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第 1 章：はじめに

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、さまざまなクライアント デバイスなど、よく使用される 

Windows Active Directory® の機能をサポートします。Synology Directory Server でドメイン サ

ービスをセットアップすることにより、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、組織構造に基づいたデバイスの展開を安全に行えるようになります。

Synology Directory エッセンシャルズ

このセクションでは、Synology Directory サービスについて概説します。Synology Directory 

Server を使用して管理タスクを実行するために必要な重要な知識を明確に理解するのに役立ちま

す。

ディレクトリ サービス

ディレクトリは、個人、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、ユーザーは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、情報を一元管理するデータベースを提供するディレクトリ サービス

で、IT 管理者は、コンピュータやプリンタなどのアカウントやリソースを安全に管理できます。

Synology Directory Server は AD ベースの Synology Directory サービスを提供し、直感的なイ
ンターフェイスでリソースを格納および展開できるようにします。

第 1 章：はじめに
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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に設定された論理的な境界ですが、DNS は、ドメイン

名を使用してリソースを構成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 DNS を介して展開されるため、簡単に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

レスに解決するのに役立ちます。

DNS への依存度が高いため、Synology Directory Server をインストールする際は、ドメインの機

能を維持するための DNS Server をセットアップする必要があります。

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 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 では、ドメインが作成された Synology NAS は、ドメイン コントロー

ラとして自動的に昇格されます。

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 : ドメイン内のリソース ( ファイル、デバイスなど ) へのグループのアクセス許可は、

そのグループの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、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。さらに、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。
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互換性と制限

• DSM バージョンの要件：DSM 6.2.2 以降

• ドメインの機能レベル：Windows Server 2008 相当

• 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、他のドメインまたは 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

• 適用される Synology NAS モデル : 詳しくは、Synology 公式ホームページのこちらのページをご

覧ください。

• 制限：

• Synology Directory Server は、単一ドメインと単一のドメイン コントローラのみをサポート

します。

• ドメイン コントローラとして機能する Synology NAS のホスト名は、Synology Directory 

Server をアクティブ化した後は変更できません。

• ドメイン作成後、SMB 署名のみ自動的に有効にすることで、SMB ファイル転送時の読み取り

/ 書込みパフォーマンスを軽減します。

• 分散ファイルシステム レプリケーション (DFSR) は非対応です。

Synology Directory Server のインストール
1. Synology NAS に Synology Directory Server をインストールする前に、以下をご確認くださ

い。

• Synology NAS のネットワーク接続が正常に機能している。 

• Synology NAS のボリュームが正常に機能している。

• DSM がバージョン 6.2.2 以降に更新されている。

• あなたは、Synology NAS の DSM 管理者 ( administrators グループに属するユーザーなど ) 

である。

• Synology NAS が固定 IP アドレスを使用している：Synology NAS (ドメイン コントローラ ) 

の IP アドレスが変化することによる クライアントの切断を回避するため、Synology NAS 用

のローカル ネットワーク エリアで固定 IP アドレスをセットアップする必要があります。
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• Synology NAS はドメインまたは LDAP ディレクトリのクライアントではありません：
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、

Synology Directory Server を使用する前に、ドメイン /LDAP ディレクトリから離脱する必要

があります。このパッケージは、そのほかのディレクトリ サービスの構成と互換性はありま

せん。

• ドメイン名の干渉がローカル エリア ネットワークに存在しないようにする：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。この問題を回避するには、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. administrators グループに属しているユーザーとして DSM にサインインします。

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 セクションで [インストール ] をクリックし、画面の指示に従っ
てインストール プロセスを完了します。
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Synology Directory Server を使用すると、Synology NAS は、アカウントの管理、デバイスの展開、

アクセス権の構成、ドメイン内の権限の委任を行うドメイン コントローラとして機能できます。

この章は、Synology Directory Server の使用開始に役立つ情報を提供しています。

Synology Directory サービスのセットアップ

インストールが完了し、既存のドメインが検出されなければ、Synology Directory サービスのセッ

トアップを開始できます。以下のセクションでは、ドメインを作成し、Synology NAS をドメイン 

コントローラとして昇格する方法について説明します。

注：

• Synology Directory Server をインストールする前に、Synology High Availability クラスタを

セットアップして中断のないディレクトリ サービスをセキュリティで保護することができま

す ( 詳しい手順については、「 Synology High Availability による中断のないディレクトリ 
サービスの確保」をご覧ください )。

1. Synology Directory Server を起動します。

2. [次へ ] をクリックして設定を続行します。

第 2 章：Synology Directory Server を始め
る前に
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3. 以下の情報を入力し、[次へ ] をクリックします。 

• ドメイン名 : ドメインの FQDN ( 完全修飾ドメイン名 ) を入力します (「syno.local」など )。

• ワークグループ : ワークグループ名 ( または NetBIOS ドメイン名 ) はこのフィールドに自動

入力されます。たとえば、ドメイン名が「syno.local」の場合、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。

• 確認用パスワード : パスワードを再入力します。

4. 設定を確定し、[適用 ] をクリックします。これで、システムはドメインを作成し、Synology 

NAS をドメイン コントローラに昇格させます。
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ドメイン名の制限： 

• ドメイン名には、アルファベット文字、数字、マイナス記号、およびドット（ドメイン名のコ
ンポーネントの区切り文字として使用）のみを含めることができます。

• ドメイン名には、最低 2 つのコンポーネントを含める必要があります (「syno.local」など )。

• ドメイン名の先頭にハイフン (-) は使用できません。

• ドメイン名の最後にハイフン (-) またはピリオド (.) は使用できません。

• ドメイン名は、お使いの Synology NAS の名前とは同じにはできません。

• 最大 64 文字まで入力できます。

パスワードの制限：

パスワードの強度要件を満たすには、パスワードが次のルールのうち少なくとも 3 項目を満たし
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）

• 特殊文字（#、$、! などを含む）

• Unicode アルファベット（アジア言語のものを含む）

SMB 署名について：

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。ドメインが作成される
と、この機能は自動的に有効になり、SMB ファイル転送中の読み取り / 書き込みのパフォーマン
スが低下する可能性があります。パフォーマンスを強化するには、 [コントロール パネル ] > [ド
メイン /LDAP] > [ドメイン ] > [ドメイン オプション ] の [サーバーの署名を有効にする ] ドロッ
プダウン メニューで [自動 ] または [無効 ] を選択してください。

