーバーとして設定するこ

とで、ドメイン サービスを維持できます。

SDC

RWDC

既存のドメインにドメ

インコントローラを追

加 

Synology NAS を、Synology Directory Server によって作成された既存のドメイン

に参加させます。 

RODC
読み取り専用ドメイン 

コントローラを追加

Synology NAS を、Synology Directory Server または Windows AD によって作成さ

れた既存のドメインに参加させます。Synology NAS を次のために RODC としてセ

ットアップします。 

• ドメインデータベースの読み取り専用コピーをホストする。

• ユーザーアカウント パスワードを事前入力する。

• ユーザーアクセスを認証する。

プライマリドメインコントローラをセットアップする

Synology Directory Server がインストールされていて、既存のドメインが見つからない場合、ド

メインを作成し、Synology NAS を PDC としてプロモートさせることができます。

1. Synology Directory Server を起動します。

2. デプロイメント方法を選択：

• ドメインを作成

• Windows Serverドメインから移行

3. ドメインタイプに応じて次の情報を入力します。 

• ドメイン作成のため：

• ドメイン名：ドメインに対する FQDN (Fully Qualified Domain Name、「syno.local」など ) 

を入力します。

• ワークグループ：ワークグループ名 ( または NetBIOS ドメイン名 ) は自動入力されます。

たとえば、ドメイン名が「syno.local」の場合のデフォルトのワークグループ名は「syno」

になります。

• パスワード：ドメインの管理者アカウントのパスワードを入力します。
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• 確認パスワード：パスワードを再入力します。

• Windows Server ドメインからの移行：

• ドメイン名：Synology Directory Server に移行する Windows ドメインの FQDN を入力し

ます。

• DNSサーバー：既存のWindows DCを解決するDNSサーバーの IPアドレスを入力します。

• アカウント：ドメインの管理者アカウントを次のフォーマットで入力します。

NetBIOS ドメイン名 \ 管理者のユーザー名

• パスワード：管理者アカウントのパスワードを入力します。

4. ［次へ］をクリックし、ウィザードが前提条件チェックを実行し、テスト結果を提供します。

• ：テスト項目がチェックに合格しました。

• ：解決が必要な 1 つまたは複数の小さい問題がある。そのような問題はドメイン サービ
スの異常に帰着することがあります。［詳細］をクリックし、推奨された操作に従い問題を

解決してください。 

• ：直ちに解決が必要な 1 つまたは複数の重要な問題がある。そのような問題は、ドメイン
移行に失敗する原因となる可能性があります。［詳細］をクリックし、推奨された操作に従

い問題を解決してください。 

5. 重大な問題が残らず、テスト項目が前提条件チェックに合格したら、デプロイメント方法に応

じて［ドメインを作成］または［ドメインを移行］移行をクリックします。データ移行に必要

な時間は、データ サイズによって変わります。

ドメイン名の条件： 

• ドメイン名には、英数字、マイナス記号、ドット ( ドメイン名の構成要素を区切るためだけに
使用 ) だけを含みます。

• ドメイン名は、2 つ以上の構成要素を含まなければなりません (「syno.local」など )。

• ドメイン名の先頭には、ハイフン (-) は使用できません。

• ドメイン名は、ハイフン (-) やピリオド (.) で終わることはできません。

• ドメイン名は、お使いの Synology NAS サーバー名とは同じにはできません。

• 最大 64 文字まで入力できます。

パスワード強度要件：

パスワードは、次の規則のうちの少なくとも 3つを満たしている必要があります。

• ラテン文字（付加記号、A-Z を含む）ギリシャ文字、キリル文字の大文字

• ラテン アルファベット（付加記号、a-z を含む）ギリシャ文字、キリル文字の大文字の小文字

• 数字（0 ～ 9）

• #、$、! などの特殊文字。

• Unicode アルファベット（アジア言語のものを含む）
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セカンダリ ドメインコントローラをセットアップする

Synology NASを SDC (RWDCまたは RODC) としてセットアップし、それを Synology Directory 
Serverによって作られた既存ドメインに追加できます。

1. Synology Directory Server を起動します。

2. デプロイメント方法を選択：

• 既存のドメインにドメインコントローラを追加：このオプションは、Synology NASを RWDC

としてセットアップします。

• 読み取り専用ドメイン コントローラを追加：このオプションは、Synology NAS を RODC と

してセットアップします。 

3. 以下の情報を入力してください。

• ドメイン名：既存の Synology ドメインの FQDN を入力します。

• DNSサーバー：既存の Synology DCを解決できるDNSサーバーの IPアドレスを入力します。

• アカウント：ドメインの管理者アカウントを次のフォーマットで入力します。

NetBIOS ドメイン名 \ 管理者のユーザー名

• パスワード：管理者アカウントのパスワードを入力します。

4. ［次へ］をクリックし、ウィザードが前提条件チェックを実行し、テスト結果を提供します。

• ：テスト項目がチェックに合格しました。

• ：解決が必要な 1 つまたは複数の小さい問題がある。そのような問題はドメイン サービ
スの異常に帰着することがあります。［詳細］をクリックし、推奨された操作に従い問題を

解決してください。 

• ：直ちに解決が必要な 1 つまたは複数の重要な問題がある。そのような問題は、ドメイン
移行に失敗する原因となる可能性があります。［詳細］をクリックし、推奨された操作に従

い問題を解決してください。 

5. 重大な問題が残らず、テスト項目が前提条件チェックに合格したら、［ドメインを参加］をク

リックします。 
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第 3 章：ドメインの管理

ドメイン情報を表示

ドメインページに進み、ドメインまたは DC を表示、編集、削除します。

ドメイン情報

ドメイン名 ドメインの完全名。

ドメインの
NetBIOS 名

この名前はローカルエリアネットワークを識別するために使われます。たと
えば、ドメイン名が「syno.local」だとすると、その NetBIOS名は「syno」
になります。 

ドメイン コントローラ

タイプ

プライマリ ドメイン コントローラ

• PDC エミュレータの役割と、Flexible Single Master Operation (FSMO) の
役割をもつサーバー。 

• PDC は、データ同期の問題が発生した場合に、データの更新を行います。

セカンダリ ドメイン コントローラ

• FSMO の役割をもつが、PDC エミュレータの役割はもつことができないサ
ーバー。

読み取り専用ドメイン コントローラ

• ドメイン データベースの読み取り専用コピーを持つサーバーで、パスワー
ド複製ポリシーに従ってユーザー アカウントのパスワードを複製し、ユー
ザー アクセスを認証します。

• RODC は、複製データを RWDC からのみ受けとります。

識別名 (DN)

DNは、ドメインデータベース内の DCのオブジェクト パスです。たとえば、

DC の DN が「CN=SYNOTEST,OU=Domain Controllers,DC=syno,DC=local」

の場合、次のようにしてその要素を分析できます。

• CN=SYNOTEST: この DC のホスト名は、「SYNOTEST」です。

• OU=Domain Controllers: この DC は、組織単位の「ドメイン コントロー
ラ」に属します。

• DC=syno,DC=local：この DC は、ドメイン「syno.local」にデプロイされ
ます。

ロール

PDC エミュレータ

• PDC エミュレータ ロール ホルダーは、Kerberos 認証用の時間同期サービ
スを提供し、ドメイン内の他の DC によって実行されるパスワードの更新
を記録します。 

• このロールホルダーは、ドメインごとに 1 つで、ホルダーは RWDC でなけ
ればなりません。
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ロール

RIDマスター

• 相対 (RID) マスターロールホルダーは、DC がドメイン オブジェクトを追
加できるように、ドメイン内のすべての DC からの RID プール要求に応答
します。 