ドメインの管理

[ステータス ] ページで、ドメインおよびドメイン コントローラを確認、編集、削除できます。

ドメイン情報を表示

ドメインに関する情報は、[ステータス ] ページでいつでも確認できます。
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• ドメイン名 : ドメインの完全名。

• ドメイン NetBIOS 名：ドメインの短縮名で、以前のバージョンの Windows (Windows 95 や 

Windows 98 など ) で Synology Directory リソースにアクセスするために使用されます。

• アップデートが必要な記録の数：表示される数値が 0 の場合、DNS Server 内のすべての DNS 

リソース レコードは Synology NAS ( ドメイン コントローラ ) の IP アドレスを正しく指します。

表示される数値が 0 より大きい場合は、DNS server のリソース レコードを更新する必要があ

ります ( 詳細な手順については、「A/AAAA リソース レコードの調整」を参照してください )。

ドメインの削除

[ステータス ] ページで、[ドメインの削除 ] をクリックして、Synology Directory Server が現在管

理しているドメインを削除します。ドメインを削除すると、元に戻すことはできなくなります。

ドメイン コントローラの IP アドレスの編集

通常、Synology Directory Server は固定 IP アドレスが設定されています。何らかの理由で、

Synology Directory Server が実行する 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。以下の手順に従って操作してください。

1. Hyper Backup で B Synology Directory Server をバックアップします ( 詳しくは、「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」を参照してください )。

2. Synology NAS の IP アドレスを変更します。

3. DNS Server のリソース レコードを確認して更新します ( 詳しくは、「A/AAAA リソース レコ
ードの調整」を参照してください )。

4. Synology Directory Server を再起動してネットワークの設定を更新します。次の手順に従って

ください。

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

b. 逆三角形をクリックし、[停止 ] を選択します。

c. Synology Directory Server が停止したら、[実行 ] をクリックしてパッケージを再起動しま
す。
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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 サービスの保守に不可欠で

す。

以下は、A/AAAA レコードの設定と DNS 自動登録メカニズムについて説明します。

A/AAAA リソース レコード

A と AAAA  は、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

それに対応する 128 ビット IPv6 アドレスが含まれます。 

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後で、

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。

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ルール：現在、文字 (a-z、A-Z)、数字 (0 ～ 9)、ハイフン (-) の
みが許可されています。

• Windows 7 または 10 の場合：ホスト名または IP アドレスが変更された場合は、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、リソース レコードが更新
されない場合は、再ログインまたは再起動は必要ありません。

A/AAAA リソース レコードの調整

Synology Directory Server が通常のサービスを提供するためには、DNS Server のすべての A/

AAAA リソース レコードが正しく Synology NAS の IP アドレスを示していなければなりません。

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 アドレスを指します。

ただし、A/AAAA リソース レコードは、以下の状況下では正しく Synology NAS を示さないことが

あります。

• ドメインが Synology Directory Server で作成後、Synology NAS でそのの IP アドレスが変更に

なった。

• Synology Directory Server が Hyper Backup のバックアップ タスクを使用して復元された ( 詳

しくは、「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」参照して
ください )。
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上記のような事例に遭遇した場合、以下の手順に従ってください。

1. [DNS Server] > [ゾーン ] の順に進みます。

2. 具体的に DNS ゾーンを選択し (ドメイン名@Active Directory や _msdcs.ドメイン名
@Active Directory など )、[編集 ] > [リソース レコード ] の順にクリックします。

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。

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

セキュリティは、効率的な管理以外に Synology Directory 管理者が常に最も懸念する 1 つです。

Synology Directory サービスを保護するため、Synology Directory Server に以下のファイアウォ

ール ルールを追加することをお勧めします。

1. [コントロール パネル ]> [セキュリティ ] > [ファイアウォール ] の順に移動します。

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。

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 メニューからファイアウォ

ール プロファイルを選択し、右の [規則の編集 ] ボタンをクリックします。
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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。
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6. [DNS Server]、[Synology Directory Server]、[Windows ファイル サーバー ] を選択しま
す。[OK] をクリックして選択を確定します。

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 範囲を入力して、Synology Directory Server を実行しているローカル エ

リア ネットワークを指定します。情報を確認したら、[OK] をクリックします。
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9. [操作 ] セクションで、[許可する ] を選択して、指定したポートまたは IP アドレスによるアク

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 のファイアウォール設定に関する詳細は、ファイアウォール ヘルプを参照してくださ
い。
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Synology Directory Server がホストするドメインでは、利用可能なリソースが作成され、組織単

位 (OU)、グループ、ユーザー、デバイス ( コンピュータや NAS など ) などのオブジェクト形式で

格納されます。

この章では、Synology Directory Server でさまざまな種類のドメイン オブジェクトを構成する方

法について説明します。

ドメイン オブジェクトの状態表示

[ユーザーとコンピュータ ] ページでは、右側のパネルにオブジェクト情報を表示させて、ドメイ
ンのツリー構造全体を表示できます。

• 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、組織単位、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 (OU は除く ) の名前が以下の形式で表示されます。

ドメイン NetBIOS 名 \ オブジェクト名

• 説明：ドメイン オブジェクトを説明するメモ。

• 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：ドメイン オブジェクトが非アクティブ化されていない場合、その状態は [正常 ] に
なります。 それ以下の場合は、ステータスが [無効 ] になります。

第 3 章：OU、グループ、ユーザー、コンピ
ュータの管理
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組織単位 (OU) の管理

組織単位 (OU) は、ユーザー、グループ、コンピュータ、その他の OU を含む、すべての種類のド

メイン オブジェクトを追加できるドメイン内のコンテナ オブジェクトです。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、IT 管理者はグループ 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. [ユーザー &コンピュータ ] ページに移動します。

2. ツリーリストからドメインまたは OU を選択し、[追加 ] > [組織単位 ] の順にクリックします。

3. フィールドの新しい組織単位の名前を指定して、[OK] をクリックします。

4. 新しく追加した組織単位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。する
と、新しく追加した組織単位がツリーリストを表示します。
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オブジェクトを OU に追加

以下の手順でオブジェクトを OU に追加できます。

1. [ユーザー &コンピュータ ] ページで、ツリー リストから OU を選択します。

2. 以下のいずれかの方法を選択して、作成ウィザードを起動します。

• 方法 1：[追加 ] をクリックして、ドロップダウン メニューからドメイン オブジェクトの種

類を選択します。

• 方法 2：ツリー リストで、指定した OU を右クリックします。[追加 ] に移動し、オブジェク
トのタイプを選択します。
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• 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。

3. 作成ウィザードの指示に従ってオブジェクトを追加します。詳しい操作ガイドラインは、[OU 
の追加 ]、[グループの追加 ]、[ユーザーの追加 ] の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組織単位に、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、どの組織単位に属していないオブジェクトも表示
されます。すべてのユーザー、グループ、コンピュータ、および組織単位を表示するには、ツ
リーリストからルートフォルダ ( ドメイン名の名前 ) を選択し、右上隅にある虫眼鏡アイコン
をクリックします。検索バーで、[すべての後続 ] にチェックマークを付け、すべてのオブジ
ェクトを表示します。

OU の削除

1. ツリーリストから削除する OU を右クリックして、[削除 ] をクリックします。

2. ポップアップ メッセージで [削除 ] を再クリックして削除を確定します。OU を削除すると、元

に戻すことはできなくなります。



18

第 3 章：OU、グループ、ユーザー、コンピュータの管理

グループの管理

ドメイン グループを使用すると、IT 管理者は、ドメインに展開されたデバイス、アプリケーショ

ン、またはその他のサービスにアクセスするためのアクセス許可を付与できます。ドメイン ユー

ザーをグループに配置し、アクセス制御リスト (ACL) を特定のサービスのグループに適用します。

このセクションでは、Synology Directory Server でドメイン グループを管理する方法を概説しま

す。

デフォルト グループ

ドメインを確立すると、Synology Directory Server は、ドメインの管理とアクセス許可の構成に

役立つ以下のグループをデフォルトで作成します。

グループ名 説明

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。

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。

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。

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。

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
デフォルトで、すべてのドメイン コントローラがこのグループに含ま
れます。

Read-Only Domain 
Controllers

デフォルトで、すべての読み取り専用ドメイン コントローラ (RODC) 
がこのグループに含まれます。

Enterprise Read-Only 
Domain Controllers

デフォルトで、企業全体のドメイン構造で、すべての読み取り専用ド
メイン コントローラ (RODC) がこのグループに含まれます。

Allow RODC Password 
Replication Group

このグループのメンバは、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。

Denied RODC Password 
Replication Group

このグループのメンバは、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せん。

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

DnsAdmins
このグループのメンバは、ドメイン内のドメイン ネーム サービスにア
クセスできます。



19

第 3 章：OU、グループ、ユーザー、コンピュータの管理

グループ名 説明

DnsUpdateProxy
このグループのメンバは、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。

Group Policy Creator 
Owners

このグループのメンバは、ドメインのグループ ポリシーを変更できま
す。

RAS and IAS Servers
このグループのメンバは、リモート アクセス サービスを使用できま
す。

注：

• Synology Directory Server は、Windows Server 2008 R2 の機能レベルと一致します。内蔵ド
メイン グループに関する詳細は、こちらを参照してください。

グループの追加

1. [ユーザーとンピュータ ] ページで 、[追加 ] > [グループ ] の順にクリックします。

2. [グループ名 ] フィールドで、新しいグループに関する以下の情報を設定し、[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

セス許可を割り当てる際に使用します。この種類のグループは、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 アカウントの管理用に追加されます。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：セキュリティ グループは、ドメイン内で特定のシステム タスクを実行す

るためのアクセス許可または権限を設定するために採用されています。

• 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。
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3. グループの情報を確認してから、[適用 ] をクリックして、設定を保存します。

グループ プロパティの編集

1. 編集するグループを選択し、[操作 ] > [編集 ] の順にクリックします。以下のグループ プロパ

ティは、[全般 ] タブを編集できます。

• グループ名

• 説明

• 電子メール

• グループ スコープ

• グループ タイプ

2. メンバーを含める / 除外するは、[メンバー ] タブで行います。

3. [OK] をクリックして保存します。

注：

• グループを編集するには、[ユーザーとコンピュータ ] ページでグループを右クリックし、[編
集 ] をクリックします。
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グループの削除

1. [ユーザー＆コンピュータ ] ページで削除するグループを選択し、[操作 ] > [削除 ] をクリック
します。

2. ポップアップ メッセージで [削除 ] をクリックして削除を確定します。

注： 

• グループを削除するには、[ユーザーとコンピュータ ] ページでグループを右クリックし、[削
除 ] をクリックします。

• Ctrl または Shift キーを押したままにして、複数のグループを選択できます。

• グループの削除は元に戻すことはできません。

メンバをグループに追加

ユーザーをグループに割り当てるには、次の 3 つの方法があります：ユーザーを作成中にユーザ

ーをグループに追加する、ユーザーのプロファイルを編集する、グループのプロパティを編集す

る。

• ユーザー作成中にユーザーをグループに追加する

ユーザー作成ウィザードの 2 番目の手順で、このユーザーを追加するグループにチェックを入れ、

[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。
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• 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

[ユーザー＆コンピュータ ] ページで編集するユーザーを選択し、[操作 ] > [編集 ] をクリックしま
す。[所属するグループ ] タブに切り替えます。次に、このユーザーを追加するグループにチェッ
クマークを付けて、[OK] をクリックします。

• 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

編集するグループを選択し、[操作 ] > [編集 ] の順にクリックします。[メンバー ] タブに移動し、
このグループに追加するユーザーにチェックマークを付けます。[OK] をクリックして、設定を適
用します。
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ユーザーの管理

ドメイン内のユーザーは、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。組

織のメンバーは、ユーザー アカウントを使用して、アクセス許可と権原に従ってドメイン統合リ

ソースにアクセスできます。

このセクションでは、Synology Directory Server でドメイン ユーザーを管理する方法を概説しま

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。

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。
ドメインとドメイン コントローラ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。ドメイン コントロー
ラのホスト名に従って名前が付けられます (「dns-MyNAS」など )。

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
ドメイン コントローラ上の 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. [ユーザーとコンピュータ ] ページで、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、または組織単位にできます。

2. [追加 ] ドロップダウンメニューからユーザーを選択します。ユーザー作成ウィザードが自動的
に起動されます。
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3. [ユーザー作成 ] ウィザードの [ユーザー情報を入力 ] ページで新しいユーザーを設定します。
セキュリティを強化するため、デフォルトで [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 ] が自動的に選択されます。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. [グループに参加 ] ページで、ユーザーが属するグループを選択します。