• このロールホルダーは、ドメインごとに 1 つで、ホルダーは RWDC でなけ
ればなりません。

インフラストラクチャ マスター

• このロールホルダーは、ドメイン間オブジェクト参照を更新する責任があ
ります。 

• このロールホルダーは、ドメインごとに 1 つで、ホルダーは RWDC でなけ
ればなりません。

ドメインの名付けマスター

• ロールホルダーは、ドメインの名前空間の変更に対処するために割り当て
られます。 

• ロールホルダーは、フォレストごとに 1 つで、ホルダーは RWDC でなけれ
ばなりません。

スキーマ マスター

• ロールホルダーは、ディレクトリ スキーマを更新する責任があります。 

• ロールホルダーは、フォレストごとに 1 つで、ホルダーは RWDC でなけれ
ばなりません。

ドメイン権限を表示

以下の表は、DC によって実行できるアクションを示しています。

DCタイプ /アクション PDC
SDC

RWDC RODC

FSMOロールを取得 あり あり なし

パスワード複製ポ
リシーを追加 あり あり 閲覧のみ

パスワード複製ポリ
シーをプレビュー あり あり あり

パスワードの事前投入 あり あり 閲覧のみ

IPアドレスを変更 あり あり 閲覧のみ

DCを降格 はい ( すべての
DC を降格可能 )

はい ( すべての
PDC を降格不可 )

それ自身だけを
降格
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FSMOロールを取得

PDC は、デフォルトで次の FSMO ロールのホルダーです。PDC エミュレータ、RID マスター、イ

ンフラストラクチャ マスター、ドメイン名付けマスター、スキーマ マスター。ただし、RWDC と

して動作する SDC は、FSMO ロールを PDC から取得できます。PDC は、ロールを SDC から取り

戻すこともできます。

1. RWDC 上で、［ドメイン］ > ［ドメイン コントローラ］に進みます。

2. FSMO ロールを取得する RWDC 上で をクリックし、［FSMOロールを取得］を選択します。

3. ［ロール取得モード］ドロップダウンメニューから次のモードのいずれかひとつを選択します。

• 転送ロール：他の RWDC から現在のものに転送します。

• 強制ロール：他の RWDC のロールを強制的に取ります。ロールを奪い取ると、RWDC 間で同

期の問題が発生することがあります。当社は、オリジナルの FSMO ロール所有者が予期せず

に、そして恒久的にオフラインになった時にのみこのモードを使用します。

4. ロールドロップダウンメニューから取るために、ロールを選択します。

5. 自分のドメインの管理者アカウントとパスワードを入力します。

6. ［送信］をクリックし、他の RWDC からロールを取得します。

パスワード複製ポリシーを追加

パスワード複製ポリシーで、RODC にどのユーザー アカウントのパスワードを複製することがで

きるかを決めることができます。パスワード複製ポリシーが加えられ、ユーザー アカウントがパ

スワード複製ポリシーの許可されたリストに載っていると、ユーザー アカウント パスワードは

RODC に複製されます。

ユーザー アカウントを複製することを許可された RODC は、認証リクエストを RWDC (PDC また

は SDC) に転送せずに、ユーザーのログインをパスワード認証します。ただし、ユーザーアカウン

トの複製を拒否された RODC は、認証要求を RWDC に転送します。
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RWDC だけがパスワード複製ポリシーを加えることができます。RODC は、加えられたポリシー

だけを見ることができます。

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに移動します。 

2. OU の左で をクリックし、ドメインオブジェクトを拡張し、次のいずれかを行います。

• 方法 1：

a. ［ドメインコントローラ］をクリックし、RODC 上をダブルクリックして、［パスワード

複製ポリシー］を選択します。

b. ［追加］をクリックし、［適用されたオブジェクト］ドロップダウンメニューからオブジ

ェクトを選択します。

c. オプションを選択し、［追加］ をクリックします。

• 選択されたユーザーアカウントのパスワードを複製するために、RODC を許可します。

• 選択されたユーザー アカウント パスワードの複製から、RODC を拒否します。

d. ［追加］をクリックします。 

• 方法 2：

a. ［ユーザー］をクリックし、オブジェクトの上で右クリックし、［プロパティ］を選択し

ます。

b. ［所属するグループ］をクリックし、オブジェクトを［許可された RODC パスワード レ
プリケーション グループ］に追加、またはパスワード複製ポリシーを適用したグループに
追加します。 

c. ［OK］をクリックします。  
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3. オブジェクトが予期した許可リストまたは拒否リストに入っていることを確認するために、検

査者機能を使用します。 

注：

• ユーザー アカウントが許可リストおよび拒否リストの両方に載っている場合、ユーザー アカ
ウント パスワードは複製されません ( つまり、拒否されたリストが先例になります )。

パスワード複製ポリシーをプレビュー

［検査］機能を使用して、パスワード複製ポリシーの許可リストまたは拒否リスト内のユーザー 

アカウントをプレビューします。

1. DC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに移動します。

2. OU の左でをクリックし、ドメインオブジェクトを拡張し、［ドメインコントローラ］を選
択します。

3. RODC 上でダブルクリックし、［パスワード複製ポリシー］を選択します。

4. ［検査者］ をクリックして、［適用されたオブジェクト］ドロップダウン メニューからプレビ

ューしたいユーザー アカウントを選択します。

5. ［プレビュー］をクリックします。
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6. ニーズに応じてユーザー アカウントを追加、削除、またはエクスポートします。複数選択のた

めには、Ctrl と Shift キーを使用します。

• ［追加］ をユーザー アカウントを、［適用されたオブジェクト］ドロップダウン メニュー

から選択し、［プレビュー］ をクリックします。

• ユーザーアカウントを選択し、［削除］をクリックして、それをプレビューから削除します。

• ［エクスポート］ をクリックすると、ユーザー アカウントが Excel ファイルとしてエクスポ

ートされます。

パスワードの事前投入

ユーザーアカウントをパスワード複製ポリシーの許可リストに追加した場合、RODC に対するユ

ーザーアカウントパスワードを事前投入できます。これにより、最初にユーザーがサインインす

る前に、この RODC にパスワードを事前投入できます。

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに移動します。 

2. OU の左でをクリックし、ドメインオブジェクトを拡張し、［ドメインコントローラ］を
選択します。

3. RODC を右クリックし、［ポリシー ステータス］を選択します。

4. ［アカウントタイプの表示］ドロップダウンメニューからオプションを選択します。

• この RODC に保存されたパスワードを持つアカウント：ユーザー アカウントで、そのパスワ

ードが RODC に複製されて保存されるユーザー アカウントのリストを表示します。ユーザー 

ログインはこの RODC によって認証されます。

• この RODC で認証されたアカウント：ユーザー アカウントのパスワードが認証用の RODC

から RWDC に転送されるユーザー アカウントのリストを表示します。ユーザー ログインは 

RWDC によって認証されます。このリストは、RODC が Windows ADに参加済の場合にの
み表示されます。 

5. ［パスワードを事前投入］をクリックします。
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6. 自分のドメインの管理者アカウントとパスワードを入力し、適用したいユーザーアカウントを

選択し、［事前投入パスワード］をクリックします。

DCを降格

降格を使用すると、現在のドメイン オブジェクト階層から DC を使用停止できます。しかし、これ

はドメイン内に残ります。

1. DC 上で、［ドメイン］ > ［ドメイン コントローラ］に進みます。

2. 降格したい DC 上の をクリックし、降格を選択します。

3. アクションを確定し、［降格］をクリックします。降格は元に戻せません。

4. 管理者アカウントのパスワードを入力して、［送信］をクリックします。

注：

• FSMO ロールを保持する DC は、降格することができません。

• ドメイン内の最後の DC が降格されると、ドメイン サービスは削除されます。

• SDC を降格するために PDC にサインインした場合、関連するデータを削除したいことを確認
するために、SDC にもサインインしなければなりません。

DCの IPアドレスを変更する

Synology Directory Serverは一般的には、スタティック IPアドレスで設定します。しかし時には、

Synology Directory Server が稼働している Synology NAS の IP アドレスを変更する必要がある場

合があります。

1. Synology Directory Server を Hyper Backupでバックアップ .

2. Synology NAS の IP アドレスを変更します。

3. DNS Server内のリソースレコードを確認し、更新 .
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4. Synology Directory Server を再起動し、ネットワーク設定を更新します。