5. 設定を確認し、[適用 ] をクリックしてドメイン ユーザーを追加します。

注： 

パスワードの強度要件を満たすには、パスワードが次のルールのうち少なくとも 3 項目を満たし
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）

• 特殊文字（#、$、! などを含む）

• 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

一度に 1 人のユーザーを追加する以外に、次の手順に従って複数のユーザー アカウントをインポ

ートすることもできます。

1. [ユーザーとコンピュータ ] ページで、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. [追加 ] ドロップダウンメニューから [ユーザーのインポート ] を選択します。
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3. 必要に応じて次のオプション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

に置き換える場合は、このオプションを選択します。

• 新規ユーザーに通知メールを送る：このオプションをオンにすると、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 ] の順に選択して、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：このオプションは、[新規ユーザーに通知メ
ールを送る ] が選択されている場合にのみ利用できます。このオプションを選択するのは、
通知メッセージにパスワードも記載してほしい場合です。

• 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：このオプショ

ンを選択するのは、インポートされたユーザーに対し、最初のログイン時にパスワード変更

を強制的に求める場合です。そうしてもらうことで、インポートされたアカウントに別の保

護が追加されます。

4. [参照 ] をクリックして、アップロードする .txt ファイルを選択します。 

5. プレビューが正しいことを確認し、[OK] をクリックしてインポートします。

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. 名前                               6. 姓名                                     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

インポート ファイルの形式は、次の要件を満たす必要があります。

• インポート 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 ( 左から右へ ) 必要があります。

• インポートされたパスワードは、パスワード ポリシー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。項目 (説明など ) を省略したい場合は、Tab キーを押

して、次の価を入力する前に、空の値を入力して区別します (電子メールなど )。
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ユーザー プロパティの編集：

1. [ユーザー＆コンピュータ ] ページで編集するユーザーを選択し、[操作 ] > [編集 ] をクリック
します。[Ctrl] または [Shift] キーを同時に押すと、複数のユーザーを選択できます。

2. 編集画面の [アカウント ] タブに移動して、以下のユーザー プロファイルを変更できます。

• ユーザー ログイン名：ここでこのユーザーの名前を変更できます。

• ログイン時間：このボタンをクリックして、ユーザーのログオン時間をカスタマイズします。

設定画面で、[拒否 ] または [許可 ] をクリックし、任意のグリッド セルを選択します。終日

または各日の時間を選択するには、日または時間をクリックします。スケジュールが決まっ

たら、[OK] をクリックして設定を保存します。

• 使用可能なデバイス：このボタンをクリックして、このユーザーがアクセスできるコンピュ

ータを選択します。

• 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 ロックアウト ポリシーによ

ってアカウントがロック アウトされたときに有効化になります。このオプションを無効にす

ると、ロックされたアカウントのロックを解除できます。

• 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：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。

• このアカウントを無効にする

• 対話型ログインに、スマート カードを必須にする

• この機密アカウントの委任を禁止：ドメインのクライアント デバイス上のサービスは、この

アカウントの代わりにリソースにアクセスできません。

• 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する

3. [プロファイル ] タブに移動し、[ユーザー プロファイル ] のプロパティを編集します。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 フォルダなど、ユーザーのプロファ

イルを含むフォルダ 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、2 MB 

以下の Windows .bat ファイルをアップロードできます。
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4. [プロファイル ] タブで、ユーザーに以下の [ホーム ディレクトリ ] を追加できます。 

• 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ていると、リモート共有フォルダは、Windows オペレ

ーティング システムによってドライブの特定のボリューム ラベルで自動的にマウントされま

す。

5. [OK] をクリックして、設定を保存します。

注：

• [ユーザー＆コンピュータ ] ページでユーザーを右クリックし、[編集 ] をクリックしてユーザ
ーを編集することもできます。ユーザーを右クリックすると、( ユーザー アカウントを無効に
する ) [無効 ] オプションも使用できます。

ユーザーの削除 

1. [ユーザー＆コンピュータ ] ページで削除するユーザーを選択し、[操作 ] > [削除 ] をクリック
します。

2. ポップアップ メッセージで [削除 ] をクリックして削除を確定します。

注：

• [ユーザーとコンピュータ ] ページでユーザーを右クリックし、[削除 ] をクリックしてユーザ
ーを削除することもできます。

• [Ctrl] または [Shift] キーを同時に押すと、複数のユーザーを選択できます。
• ユーザーの削除は元に戻せません。
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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。以下の手順に従って操作してください。

1. コンピュータをドメインに参加する (「 Windows PC をドメインに参加する」を参照してくだ
さい )。

2. DSM で [コントロール パネル ] > [共有フォルダ ] の順に進み、共有フォルダを作成します。共
有フォルダは、単一のユーザー用とすべてのユーザー用ので同じにできません。

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 ] タブで [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。
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6. [ユーザーまたはグループ ] ドロップダウン メニューでターゲットを選択し、下の表の設定に従

って [適用先 ] と [アクセス許可 ] を設定します。次の図は、「Owner」という名前のユーザー

定義グループに対するアクセス許可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 )

子フォルダ、子ファイル、す
べての後続をチェック

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

Domain Admins すべてを選択
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

Domain Users すべてを選択

読み取りをチェックして [ 読
み取り ] をオンにして、完全
な読み取りアクセス許可を取
得し、書き込みではフォルダ
の作成 /データの追加のみを
取得
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7. 共有フォルダを設定した後は、[Synology Directory Server] > [ユーザーとコンピュータ ] > 

[Users] の順に進みます。

8. ドメイン ユーザー アカウントを右クリックして、[編集 ] をクリックします。

9. [プロファイル ] タブに切り替え、[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、[OK] をクリックします。

\\NAS の IP アドレス \共有フォルダ名 \%username%

注： 

• 「%username%」は、指定したユーザーのプロファイル フォルダを自動的に参照する環境変

数のため、変更しないでください。
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10. このドメイン ユーザー アカウントを使用して、ドメインに参加している Windows PC にサイ

ンインします。ドメイン コントローラは、対応するローミング プロファイルを自動作成します 

( フォルダ名は「ユーザー名 .V6」) を NAS のリモート共有フォルダに保存します。コンピュー

タ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を作成または変更した場合、デ

ータは割り当てられたパスに同期されます。

単一ユーザーにネットワーク ドライブをマウントする

ローミング プロファイルを設定するほかに、Synology Directory Server では、ドメイン ユーザー

用のネットワーク ドライブをマウントすることができます。以下の手順に従って操作してくださ

い。

1. ユーザーのコンピュータでドメインに参加します (「 Windows PC をドメインに参加する」を
参照してください )。

2. 共有フォルダを作成し、コントローラ Synology NAS のドメイン ユーザーに十分なアクセス許

可を設定します ( 最小限の読み取りアクセス許可 ) (「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」を参照してください )。

3. [Synology Directory Server] > [ユーザーとコンピュータ ] の順に移動します。

4. 指定したユーザー アカウントを右クリックして、[編集 ] をクリックします。

5. [プロファイル ] タブに切り替え、[ホーム ディレクトリ ] セクションの [接続 ] をクリックし
ます。

6. そのネットワーク ドライブに対するドライブ名を割り当てます。

7. ネットワーク ドライブにマウントする共有フォルダのパス ( または共有フォルダの下のフォル

ダ ) を入力します。

\\NAS の IP アドレス \( 共有 ) フォルダ名
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8. [OK] をクリックして、設定を保存します。

9. このドメイン ユーザー アカウントを使用して、ドメインに参加している Windows PC にサイ

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。

注： 

• ［プロファイル］ タブの ［ローカル パス］ オプションは、Windows ローカル フォルダへの

パスです。このパスが、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、この設定は無効になります。

• 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。



33

第 3 章：OU、グループ、ユーザー、コンピュータの管理

コンピュータの管理

Synology Directory Server で作成されたドメイン内のコンピュータは、ワークステーション、サ

ーバー、または NAS です。この種類のオブジェクトは、ユーザーがアクセスできるようにドメイ

ンに展開できます。このセクションでは、Synology Directory Server でコンピュータを管理する

方法について簡単に説明します。

注：

• コンピュータまたは Synology NAS がドメインに参加する方法については、「第 4 章」を参照
してください。

コンピュータ プロパティの編集

1. 編集するコンピュータを選択し、[操作 ] > [編集 ] の順にクリックします。

2. コンピュータの [説明 ] を編集します。

3. [OK] をクリックして、設定を保存します。

注：

• [ユーザー＆コンピュータ ] ページでコンピュータを右クリックし、[編集 ] をクリックしてコ
ンピュータを編集することもできます。

コンピュータの削除

1. [ユーザー＆コンピュータ ] ページで削除するコンピュータを選択し、[操作 ] > [削除 ] をクリ
ックします。

2. ポップアップ メッセージで [削除 ] をクリックして削除を確定します。

注： 

• [ユーザー＆コンピュータ ] ページでコンピュータを右クリックし、[削除 ] をクリックしてコ
ンピュータを削除することもできます。

• [Ctrl] または [Shift] キーを同時に押すと、複数のコンピュータを選択できます。
• コンピュータの削除は元に戻すことはできません。
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デバイスをドメインに参加させると、組織のリソースをまとめて管理できるのみでなく、ユーザー

は 1 セットの資格情報を通じて簡単にデバイスにアクセスできるようになります。

この章では、Synology Directory サービスが管理するドメインに Windows クライアントと 

Synology NAS を参加する方法を説明します。

Windows PC のドメインへの参加

以下は、Synology Directory Server で作成されたドメインに参加可能な Windows オペレーティン

グ システムのバージョンです。

• Windows Server 2008 (R2) 以降

• Windows 10 Enterprise/Pro/Education

• Windows 8.1 (8) Enterprise/Pro

• Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional

次の手順では、Windows 10 PC をドメインに参加する方法について説明します。

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。

第 4 章：デバイスのドメインへの参加
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2. [状態 ] ページで [プロパティ ] をクリックします。

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。
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4. [次の DNS サーバーのアドレスを使う ] を選択し、[優先 DNS サーバー ] の欄にドメイン コン

トローラの 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。
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8. 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。ユーザー名の形式は以下のとお
りです。

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

Synology NAS 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ができます。ドメインに

参加した後、ドメイン ユーザーは自分のドメイン アカウントとパスワードを使用して Synology 

NAS にサインインし、別のユーザー名とパスワードを覚える必要なく、ファイルにアクセスして 

DSM アプリケーションを使用することができます。

Synology NAS をドメインに参加するには、次の手順に従ってください。

1. [コントロール パネル ] > [ドメイン /LDAP] > [ドメイン ] の順に移動します。

2. [ドメインに参加する ] を選択します。

3. 相当する欄にドメイン名を入力し、DNS Server を指定します。

4. 必要に応じて、[ドメイン オプション ] をクリックして詳細設定を構成します ( 詳しくは、「詳

細オプション」セクションを参照してください )。

5. [適用 ] をクリックします。

6. ポップアップ画面で、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。
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詳細オプション

このセクションでは、[コントロール パネル ] > [ドメイン /LDAP] > [ドメイン ] の詳細オプショ
ンについて説明します。

オプション名 説明

ドメインサーバーの種類

この欄には、Synology NAS がドメインに参加した後のドメイン

タイプが表示されます。この場合、ドメインタイプは「AD ドメ
イン」になります。

管理モード

このオプションは、ドメイン ユーザーとグループの権限を管理

する方法を決定します。

• 信頼できるドメイン：NAS が参加しているドメインとその他の
信頼できるドメインのユーザーとグループを管理できます。ユ
ーザーとグループは、[ドメイン ] ドロップダウン リストでフ
ィルタリングできます。