1. ［パッケージ センター］ > ［インストール済み］ > ［Synology Directory Server］に進
みます。

2. をクリックし、［停止］を選択します。

3. ［実行］をクリックし、それを再起動します。

DNS リソース レコードの管理

ドメイン名システム (DNS) は、インターネットやその他のネットワークを通じて、コンピュータ間

でデータのやり取りをしやすくするための名前解決メカニズムです。これは主に、覚えやすいドメ

イン名 (「pc1.syno.local」など ) を対応する IP アドレス (「192.168.1.5」など ) に変換するために

使用されます。この機能は、Synology Directory Server のドメイン サービスの維持には不可欠で

す。

A/AAAA リソース レコード

A および AAAA はいずれも、ドメイン名と IP アドレスの間で解決するための DNS リソース レコ

ードです。A レコードはドメイン名を 32 ビット IPv4 アドレスに変換します。AAAA レコードには

ドメイン名とを 128 ビット IPv6 アドレスに解決します。 

DNS自動登録

クライアントが、Synology Directory Server によって作成されたドメインに正常に参加した場合、

サーバーは自動的に A リソース レコード ( および IPv6 が有効化されている場合、AAAA リソース 

レコード ) を DSM 上の DNS Service に登録または更新し、クライアントのホスト名を IP アドレス

にマッピングします。
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制限：

• DNS 自動登録は無効にできません。

• ドメイン クライアントの名付け規則：英文字 (a - z、A - Z)、数字 (0 - 9)、ハイフン (-) が使え
ます。

• Windows 7 または 10 の場合：ホスト名または IP アドレスが変更はた場合は、再ログインま
たは再起動が必要です。

• DSM または SRM の場合：ホスト名または IP アドレスが変更された場合は、再ログインまた
は再起動は不要です。リソースレコードは更新されません。

A/AAAAリソース レコードの調整

デフォルトでは、すべての A/AAAA リソース レコードは、ドメインが作成される Synology NAS

の IP アドレスを指すように設定されます。これにより、Synology Directory Server が正しくサー

ビスを発揮するようになります。

ただし、A/AAAA リソース レコードは、次の状況においては正しく Synology NAS を指していない

場合があります。

• ドメインが Synology Directory Server を使用して作成された後、Synology NAS はその IP アド

レスに変更されます。

• Synology Directory Server は、Hyper Backupのバックアップタスクで復元済です。

上記の事例に遭遇した場合、A/AAAA リソースレコードを調整してください。

1. ［DNSサーバー］ > ［ゾーン］に進みます。

2. domain name@Active Directory や _msdcs.domain name@Active Directory といった
特定の DNS ゾーンを選択し、［編集］ > ［リソースレコード］をクリックします。

3. A/AAAA リソース レコードで設定された IP アドレスをチェックします。すべてのレコードが

Synology NAS を指していることを確認します。

注：

• バッチ編集をするに　　は、［Ctrl］または［Shift］キーを長押しして、同じタイプで名前
が異なる複数のリソース レコードを選択します。

イベントログの表示と管理

［ログ］ページで、ドメイン オブジェクトに対して行われたログイン イベントと変更がログとし

て記録されます。ドメイン管理者は、その記録を参考に Synology Directory Server の接続情報を

追跡し、問題があれば解決することができます。

https://kb.synology.com/DSM/help/DNSServer/dns_server_zone_mng?version=7
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ログ録画を有効にする

• ［設定］をクリックし、［音声ログを有効にする (データベースのパフォーマンスに影響する
可能性があります )］チェックボックスにチェックを入れます。これは、Synology Directory 

Server のデータベース性能に影響が出ることがあります。

ログの管理

• 右上の検索バー に進み、指定した条件に合うログを検索できます。

• 右下のリフレッシュアイコン をクリックし、ログ リストの更新を取得します。

• ［消去］をクリックすると、すべてのログ記録が削除されます。ログを削除すると元に戻すこと

はできません。

• ［エクスポート］をクリックし、HTML または CSV エクスポートします。を選んで、指定のフ
ォーマットでログを

注：

• ログの数が最大制限 (200,000 ログ ) に達すると、スペースを節約するために、最も古い 5,000
ログが消去されます。

ファイアウォール ルールを追加してディレクトリ サービス
をセキュリティ保護する

Synology Directory の管理者にとっては、効率的な管理に加えて、セキュリティは常に最大の関心

事です。ファイアウォール ルールを追加することで、ご利用のディレクトリサービスを不正ログ

インから保護し、サービスアクセスのコントロールができます。

1. RWDC で、［コントロール パネル］> ［セキュリティ］ > ［ファイアウォール］に進みます。

2. ［ファイアウォールを有効にする］チェックボックスにチェックマークを付けます。
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3. ファイアウォール プロファイルセクションで、ドロップダウンメニューまらファイアウォール 

プロファイルを選び、［ルールを編集］をクリックします。

4. ［作成］をクリックします。

5. ［ポート］セクションで、［組み込みアプリケーションの一覧から選択］を選択し、［選択］

をクリックします。

6. ［DNS Server］、［Synology Directory Server］、［Windows ファイル サーバー］を選
択します。［OK］をクリックします。

7. ［ソース IP］セクションで、［特定 IP］を選択し、［選択］をクリックします。

8. IP アドレスまたは IP 範囲を入力し、Synology Directory Server が動作しているローカルエリ

アネットワークを指定します。情報を確認し、［OK］をクリックします。

9. ［アクション］セクションの下で、［許可］を選択して、指定のポートと IP アドレスでアクセ

スを許可します。

10. ［OK］をクリックして、設定を保存します。

注： 

• DSM ファイアウォール設定に関する詳細は、ヘルプ記事 を参照してさい。

https://kb.synology.com/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_security_firewall?version=7
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Synology Directory Serverによってホストされているドメインにおいて、利用可能なリソースは、

OU、グループ、ユーザー、デバイス ( コンピュータ、プリンタ、Synology NAS など ) といった形

のオブジェクトで保存されます。ドメインオブジェクトは RWDC だけが管理でき、RODC ではオ

ブジェクトの表示だけが可能です。

ドメインオブジェクトの表示

右パネルにオブジェクト情報を表示させて、ドメイン全体の木構造を表示するには、［ユーザー &
コンピュータ］ページに進みます。

• タイプ：オブジェクトのタイプが表示されます。オブジェクトは、OU、グループ、ユーザー、

またはコンピュータです。

• 名前：オブジェクトの名前 (OU を除く )、以下の形式で表記されます。

NetBIOS ドメイン名 \ オブジェクト名

• 説明：ドメインオブジェクトの説明。

• DN：DN（識別名）は、ドメイン データベース内のオブジェクトのパスです。例えば、ユーザ

ーの DN が「CN=bach,OU=sales,DC=syno,DC=local」の場合、次のように要素を分析できます。

• CN=bach：このユーザーの名前は、「bach」です。

• OU=sales：このユーザーは、「sales」という組織に属しています。

• DC=syno,DC=local：このユーザーのドメインは、「syno.local」です。

• ステータス：正常または無効化状態はそれぞれ、ドメインオブジェクトが有効化されている、無

効化されている場合に表示されます。

オブジェクトを選択し、その情報を詳しく見るには、 をクリックします。 

第 4 章：ドメインオブジェクトの管理
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OUの管理

OU は、ドメイン内のコンテナオブジェクトでユーザー、グループ、コンピュータ、その他の OU

など、あらゆるタイプのドメインオブジェクトをそこに追加できます。OU はドメイン オブジェク

トを階層構造に整理します。これは、多数のユーザー、コンピュータ、およびグループがある場合

に役立ちます。適切に設計された OU 構造を使用すると、グループ ポリシーを簡単にリンクし、管

理タスクを特定のドメイン オブジェクトに委任できます。

OUの追加

1. RWDC 上で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、ツリーリストからドメインまたは

OU を選び、［追加］ > ［組織単位］をクリックします。

2. フィールド内に OU の名前を指定し、［OK］をクリックします。

3. 新しく追加する OU の親コンテナを右クリックし、［再読み込み］をクリックします。新しく追

加する OU がツリーリストに表示されます。
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オブジェクトを OUに追加

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、ツリーリストから OU を選び、作成ウ

ィザードを起動する方法を選択します。

• 方法 1：［追加］をクリックし、ドロップダウンメニューからオブジェクトタイプを選びます。

• 方法 2：ツリーリスト上の指定の OU を右クリックし、［追加］を選択してからオブジェク

トタイプを選びます。



23

第 4 章：ドメインオブジェクトの管理

• 方法 3：指定した OU の空白領域を右クリックし、追加するオブジェクトの種類を選択しま

す。

2. 作成ウィザードの指示に従い、オブジェクトを追加します。詳細は、［OU の追加］、［グル
ープの追加］、［ユーザーの追加］セクションを参照してください。

注： 

• 1 つまたは複数のオブジェクトを、ツリーリストの OU にドラッグアンドドロップできます。

• ディレクトリのデフォルト表示モードでは、どの OU に属していないオブジェクトだけが表示
されます。すべてのユーザー、グループ、コンピュータ、OU を表示する： 

1. ツリーリストからルートフォルダー ( 自分のドメインの ) を選び、右上隅にある虫眼鏡ア
イコンをクリックします。 

2. 検索バーで、すべての後続チェックボックスにチェックを入れ、［OK］をクリックします。

OUの削除

1. RWDCで、ツリーリストから自分が削除したいOUを右クリックし、［削除］をクリックします。

2. もう一度［削除］をクリックして動作を確認します。削除は元に戻せません。

グループの管理

複数のドメインユーザーをひとつのグループに入れ、アクセス制御リスト (ACL) をグループに適用

することで、デバイスやアプリケーション、その他ドメインにデプロイされているサービスへのア

クセス権限をユーザーに付与できます。

デフォルト グループ

ドメインを確立すると、Synology Directory Server はデフォルトで次のグループを作成し、ドメ

インの管理およびアクセス権限の設定ができるようになります。

https://kb-test.synology.com/DSM/tutorial/How_to_manage_ACL_settings_on_your_Synology_NAS


24

第 4 章：ドメインオブジェクトの管理

グループ名 説明

Allow RODC Password 
Replication Group

このグループのメンバーは、ドメイン内のすべての RODC にパス
ワードをレプリケートできます。

Cert Publishers このグループのメンバーには、証明書発行の権限が付与されます。

Denied RODC Password 
Replication Group

このグループのメンバーは、ドメイン内の任意の RODC にパスワ
ードをレプリケートできません。

DnsAdmins
このグループのメンバーは、ドメイン内の DNS にアクセスできま
す。

DnsUpdateProxy
このグループのメンバーは、他のクライアント (DHCP Serverなど ) 
の代わりに動的更新を実行することを許可されている DNS クライ
アントです。

Domain Admins
このグループのメンバーは、ドメイン内のすべてのオブジェクトと
設定を制御する管理者特権があります。

Domain Computers
デフォルトで、すべてのワークステーションおよびサーバーがこの
グループに含まれます。

Domain Controllers すべての DC が、デフォルトでこのグループに含まれます。

Domain Guests
デフォルトで、すべてのドメイン ゲストがこのグループに含まれ
ます。

Domain Users
デフォルトで、すべてのドメイン ユーザーがこのグループに含ま
れます。

Enterprise Admins
このグループのメンバーは、企業のドメイン構造全体ですべてのオ
ブジェクトと設定を制御する管理者特権があります。

Enterprise Read-Only 
Domain Controllers

デフォルトで、企業全体のドメイン構造内のすべての RODC がこ
のグループに含まれます。

Group Policy Creator 
Owners

このグループのメンバーは、このドメインのグループポリシーを変
更できます。

RAS および IAS サーバー
このグループのメンバーは、リモート アクセス サービスを使用で
きます。

Read-Only Domain 
Controllers

すべての RODC が、デフォルトでこのグループに含まれます。

Schema Admins このグループのメンバーは、ドメイン スキーマを変更できます。

注：

• Synology Directory Server は、Windows Server 2008 R2 の機能レベルと一致します。組み込
みドメイン グループの詳細は、こちらを参照してください。

グループの追加

1. RWDCで、［ユーザー&コンピュータ］ページで、［追加］ > ［グループ］をクリックします。

2. グループの情報を入力し、［次へ］をクリックします。

• グループ スコープ

• ドメイン ローカル：ドメイン ローカル グループは、ホーム ドメイン内のリソースにアク

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/access-control/active-directory-security-groups#active-directory-default-security-groups-by-operating-system-version
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セス許可を割り当てる際に使用します。このグループ タイプは、同じドメイン内の他のド

メイン ローカル グループをネストできます。また、任意のドメインまたはフォレストの

ユーザー アカウント、グローバル グループ、およびユニバーサル グループを含めること

ができます。

• グローバル：グローバル グループは、ユーザーアカウントの管理のために追加されていま

す。同じドメイン内のユーザー アカウントや他のグローバル グループを含めることがで

きます。実際には、アクセス許可を直接割り当てるのではなく、特定のアクセス許可が与

えられているドメイン ローカル グループにグローバル グループを配置することをお勧め

します。

• ユニバーサル：ユニバーサル グループは、主にドメイン間でグローバル グループをネス

トするために使用します。このユニバーサル グループが存在するフォレスト内の任意のド

メインのユーザー アカウント、グローバル グループ、およびその他のユニバーサル グル

ープを含めることができます。実際には、アクセス許可を直接割り当てるのではなく、特

定のアクセス許可が与えられているドメイン ローカル グループにユニバーサル グループ

を配置することをお勧めします。

• グループ タイプ

• セキュリティ：アクセス権限のセットアップをし、ドメイン内の特定のシステムタスクを

実施するために、セキュリティ グループが適用されています。

• ディストリビューション：ディストリビューション グループは、ユーザーのコレクション

に電子メール メッセージを送信するために採用されます。電子メール エイリアスとして

使用できます。

3. グループ情報を確認し、［完了］をクリックします。

グループ プロパティの編集

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、編集したいグループを選択し、次のい

ずれかを行います。 

• ［操作］ > ［プロパティ］をクリックします。

• グループを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

• グループをダブルクリックします。 

2. ［全般］および［メンバー］タブのグループ プロパティを編集します。

• 全般：グループ名、説明、メール、グループスコープ、グループタイプ。

• メンバー：このグループにメンバーを追加、またはそこからメンバーを削除します。

3. ［OK］をクリックして、設定を保存します。

グループの削除

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、削除したいグループを選択します。複

数選択のためには、Ctrl または Shift キーを使用します。

2. 以下のいずれかを行います。 



26

第 4 章：ドメインオブジェクトの管理

• ［操作］ > ［削除］をクリックします。

• グループを右クリックし、［削除］をクリックします。

3. 操作を確定するには、［削除］をクリックします。削除は元に戻せません。

メンバーをグループに追加

次の 3 つの方法のいずれかを用いて、ユーザーをグループに割り当てます。

方法 1：ユーザー作成中にユーザーをグループに追加する

1. ユーザーの追加の手順に従います。

2. ユーザー作成ウィザードの 2番目の手順で、このユーザーを参加させるグループを選択し、［次

へ］をクリックします。ウィザードに従ってユーザーの作成を完了します。

方法 2：ユーザーのプロファイルを編集してユーザーをグループに追加する

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、編集したいユーザーを選択し、次のい

ずれかを実施します。

• ［操作］ > ［プロパティ］をクリックします。 

• ユーザーを右クリックし、［プロパティ］を選択します。 

2. ［所属するグループ］タブを開き、参加させたいユーザーを選択して、［OK］をクリックしま
す。
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方法 3：グループ プロパティを編集してユーザーをグループに追加する