• OUのシングルドメイン：このモードでは、NAS が参加してい

るドメインのユーザーとグループのみ表示されます。このモー

ドでは、ドメイン ユーザー / ドメイン グループを [OU] ドロッ
プダウン メニューでフィルタリングできます。

詳細ドメイン オプション

ほとんどの場合、詳細ドメイン オプションの設定は必要ありま

せん。詳細ドメイン オプションは、特定のドメイン環境でのみ

必要です。

• DC IP/FQDN：ドメイン コントローラ （DC） の IP アドレス

または完全修飾ドメイン名 (FQDN) を指定すると、Synology 

NAS がその情報を使用して通信しようとします。

• ドメイン NetBIOS 名：ドメインの NetBIOS 名を指定します。

• ドメイン FQDN (DNS名 )：ドメインの FQDN を指定します。

• DNS インターフェイスの登録：ドメインに参加すると、こ
こで指定したネットワーク インターフェイス カード (NIC) は 

DNS Server に登録されます。Synology NAS のホスト名にアン

ダースコア（_）が含まれていると、DNS にはアンダースコア

（_）は使用できないため、登録に失敗します。

• ユーザー /グループ リストの更新：Synology NAS がドメイン 

ユーザー / グループ リストを自動更新する頻度を指定します。

この頻度は、毎日、毎週、毎月のいずれかで設定できます。ま

た、[ドメイン ユーザー ] タブに移動し、[ドメイン データを
更新 ] をクリックして、ドメイン ユーザー / グループ リストを

手動で更新できます。自動更新はシステムのハイバネーション

に影響しますのでご注意ください。

DiskStation はドメインユ

ーザーがログインすると、

毎回 NTP サーバーと同期

する

このオプションを有効にすると、Synology NAS と NTP サーバ

ー間の時刻が強制的に同期されます。
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オプション名 説明

NT4 対応モードでユーザー

/ グループ リストを取得

NT4 RPC モードでシステムにユーザー／グループ リストを取得

させます。このオプションは、デフォルトの設定であるドメイ

ン ユーザー／グループ リストを取得できないときに有効にして

ください。

サーバーの署名を有効にす

る

ユーザーが SMB クライアント署名が有効になっているコンピュ

ータの SMB プロトコルを介して Synology NAS にアクセスする

場合は、サーバー署名は、Synology NAS (SMB ファイル サーバ

ーなど ) でも有効にして、ファイル転送の機能を確保する必要が

あります。

ネスト構造のグループレベ

ルを列挙する

ネスト構造になったドメイン グループ メンバーのレベル番号を

指定します。

ドメイン管理者

管理者権限を与える先のユーザーを最大で 10 グループまで指定

できます。管理者権限を持つユーザーは、Synology NAS とそこ

に保存されているファイルを完全に制御できます。

統合 Windows 認証を有効

化

このオプションを有効にすると、ドメイン アカウントからコン

ピュータにすでにサインインしているユーザーが、ユーザー名

とパスワードの入力なしでインターネット ブラウザから DSM 

にサインインできるようになります。

ドメイン ステータス チェ

ック
DSM と参加したドメイン間の接続の状態を確認します。

統合 Windows 認証の使用

• クライアント コンピュータは、Windows 7 以降を実行する必要があります。

• クライアント コンピュータは Synology NAS と同じドメインにある必要があります。

• Windows で、[コントロール パネル ] > [インターネット オプション ] > [詳細設定 ] の順に移
動し、[セキュリティ ] セクションの [統合 Windows 認証を使用する ] チェックボックスが
選択されていることを確認します。

• 統合 Windows 認証は、すべてのブラウザで動作します。Firefox については、さらに数ステ
ップがセットアップに必要です。

1. Firefox ブラウザを開き、URL バーに「about:config」を入力します。

2. 「network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris」を検索します。

3. [値 ] 欄をダブルクリックし、ドメイン の IP アドレスを入力します。

•  Synology NAS が Synology Directory Server で作成されたドメインに参加する場合、統合 
Windows 認証を使用するには追加の構成が必要です。

1. DSM で [コントロール パネル ]> [ファイル サービス ] > [SMB/AFP/NFS] の順に移動しま
す。

2. [SMB] セクションで、[詳細設定 ] をクリックします。

3. [最小 SMB プロトコル ] ドロップダウン メニューで [SMB1] を選択し、[保存 ] をクリッ
クします。

• 統合 Windows 認証を使用したログインは、DSM 6.2.2 以降でのみ利用可能です。
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グループ ポリシーは、ドメイン内のユーザー エクスペリエンスを管理する IT 管理者が使用しま

す。このポリシーで、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。

この章では、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 ポリシーを構成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。左側のパネルの [ドメイン ポ
リシー ] をクリックして、2 種類の既定のドメイン ポリシー を管理できます。

注：

• このページの設定は、Windows RSAT のグループ ポリシーの Default Domain Policy に適
用されます。このグループ ポリシーが削除されると、このページは正常に機能することがで
きません。

第 5 章：グループ ポリシーの構成
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パスワード ポリシー

[ドメイン ポリシー ] ページで使用できるパスワード ポリシーは以下のとおりです。

• 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：ユーザーが最後にパスワード変更してから、パスワードを変更でき

ない期間を指定します。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長を指定します。

• パスワード履歴を強制：新しいパスワードは、以前に設定したパスワードとは異なるパスワード

でなければならず、その数はここで指定します。

• パスワード強化チェックを有効化：パスワードは、強化条件に従う必要があります。詳しくは、

次のメモのページをご参照ください。

• 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。

注： 

パスワードの強度要件を満たすには、パスワードが次のルールのうち少なくとも 3 項目を満たし
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）

• 特殊文字（#、$、! などを含む）

• Unicode アルファベット（アジア言語のものを含む）

アカウント ロックアウト ポリシー

[ドメイン ポリシー ] ページで使用できるアカウント ロックアウト ポリシーは以下のとおりです。

• 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。

• ロックアウト カウンターをリセット：ログイン試行の失敗回数は、ここで指定した時間以降に
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

Synology Directory Server では、パスワードとアカウント ロックアウトに関連するポリシーを

構成できます。ただし、他の種類のグループ ポリシーを構成するには、ドメインに参加してい

る Windows PC で Windows リモート サーバー管理ツール (RSAT) を使用する必要があります 

(Windows PC でドメインに参加する方法については、第 4 章を参照してください )。以下のセクシ

ョンでは、RSAT によるグループ ポリシー管理について説明します。

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、別々の RSAT インストール ファイルがあります。

次の一覧を参照して、使用している Windows のバージョンに対応するインストール ファイル

を確認してください。

• Windows 8 • Windows 8.1

• Windows 10

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. 現在のコンピューター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コンピューターの 

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。
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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コンピューターに

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。RSAT を介してすべて

のドメイン ユーザーのプロファイルを割り当てるには、次の手順に従ってください。

1. 共有フォルダを作成し、ドメイン コントローラ上のドメイン ユーザーに十分なアクセス許可を

与えられていることを確認します。

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. [Forest]: [ドメイン名 ] > [ドメイン ] > [ドメイン名 ] > Default Domain Policy の順に移動

します。

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. [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. 転送したいフォルダを右クリックし、[プロパティ ] をクリックします。

8. 以下の設定を行います。

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。
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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。