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、編集したいグループを選択し、次のい

ずれかを行います。

• ［操作］ > ［プロパティ］をクリックします。 

• グループを右クリックし、［プロパティ］を選択します。

2. ［メンバー］タブに進み、このグループに追加したいユーザーを選択し、［OK］をクリックし
ます。

ユーザーの管理

ドメイン内のユーザーは、権限があればドメイン内のリソースにアクセスできるユーザー アカウ

ントです。

デフォルト ユーザー

ドメインを確立すると、Synology Directory Server は、ドメインの管理に役立つ以下のユーザー 

アカウントをデフォルトで作成します。
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ユーザー名 説明

Administrator
Synology Directory Server の完全制御が行える管理者アカウント。
ドメインと DC の管理に使用されます。

dns-NAS ホスト名
Synology NAS の DNS サービス アカウント。DC ( たとえば「dns-

MyNAS」) のホスト名に従って名前が付けられます。

Guest
ドメインおよび展開されたデバイスへのゲスト アクセス用のアカ
ウント。

krbtgt DC 上の Kerberos キー配布センター サービスのアカウント。

ユーザーの追加

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、ユーザーを追加するツリー リストのコ

ンテナをクリックします。コンテナは、ドメイン名と同じ名前のコンテナ (「SYNO.LOCAL」な

ど )、Users コンテナ、または OU にできます。

2. 以下のいずれかを行います。

• ［追加］ > ［ユーザー］をクリックします。

• コンテナを右クリックし、［追加］ > ［ユーザー］を選択します。

• 指定したコンテナの空きスペースをクリックし、［追加］ > ［ユーザー］を選択します。

3. ユーザー情報を入力し、［次へ］をクリックします。セキュリティを強化するため、［次回の

ログインでの、このアカウントのパスワード変更を強制］がデフォルトで選択されます。パス

ワードの強度要件は、［Synology Directory Server］ > ［ドメイン ポリシー］で設定され

たパスワード ポリシーに依存します。

4. ユーザーが参加させたいグループを選択し、［次へ］をクリックします。

5. 設定を確認し、［完了］をクリックしてドメイン ユーザーを追加します。
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パスワード強度要件： 

パスワードは、次の規則のうちの少なくとも 3 つを満たしている必要があります。

• ラテン文字（付加記号、A-Z を含む）ギリシャ文字、キリル文字の大文字

• ラテン アルファベット（付加記号、a-z を含む）ギリシャ文字、キリル文字の大文字の小文字

• 数字（0 ～ 9）

• #、$、! などの特殊文字。

• Unicode アルファベット（アジア言語のものを含む）

マルチユーザーのインポート

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、ツリー リストからユーザーを追加

したいコンテナをクリックします。コンテナは、ドメイン名と同じ名前のコンテナ (「SYNO.

LOCAL」など )、Users コンテナ、または OU にできます。

2. [追加 ] > ［ユーザーをインポート］をクリックしてください。

3. 必要に応じて次のチェックボックスにチェックマークを付けてください。

• 重複アカウントを上書きする：重複するアカウントをユーザーリストに存在するアカウント

に置き換えます。

• 新規ユーザーに通知メールを送る：アカウントを新しく作成したユーザーに通知メールが送

信されます。このオプションを有効にするには、［コントロール パネル］ > ［通知］ > ［電

子メール］を選択して、システムの電子メール通知を有効にする必要があります。

• 通知メールにユーザー パスワードを表示する：通知メッセージ内のユーザーアカウント パス

ワードを表示します。このオプションは、［新規ユーザーに通知メールを送る］を選択して

いる場合に選択可能になります。

• 最初のログイン時にインポートされたユーザーのパスワード変更を強制する：インポートさ

れたユーザーを、その最初のログイン時に強制的にパスワードを変更させます。このオプシ

ョンは、インポートされたアカウントに対し、さらに保護を付け加えます。

4. ［参照］をクリックして、.TXT ファイルをアップロードします。 

5. ［OK］をクリックします。
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ファイル形式： 

インポートするファイルを準備する場合は、各ユーザー アカウントインを個別の行に配置しま
す。それぞれの情報は、Tab キーを使用して以下の順序で区別します。

        1. ユーザー名         2. パスワード           3. 説明          4. 電子メール

        5. 名         6. 姓          7. 氏名

        8. プロファイル パス       9. ログイン スクリプト     10. ホーム ディレクトリ

形式は、次の要件を満たす必要があります。

• ファイルは UTF-8 フォーマットでしなければなりません。

• 列の順序は正しい必要があります ( 左から右へ )。

• インポートされたパスワードは、パスワード強度の要件に準拠している必要があります。

• 各ラインには 9 個このタブが必要です。情報の一部をスキップしたい場合は、空の値と次の

値を区切るために、Tab キーを入力する必要があります。

ユーザー プロパティの編集：

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、編集するユーザーを選択します。複数

選択のためには、Ctrl または Shift キーを使用します。

2. 以下のいずれかを行います。

• ［操作］ > ［プロパティ］をクリックします。 

• ユーザーを右クリックし、［プロパティ］を選択します。

3. ［アカウント］タブに進み、次のプロパティを編集します。

• ユーザー ログイン名：ユーザーの名前を変更します。

• ログイン時間：グリッドに、そのユーザーのログイン時間を［拒否］または［許可］選択し

ます。特定の日または時間をクリックして、1 日全体または各日の指定時間を選択します。

• 使用可能なデバイス：ユーザーがアクセスするコンピュータを選択します。

• パスワードを変更：変更このチェックボックスにチェックを入れ、ユーザーのパスワードを

変更します。

• このアカウントのロックアウト：このオプションは、アカウントが［ドメインポリシー］ > ［ア

カウント ロックアウト ポリシー］で適用されるアカウント ロックアウト ポリシーのために、

アカウントがロックアウトされた時に有効になります。ロックされたアカウントを解除する

には、このオプションを無効にします。

• 次回のログインでこのアカウントのパスワード変更を強制：このアカウントは、Windows ま

たは Synology NAS に次回ログインしたときにパスワードを変更するように求められます。

• ユーザーによるパスワードの変更を禁止：このユーザーは、自身でパスワードを変更できな

くなります。

• パスワード（期限切れなし）：ユーザーのパスワードに期限がなくなります。このオプショ

ンは、管理者に対してのみ有効にすることをお勧めします。

• 可逆的暗号化を使用してパスワードを保存する：このオプションを有効化すると、ドメイン 

セキュリティが損なわれます。ドメイン クライアント サービス向け要求がパスワード セキ

ュリティよりも高い優先順位を取らない限り、このオプションはお勧めしません。
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• このアカウントを無効化：このチェックボックスにチェックを入れ、ユーザーのアカウント

を無効にします。

• 対話型ログインに、スマート カードを必須にする：ユーザーは、クライアントデバイスにサ
インインするために、その人に割り当てられたスマートカードを使用する必要があります。 

• この機密アカウントの委任を禁止：このアカウントは機密で、委任はできません。このオプ

ションを有効にすると、クライアントデバイスで実行されているサービスは別のユーザーの

ためには動作できなくなります。 

• このアカウントに DES 暗号を使用する：このアカウントの資格情報は、Kerberos 認証中に 

DES ( データ暗号化標準 ) で暗号化されます。

• Kerberos事前認証から、このアカウントを除外：ユーザーアカウントが Kerberos 事前認証

を必要としない場合は、このチェックボックスにチェックを入れます。

• アカウントの有効期限設定：アカウントを有効期限切れにしないを選択するか、あるいはア

カウント有効期限を指定します。

4. ［全般］タブに進み、全般情報を編集します。

5. ［プロファイル］タブに進み、ユーザー プロファイルを編集します。これにより、ユーザーは

ドメインに展開されたデバイスにアクセスするたびに、一貫したデスクトップ エクスペリエン

スを実現できます。

• プロファイル パス：Desktop、Document、Picture などのユーザー プロファイルを含ん

でいるフォルダ パス。

• ログイン スクリプト：ユーザーが Windows オペレーティング システムにサインインすると、

スクリプトは自動的に実行されます。［ファイルのアップロード］をクリックすると、2MB

以下の Windows .bat ファイルをアップロードすることができます。

• ホーム ディレクトリ： 

• ローカル パス：特定のローカル フォルダをホーム ディレクトリとして設定します。

• 接続先：Synology NAS 上の特定のリモート共有フォルダをホーム ディレクトリとして

設定します。このオプションが選択されると、リモートの共有フォルダーは、自動的に

Windowsオペレーティングシステムで、ネットワークドライブとしてマウント済になり
ます。

6. ［所属するグループ］に進み、ユーザーアカウントをグループに追加、またはそこから削除し

ます。

7. ［OK］をクリックして、設定を保存します。

注：

• ユーザーのステータスが無効化であっても、ユーザープロパティは編集可能です。

ユーザーの削除 

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、削除したいユーザーを選択します。複

数選択のためには、Ctrl または Shift キーを使用します。

2. 以下のいずれかを行います。
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• ［操作］ > ［削除］をクリックします。 

• ユーザーを右クリックし、［削除］を選択します。

3. 操作を確定するには、［削除］をクリックします。削除は元に戻せません。

単一ユーザーに対するローミング プロファイルの割り当て

ローミング プロファイルを割り当てると、ドメインに参加している別のコンピュータにサインイ

ンして、そこからドメイン ユーザーが自分のファイルにアクセスできるようになります。ローミ

ング プロファイルをユーザーに割り当てる前に、共有フォルダを作成し、少なくとも 1 台のコン

ピュータをドメインに参加させる必要があります。

1. ユーザーのWindows PCをドメインに参加 .

2. RWDCで、［コントロール パネル］ > ［共有フォルダ］ > ［作成］ > ［共有フォルダーを作成］

に進み、共有フォルダーを作成します。単一のユーザー用とすべてのユーザー用の共有フォル

ダ - は同じではいけません。

3. 作成した共有フォルダを右クリックし、［編集］をクリックします。

4. ［権限］タブに進み、ドロップダウンメニューから［ドメイン ユーザー］を選択します。

5. ［カスタム］チェックボックスにチェックマークを付けると、権限エディタウィンドウが開き

ます。

6. ドロップダウン メニューからターゲットの［ユーザーまたはグループ］を選択し、下記の表の

設定に従って ［適用先］と ［権限］を設定します。下記の画像はユーザー定義のグループ名

「Owner」に権限を設定する方法の例です。

ユーザーまたはグループ 適用先 アクセス許可

ユーザー定義グループ 
(「Owner」など )

［チャイルドフォルダ］、
［チャイルドファイル］、［す
べての後続］をチェックしま
す。

［管理者］、［読み取り］、
［書き込み］をチェックして、
すべての権限を取得します。

Domain Admins ［すべて］を選択します。 
［管理者］、［読み取り］、
［書き込み］をチェックして、
すべての権限を取得します。
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ユーザーまたはグループ 適用先 アクセス許可

Domain Users ［すべて］を選択します。 

• 完全な読み取り権限のため
には、［読み取り］をチェ
ックします。

• ［書き込み］の下の、［フ
ォルダーの作成 /データの
追加］だけにチェックを入
れます。

7. ［完了］をクリックして、設定を保存します。

8. ［Synology Directory Server］ > ［ユーザー&コンピュータ］ > ［ユーザー］に戻ります。

9. 以下のいずれかを行います。

• ユーザーを選択し、［アクション］ > ［プロパティ］をクリックします。 

• ユーザーを右クリックし、プロパティを選択します。

10. ［プロファイル］タブに進み、［プロファイル パス］に次の形式で、ユーザーのローミング 

プロファイル用の共有フォルダのパスを入力します。"%username%" は、指定したユーザーの

プロファイル フォルダーを自動的に示す環境変数のため、変更しないでください。

\\NAS の IP アドレス \共有フォルダ名 \%username%

11. ［OK］をクリックして、設定を保存します。
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12. ユーザーが指定したドメインユーザーアカウントでドメインに参加している Windows PC にサ

インインすると、Windows PCは自動的に対応するローミングプロファイルをSynology NAS (フ

ォルダー名は「username.V6」) のリモート共有フォルダーに作成します。ユーザーがその PC

からサインアウトすると、ユーザーのプロファイルでデータが変更された場合は、そのデータ

は割り当てられたパスに同期されます。

注： 

• また、RSATを用いて全ユーザーのローミングプロファイルを割り当てができます。
• ［プロファイル］タブの ［ローカル パス］は Windows ローカル フォルダへのパスです。こ
のパスが、あなたが割り当てたコンピュータに既に作成されていることを確認してください。
そうでない場合、設定は無効になります。

単一ユーザーのためにネットワーク ドライブをマウントする

1. ユーザーのWindows PCをドメインに参加 .

2. RWDCで、［コントロール パネル］ > ［共有フォルダ］ > ［作成］ > ［共有フォルダーを作成］

に進み、共有フォルダーを作成します ( 少なくとも読み取り権限が必要 )。単一のユーザー用と

すべてのユーザー用の共有フォルダ - は同じではいけません。

3. 単一ユーザーに対するローミング プロファイルの割り当て内のステップ 3 から 9 に従います。

4. ［プロファイル］ > ［ホーム ディレクトリ］に進み、［次に接続］を選択します。

5. そのネットワーク ドライブに、ドライブレターを割り当てます。
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6. ネットワークドライブとしてマウントしたい、共有フォルダーのパス ( または共有フォルダー

下のフォルダー ) を、次の形式で入力します。

\\NAS の IP アドレス \( 共有 ) フォルダ名

7. ［OK］をクリックして、設定を保存します。

8. ドメインに参加している Windows PC に、そのドメインのユーザーアカウントでサインインし

ます。コンピュータにマウントされたドライブが表示されます。
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注： 

• ドライブがマウントされる前に、ドメイン ユーザーが割り当てられた Windows PC に既にド

メイン ユーザーがサインインしている場合、マウントしたドライブにアクセスするには再度

サインインする必要があります。

コンピュータの管理

ドメインに参加したデバイス (ワークステーション、サーバー、プリンタ、Synology NASなど ) は、

コンピュータと呼ばれ、ユーザーグループのアクセスのためにデプロイできます。

コンピュータ プロパティの編集

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、編集するコンピュータを選択します。 

2. 以下のいずれかを行います。 

• コンピュータをダブルクリックします。

• ［操作］ > ［プロパティ］をクリックします。 

• コンピュータを右クリックし、［プロパティ］を選択します。

3. ［全般］タブに移動し、コンピュータの説明を編集します。

4. ［所属するグループ］タブに進み、コンピュータをグループに追加、またはそこから削除しま
す。

5. ［OK］をクリックして、設定を保存します。

コンピュータの削除

1. RWDC で、［ユーザー &コンピュータ］ページに進み、削除するコンピュータを選択します。

複数選択のためには、Ctrl または Shift キーを使用します。

2. 以下のいずれかを行います。 

• ［操作］ > ［削除］をクリックします。 

• コンピュータを右クリックし、［削除］を選択します。

3. 操作を確定するには、［削除］をクリックします。削除は元に戻せません。
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デバイスをドメインクライアントとしてドメインに参加させることは、組織のリソースを集約的に

管理するための効率的な方法となります。ドメインユーザーは、一組のドメインアカウントとパス

ワードを用いてデバイスにサインインし、リソースにアクセスすることができます。

Windows PCのドメインへの参加

Windows 7 およびそれ以降のバージョンが動作している PC は、Synology Directory Server によ

って作成されたドメインに参加することができます。ここでは例として Windows 10 PC を使用し

ます。 

1. Windows で［スタート］アイコン > ［設定］ > ［ネットワークとインターネット］ > ［状態］ 

> ［アダプターのオプションを変更する］の順に進み、コンピュータが現在使用しているネッ

トワーク インターフェイスをダブルクリックします。

2. ［状態］ページで ［プロパティ］をクリックします。

第 5 章：デバイスのドメインへの参加
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3. ［ネットワーク］タブで、［インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)］を選択し、
［プロパティ］をクリックします。

4. ［次の DNSサーバーのアドレスを使う］をチェックし、［優先 DNSサーバー］の DC の IP ア

ドレスを入力し、［OK］をクリックして設定を保存します。

5. Windows の［スタート］アイコン > ［設定］ > ［システム］ > ［バージョン情報］ > ［シス

テム情報］の順に選択し、［設定の変更］をクリックします。
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6. ［コンピューター名］ タブで、［変更 ...］をクリックします。

7. ［所属するグループ］で、［ドメイン］をクリックし、このコンピュータが参加するドメイン

名を入力します。設定を確認してから、［OK］をクリックします。

8. 次のユーザー名形式で、ドメイン管理者の資格情報を入力し、［OK］をクリックします。

ドメイン NetBIOS 名 \管理者のユーザー名

9. コンピュータを再起動してドメイン参加処理を完了します。

Synology NASのドメインへの参加
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Synology NAS がドメインクライアントとしてドメインに参加すると、ドメインユーザーはそのド