全ユーザーに対してネットワーク ドライブをマウント

ローミング プロファイルを設定するほかに、Synology Directory Server では、ドメイン ユーザー

用のネットワーク ドライブをマウントできます。RSAT 経由ですべてのユーザーにネットワーク 

ドライブをマウントするには、次の手順に従ってください。

1. 共有フォルダを作成し、コントローラ Synology NAS のドメイン ユーザーに十分なアクセス許

可 ( 最小限の読み取りアクセス許可 ) を与えていることを確認します。

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。
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4. [Forest]: [ドメイン名 ] > [ドメイン ] > [ドメイン名 ] > Default Domain Policy の順に移動

します。

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. 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。
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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。

• 場所：ネットワーク ドライブの場所を入力します (「\\192.168.1.1\SynoRock」など )。

• ドライブ (文字 )：このセクションでは [使用 ] をクリックして、ドライブ文字を選択します。

8. 構成後、任意のドメイン ユーザー アカウントを使用してサインインすると、このコンピュータ

ーにマウントされたネットワーク ドライブが表示されます。

注：

• 設定が完了すると、Windows がネットワーク ドライブをアカウントにマウントを試みるため
[ユーザー名を指定して接続 (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。同様に、ドメイン ユーザーがサインインすると、Windows はそのユーザーの
アカウントのネットワーク ドライブを自動的にマウントします。宛先が存在し、アクセス許
可があ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、システム障害やデータの削除によってデータが失われた場合に役立ちます。

この章では、Synology Directory Server の high-availability クラスタとバックアップ タスクを設

定するためのツールと方法について説明します。

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 Directory Server の継続的な可用性を確保するため、Synology High Availability パッ

ケージを使用してディレクトリ データベースを保護することをお勧めします。

Synology High Availability は 2 台のサーバーで 「high-availability クラスタ」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「パッシブ サーバー」と

して万一に備えスタンバイします。サーバー レイアウト ソリューションは、サーバーの誤動作に

よって発生するサービスの中断を減らします (high-availability クラスタの基本に関する詳細は、

Synology High Availability ヘルプ記事を参照してください )。

システム要件および high-availability クラスタをセットアップして、Synology Directory サービス

が中断されないようにする方法については、以下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。最初に、以下の情報に特に注意して 2 台の Synology NAS 

を構成してください。

• 適用機種：アクティブ サーバーとパッシブ サーバーはどちらも同じモデルであり、Synology 

High Availability に対応していなければなりません。このパッケージのサポートに関する詳細は、

こちらを参照してください。 

• DSMと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 サービスの監視サービスは、Synology Directory Server 4.4.5-0093 以上および 

Synology High Availability 2.0.3-0140 以上でのみサポートされています。

第 6 章：ディレクトリ サービスの保守と回
復
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• 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 サーバーの両方で、ドライブの数、容量、および挿入された

スロット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。特に、両方のサーバーに同じサブネットに

属する固定 IP アドレスが少なくとも 1 つあること、および 2 つのサーバー間の内部通信用に 

Heartbeat 接続が設定されていることを確認してください。

注：

• システム要件の詳細については、こちらを参照してください。

High Availability ク ラスタのセットアップ

Synology High Availability クラスタをセットアップするには、以下の手順に従ってください。

注：

• 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

さい。

1. [Synology High Availability] を起動します。

2. [high-availability 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 ( 詳しいガイドラインは、こちらを参照してください )。

3. Synology Directory Server (こちらを参照 ) をインストールして、Synology Directory サー

ビスをセットアップします (第 2 章参照 )。

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

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

注：

• high-availability クラスタのほかに、Hyper Backup を使用してで Synology Directory サー
ビスを定期的にバックアップしてください ( 詳しい手順については、「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」を参照してください )。
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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

Synology Hyper Backup パッケージを使用して、Synology Directory Server のデータと設定を

バックアップまたは復元することができます。Hyper Backup には以下の機能があります。

• クロスバージョンの複製を保持し、ストレージ消費量を最小限に抑えながら 65,535 個のバージ

ョンのデータを維持することができます。

• バックアップされたデータは、専用に設計されたマルチバージョン エクスプローラを使って 

DSM、Windows、Linux で簡単に参照、ダウンロード、復元できる専用のデータベースに保管さ

れます。 

• さまざまなデータタイプ ( システム構成、共有フォルダ、アプリケーション / パッケージなど ) 

の手動バックアップとスケジュールバックアップがサポートされています。 

• ローカル共有フォルダ、リモート サーバー、およびパブリック クラウドのバックアップ ストレ

ージがサポートされています。 

• 各バックアップ タスクは、複数のバックアップ バージョンを保持できます。自動ローテーショ

ンは、最も古いバックアップ バージョンを削除するか、Smart Recycle またはカスタマイズさ

れた保持ポリシーに従って実行されます。

Synology Directory Server をバックアップするには、パッケージ センターに移動して Hyper 

Backup をインストールしてください。

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。データをバックア

ップするには、次の手順に従ってください。

1. Hyper Backup を起動します。

2. 左下にある + をクリックして、[データ バックアップ タスク ] を選択すると、バックアップ ウ

ィザードが起動します。
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3. バックアップ先のタイプを選択します。同じデバイスを選択しないことをお勧めします。

4. [バックアップ タスクを選択 ] を選択します。

5. バックアップするフォルダを選択し、[次へ ] をクリックします。

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

7. ウィザードの指示に従ってバックアップ タスクの作成を完了します。

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。また、Hyper Backup のサービスの復元によって、Synology Directory サービスを

別の Synology NAS に移行することもできます。このセクションでは、Synology Directory Server 

のデータ バックアップを復元する方法について説明します。

1. [Hyper Backup] を起動し、左下にある [復元 ] をクリックすると、バックアップデータを復
元できます。
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2. [データ ] を選択し、復元するバックアップ タスクを選択します。

3. 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。復元するバックアップ タスクのタイプに依存します。

4. 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。

5. ウィザードに従って復元を終了します。

注：

• バックアップおよび復元機能に関する詳細は、Synology ホームページの Hyper Backup ヘ
ルプ記事を参照してください。
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この章では、Synology Directory の構成に関してよく寄せられる質問を提供します。