メインアカウントとパスワードを用いて Synology NAS にサインインできます。これにより、その

ユーザーは、別のユーザー名とパスワードを覚える必要なく、ファイルと DSM アプリケーション

へのアクセスが可能になります。  

1. DSMの［コントロール パネル］ > ［ドメイン /LDAP］ > ［ドメイン /LDAP］に進み、［参加］
をクリックします。

2. サーバー情報を入力し、［次へ］をクリックします。

3. ドメイン情報を入力し、［次へ］をクリックします。

4. ウィザードが前提条件チェックを実行し、テスト結果を提供します。

• ：テスト項目がチェックに合格しました。

• ：解決が必要な 1 つまたは複数の小さい問題がある。そのような問題はドメイン サービ
スの異常に帰着することがあります。［詳細］をクリックし、推奨された操作に従い問題を

解決してください。 

• ：直ちに解決が必要な 1 つまたは複数の重要な問題がある。そのような問題は、ドメイン
参加に失敗する原因となる可能性があります。［詳細］をクリックし、推奨された操作に従

い問題を解決してください。 

5. 重大な問題が残らず、テスト項目が前提条件チェックに合格したら、［OK］をクリックして
Synology NAS をドメインに参加させます。

6. 必要であれば、［編集］をして、全般または詳細の設定をします。 

注：

• ドメインへの参加に関する詳細は、ヘルプ記事を参照してください。

https://kb.synology.com/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_directory_service_configuration?version=7
https://kb.synology.com/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_directory_service_join?version=7
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ドメイン内のユーザーを管理するために、グループ ポリシーを設定できます。ポリシーで、一般

的な操作に対する制限の定義、ドメイン統合デバイスへのサービスの展開、更新プログラムの管

理、およびユーザーの一貫した作業環境の確保を行うことができます。グループ ポリシーをうま

く管理できれば、ドメイン管理の負担が軽減されます。

ここでは、Synology Directory Server と Windows リモート サーバー管理ツール (RSAT) を使用し

て、ドメインのグループ ポリシーを設定する方法について説明します。

既定のドメイン ポリシーの構成

既定のドメイン ポリシーでは、パスワードとアカウント ロックアウトのポリシーを設定すること

で、ドメイン レベルでアカウントのセキュリティを維持できます。［ドメイン ポリシー］ページ
に進み、2 種類の既定のドメイン ポリシー を管理できます。

注：

• このページで示されるドメイン ポリシーは、Windows RSAT の［デフォルト ドメイン ポリシ
ー］でも構成することができます。

第 6 章：グループ ポリシーの構成



42

第 6 章：グループ ポリシーの構成

パスワード ポリシー

• パスワードの最長有効期間：パスワードの有効期限を指定します。パスワードは、オプションが

無効化されていると期限切れにならなくなります。

• パスワードの最低有効期間：最後にパスワードを変更した後、ユーザーがパスワードを変更でき

ない時間枠を指定します。オプションが無効化されていると、パスワードは常時変更できます。

• 最小パスワード長：新しいパスワードの最小の長さを指定します。

• パスワード履歴を記録する：すべての新しいパスワードが、以前設定されたものと異なっていな

ければなりません。ここで記録の数を指定してください。

• パスワード強度チェックを有効化：パスワードは以下の規則のうちの少なくとも 3 つを遵守して
いなければなりません。

• ラテン文字（付加記号、A-Z を含む）ギリシャ文字、キリル文字の大文字

• ラテン アルファベット（付加記号、a-z を含む）ギリシャ文字、キリル文字の大文字の小文

字

• 数字（0 ～ 9）

• #、$、! などの特殊文字。

• Unicode アルファベット（アジア言語のものを含む）

• 共通パスワードを除く：ユーザーに一般的なパスワードを設定させないようにします（123456、

password、qwerty など）。

• 可逆暗号化を使用してパスワードを保存します：このオプションを有効化すると、ドメイン セ

キュリティが損なわれます。ドメイン クライアント サービスの要求がパスワード セキュリティ

よりも高い優先順位を取らない限り、このオプションはお勧めしません。

アカウント ロックアウト ポリシー

• ロックアウトのしきい値：ログイン試行回数が、指定したロックアウトしきい値を超過すると、

ユーザー アカウントはロックされます。

• 次の後にロックアウトカウンターをリセットします：ログイン試行の失敗回数は、この指定され

た時間後に再計算されます。

• ロックアウト期間：ロックされたユーザー アカウントは、指定のロックアウトの期間が終了す

るまでロックを解除できなくなります。
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RSAT を使用したグループ ポリシーの管理

Windows Remote Server Administration Tools (RSAT) を使用して、ドメインに参加した

Windows PC のパスワード以外のグループポリシーとアカウントロックアウトを設定できます。

RSATをWindows PCにインストールする

1. Microsoft のダウンロード センターから Windows PC に 、Windows RSAT をダウンロードし
ます。Windows のバージョンが異なる場合は、RSAT インストール ファイルが異なることがあ

ります。 

2. ダウンロードしたファイルを実行し、ウィザード画面の指示に従って RSAT をインストールし

ます。

3. インストールが完了したら、Windows［コントロール パネル］ > ［プログラム］ > ［Windows 
の機能を有効にする］の順に選択し、［リモート サーバー管理ツール［チェックボックスを選
択します。

4. 現在の PC をドメインに参加させ、ドメイン管理者としてサインインしていることを確認しま

す。RSAT は、［コントロール パネル］ > ［管理者ツール］にあります。

注：

• RSAT の構成可能なオプションは、RSAT がインストールされている PC の Windows バージ

ョンによって異なります。たとえば、Windows 8 RSAT で利用可能な設定は、Windows 10 

RSAT に組み込まれているすべての設定をカバーしていない場合があります。

すべてのユーザーに対するローミング プロファイルの割り当て

ローミング プロファイルは、ドメイン ユーザーがドメインに参加している別の Windows PC にサ

インインして、そこから自分のファイルにアクセスできるようにします。

1. 共有フォルダを作成して、RWDC として動作している Synology NAS 上のすべてのドメイン ユ

ーザーに十分な権限を与えたことを確かめてください。詳細な手順は、単一ユーザーに対する

https://docs.microsoft.com/troubleshoot/windows-server/system-management-components/remote-server-administration-tools
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ローミング プロファイルの割り当てのステップ 1 から 7 を参照してください。

2. ドメイン管理者として、ドメインに参加している Windows PC にサインインします。

3. Windowsで、［コントロール パネル］ > ［システムとセキュリティ］ > ［管理ツール］ > ［グ

ループ ポリシーの管理］の順に進みます。

4. ［フォレスト：］に進みます。［ドメイン名］ > ［ドメイン］ > ［ドメイン名］ > ［デフォル

トドメインポリシー］に進みます。

5. ［設定］タブで、右クリックしてコンテキスト メニューを開き、［編集］をクリックします。

6. ［ユーザーの構成］ > ［ポリシー］ > ［Windowsの設定］> ［フォルダ リダイレクト］の順
に進みます。

7. リダイレクトするフォルダーを右クリックし、［プロパティ］をクリックします。
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8. 下記のように設定を構成します。

a. ［ターゲット］タブに切り替えます。

b. ［ベーシック - 全員のフォルダを同じ場所に転送］を選択します。

c. 必要な情報を ［対象のフォルダの場所］と［レート パス］に入力します。

d. ［OK］をクリックします。

9. ドメイン ユーザーのローミング プロファイルは、割り当てたパスに転送されます。
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全ユーザーに対してネットワーク ドライブをマウント

1. 共有フォルダを作成して、RWDC として動作している Synology NAS 上のすべてのドメイの設

定権限最小限の複雑を与えたことを確認してください。詳細な手順は、単一ユーザーに対する

ローミング プロファイルの割り当てのステップ 1 から 7 を参照してください。

2. ドメイン管理者として、ドメインに参加している Windows PC にサインインします。

3. Windowsで、［コントロール パネル］ > ［システムとセキュリティ］ > ［管理ツール］ > ［グ

ループ ポリシーの管理］の順に進みます。

4. ［フォレスト：］に進みます。［ドメイン名］ > ［ドメイン］ > ［ドメイン名］ > ［デフォル

トドメインポリシー］に進みます。

5. ［設定］タブで、右クリックしてコンテキスト メニューを開き、［編集］をクリックします。
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6. コンソール ツリーで ［ユーザー構成］ > ［環境設定］ > ［Windows設定］> ［ドライブ マップ］
の順に進みます。右側のペインで右クリックし、［新規作成］ > ［マップ済みドライブ］ をク

リックします。

7. 以下の設定を構成し、［OK］をクリックします。

• 操作：ドロップダウンメニューから ［作成］を選択します。

• 位置：ネットワーク ドライブ ( 例えば「\\192.168.1.1\SynoRock」) の位置を入力します。

• ドライブ文字：このセクション下で、［使用］をクリックして、ドライブ文字を選んでくだ

さい。
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8. 設定後、ユーザーは、ドメインユーザーアカウントでサインインした時に、このコンピュータ

にマウントされているネットワークドライブを見ます。

注：

• 設定が完了すると、Windows がそのユーザーアカウントのためにネットワーク ドライブにマ
ウントするため、［指定して接続 (任意 )］セクションで、ユーザー名やパスワードを入力す
る必要はありません。ドメイン ユーザーがサインインすると、Windows は自動的に対象のユ
ーザー アカウントにネットワーク ドライブをマウントします。

• ネットワーク ドライブを適切に動作させるため、ネットワーク ドライブのディスティネーシ
ョンが存在し、ユーザーがアクセス権を持っていることを確認してください。
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Synology Directory Server を使用する場合、ディレクトリ サービスが安全に保守され、バックア

ップされていることを確認することが非常に重要です。定期的に保守とバックアップを行ってお

くと、システム障害や予期せぬデータの削除が起きた場合にデータが維持されます。ここでは、

Synology High Availability を使ったハイアベイラビリティ クラスターのセットアップと、Hyper 

Backup を使ったディレクトリサービスのバックアップの方法を説明します。

Synology High Availabilityによる中断のないディレクト
リ サービスの確保

Synology High Availability を使用して、ご自分のディレクトリデータベースを保護し、
Synology Directory Server の連続的な可用性を確保できます。 

Synology High Availability は 2 台のサーバーで 「ハイアベイラビリティ クラスター」を構成し、

1台のサーバーが「アクティブ サーバー」としてサービスを提供し、もう 1台が「受動サーバー」

として万一に備えスタンバイします。このサーバーレイアウトソリューションは、サーバーの異常

動作によって引き起こされるサービス断を減らすように作られています。ハイアベイラビリティ 

クラスターのコンポーネントとコンセプトに関する詳細は、Synology High Availabilityのガイ
ドを参照してください。 

システム要件

Synology High Availability は、クラスタをセットアップするために、同じシステム構成を持つ、2

つの同一の Synology NAS が必要です。開始する前に、Synology High Availability の制限とシステ

ム要件および技術仕様を理解し、次の情報に留意してください。

• 適用機種：アクティブおよびパッシブ両サーバーのモデルは、同一でなければなりません。 

• DSMおよびパッケージのバージョン：DSMと Synology High Availabilityの同じバージョンが、

アクティブおよびパッシブサーバーの両方にインストールされていなければなりません。

• Synology Directory Server は、バージョン 4.10.18-0363 以降でなければなりません

• Synology High Availability は、バージョン 2.1.1-1279 以降でなければなりません

• 同一のストレージとネットワーク設定：

• アクティブ サーバーとパッシブサーバー両方のドライブスロット数およびインストールされ

ているドライブの数と容量は、同じでなければなりません。

• ネットワーク インターフェイスとネットワーク設定の総数は、アクティブ サーバーとパッシ

ブ サーバーの両方で同じである必要があります。

第 7 章：ディレクトリ サービスの保守と回
復

https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Quick_Start_Synology_High_Availability
https://kb.synology.com/DSM/tutorial/Quick_Start_Synology_High_Availability
https://kb.synology.com/DSM/help/HighAvailability/limitation?version=7
https://kb.synology.com/DSM/help/HighAvailability/limitation?version=7
https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/SHA
https://www.synology.com/dsm/packages/HighAvailability
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• 各サーバーが少なくとも、同じサブネットに属する 1 つのスタティック IP アドレスを持って

いることを確認してください。

• 2 つの サーバー間の内部通信向けに、Heartbeat 接続を設定してください。

ハイアベイラビリティクラスターのセットアップ

Synology Directory Server が正しく動作することを確認するには、Synology Directory サービス

をアクティブ化する前に、Synology High Availability クラスタをセットアップしてくだ。

1. パッケージ センターに進み、Synology High Availability をインストールします。

2. Synology High Availability を起動します。

3. ［ハイアベイラビリティ クラスタの作成］をクリックし、ウィザードの指示に従って、セット
アップを完了します ( 詳細は、ヘルプ記事を参照してください )。

4. Synology Directory Server のインストール およびドメインをセットアップします。

5. ［Synology High Availability］ > ［サービス］の順に移動します。

6. ［Synology Directory Server］を選択し、［適用］をクリックして、設定を保存します。

https://kb.synology.com/DSM/help/HighAvailability/wizard?version=7
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Hyper Backupを使用したディレクトリ サービスのバック
アップと復元

Hyper Backup は、次の機能を提供し、Synology Directory Server のデータと設定をバックアッ

プ / 復元できるようにします。

• バージョン間での重複排除でストレージ消費量を最小限に抑えながら、65,535 バージョンのデ

ータを維持します。

• バックアップされたデータは、DSM、Windows、Linux プラットフォームのマルチバージョン 

エクスプローラを使い、簡単に参照、ダウンロード、復元できる独自のデータベースに保管され

ます。

• さまざまな種類のデータ (システム設定、共有フォルダー、アプリケーション、パッケージなど ) 

を手動または自動でバックアップします。

• バックアップ タスクは、ローカル共有フォルダ、リモート サーバー、パブリック クラウドに保

存できます。

• 各タスクに対する、複数のバックアップバージョンを維持します。自動バックアップローテーシ

ョンはオプションで、新しいバックアップから削除、Smart Recycle、カスタマイズ ポリシー

の 3 つのモードがあります。

詳細は、Hyper Backup の技術仕様を参照してください。

バックアップタスクの作成

Hyper Backup では、データバックアップタスクを作成、管理、監視できます。

1. パッケージ センターを開き、Hyper Backup をインストールしてください。

2. Hyper Backup を起動します。

3. 左上隅にある をクリックして、［データ バックアップ タスク］を選択して、バックアップ 

ウィザードを起動します。

4. バックアップ先のタイプを選択します。データは、別のデバイスやサービス上の宛先にバック

アップすることをお勧めします。

5. ［バックアップ タスクを作成］を選択します。

6. バックアップするフォルダーを選択し、［次へ］をクリックします。

7. ［Synology Directory Server］を選択し、［次へ］をクリックします。

https://www.synology.com/dsm/7.0/software_spec/hyper_backup
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8. ウィザードに従って、バックアップタスクを完了します。

データ バックアップの復元

Hyper Backup を使用すると、Synology Directory Server でエラーが発生した後、ディレクト

リを回復できます。Synology Directory サービスを、Hyper Backup 内のサービス復元で、別の

Synology NAS に移行させることもできます。

1. Hyper Backup を起動します。 

2. 左上隅にある をクリックし、［データ］を選択して、復元 ウィザードを起動します。

3. 復元するバックアップ タスクを選択：

4. システム設定、バックアップ データの別のバージョン、その他を選択するよう要求される場合

があります。復元したいバックアップ タスクのタイプによります。

5. バックアップ タスクが暗号化されている場合は、パスワード / 暗号化キーを入力する必要があ

ります。

6. ウィザードに従って復元を終了します。

注：

• 詳細は、Hyper Backup 技術仕様を参照してください。

https://kb.synology.com/DSM/help/HyperBackup/BackupApp_desc?version=7
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