アカウントの問題

新しく作成されたユーザーが、古いパスワードと新しいパスワードの両方を使
用して DSM にサインインできるのは何故ですか？

この問題は、Windows 属性 OldPasswordAllowedPeriod で発生します ( 詳しくは、 こちらを

参照してください )。この属性は、パスワードの変更またはリセット後に、古いパスワードを使用

して NTLM ログインを許可する期間を指定します。

OldPasswordAllowedPeriod とパスワードの設定を以下のように構成されている場合、パスワー

ドを変更したドメイン ユーザーは、指定した時間内に古いパスワードと新しいパスワードの両方

を使用して DSM にサインインできる場合があります (OldPasswordAllowedPeriod の値に基づ

く )。

• パスワード履歴機能が有効になっている。

• パスワードの変更に NTLM (Kerberos の代わりに ) を使用した。

• OldPasswordAllowedPeriod がゼロに設定されていない ( デフォルトは 60 分 )。

問題を解決するには、以下の手順で OldPasswordAllowedPeriod を無効にしてください。

1. コンピューターのターミナル エミュレータ (PuTTy など ) を開きます。

2. SSH/Telnet を介してルート権限で DSM にサインインします。

3. 以下のコマンドを入力します。

vi /var/packages/DirectoryServerForWindowsDomain/conf/etc/synoadserver.

conf.mustache

4. [old password allowed period] を 0 に変更してから設定を保存します。

第 7 章：トラブルシューティングと FAQ



55

第 7 章：トラブルシューティングと FAQ

ドメイン ユーザー アカウントで Windows にサインインするときに、「アカ
ウントの制限により、このユーザーはサインインできなくなっています」とい
うメッセージが表示された場合はどうすればよいですか？

この問題の詳細は以下のとおりです。

ドメインに参加している Windows PC にドメイン ユーザー アカウントでサインインすると、ログ

インに失敗し、「アカウントの制限により、このユーザーはサインインできなくなっています。た

とえば、空白のパスワードが許可される、サインイン回数が制限される、またはポリシーの制限

が適用されている」というメッセージが表示されます。ただし、ユーザー アカウントを使用して 

DSM にサインインすることはできます。SMB 経由で同じアカウントを持つ共有フォルダにアクセ

スする場合も、引き続き使用できます。

問題を解決するには、次の手順に従ってください。

1. DSM で、[Synology Directory Server] > [ユーザーとコンピュータ ] の順に移動します。

2. デフォルト ユーザー krbtgt をダブルクリックします。

3. [アカウント ] タブで、以下のいずれかを行います。

• [このアカウントをロックアウトする ] チェックボックスの選択を解除する。

• [このアカウントを無効にする ] チェックボックスを選択する。

Synology Directory Server で無効なユーザーをすべて一覧表示する方法は？

1. コンピューターのターミナル エミュレータ (PuTTy など ) を開きます。

2. SSH/Telnet を介してルート権限で DSM にサインインします。

3. 以下のコマンドを入力します。

ldbsearch -H ldap://localhost '(&(objectCategory=Person)

(objectclass=user)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))' -P
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OpLock が有効になっているときにローミング プロファイルが Synology 
Directory Server に同期されない場合はどうすればよいですか？ (Windows 
PC のみ )

DSM の [コントロール パネル ] > [ファイル サービス ] > [SMB] > [詳細設定 ] で OpLock 

(Opportunistic Locks) を有効にしている場合、ドメイン ユーザーがコンピュータをシャットダウ

ンすると、ローミング プロファイルが Synology Directory Server との同期を正常に実行できない

可能性があります。この問題を解決するには、次の手順に従ってください。

1. Windows PC で管理者として Windows Powershell を実行します。

2. コマンド プロンプトで 「gpedit.msc」と入力してください。[ローカル グループ ポリシー エ
ディタ ] が表示されます。

3. [ローカル コンピューター ポリシー ] > [コンピューターの構成 ] > [管理用テンプレート ] > [シ
ステム ] > [ユーザー プロファイル ] の順に移動します。

4. [ユーザーのログオフ時にユーザー レジストリを強制的にアンロードしない ] をダブルクリック
します。

5. 結果画面で、[有効 ] をクリックします。

6. [OK] をクリックします。
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ディレクトリの問題

「sysvol」フォルダと「netlogon」フォルダが存在する理由は何ですか？

SMB プロトコルを使用して、Synology Directory Server でドメインがセットアップされた 

Synology NAS にコンピュータを接続する場合、sysvol および netlogon フォルダが確認できま

す。これらのフォルダには、Synology Directory Server に必要なファイルが含まれています。

sysvol フォルダには、ドメインのパブリック ファイルが保管されます。netlogon フォルダには、

ログイン スクリプトとグループ ポリシーが保管され、ドメイン内に展開されたコンピュータで使

用できます。

注：

• sysvol と netlogon フォルダは非表示 / 無効にできません。

• この 2 つのフォルダは、DSM [コントロール パネル ] > [共有フォルダ ] には表示されません。

• この 2 つのフォルダは、Windows 10 に表示されますが、直接アクセスできません。

Synology Directory Server の入れ子になったグループを展開する方法は？

ネストされたグループは、グループ構造を計画し、アクセス制御リスト (ACL) をドメイン リソー

スに適用する際に柔軟性を提供します。Synology Directory Server のドメイン内のグループに対

してこの機能を有効にするには、次の手順に従ってください。

1. コンピューターのターミナル エミュレータ (PuTTy など ) を開きます。

2. SSH/Telnet を介してルート権限で DSM にサインインします。

3. 「vi /etc/samba/smbinfo.conf」を入力します。

4. 以下のパラメータを追加します (「x」はネストされたグループ レベルの数。x は、2 や 5 など

の任意の数値で置き換えることができます )。

winbind expand groups=x

5. 「restart winbindd」を入力します。日常のアクティビティに対するパフォーマンスへの影響を

抑えるため、このコマンドはオフピーク時に実行することをお勧めします。
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LDAP 参加方法でコンピュータをドメインに参加させるときに、「強力な認証
が必要です」というメッセージが表示された場合はどうすればよいですか？

LDAP 参加方式を使用して、コンピュータを Synology Directory Server のドメインに参加させる

ことは、Synology Directory Server では公式にサポートされていません。ただし、以下の手順に

従って、この機能を有効にすることもできます。

1. DSM で [コントロール パネル ] > [セキュリティ ] > [証明書 ] の順に移動し、Synology 

Directory Server で使用される証明書の名前がドメインと一致していることを確認します。

2. コンピューターのターミナル エミュレータ (PuTTy など ) を開きます。

3. SSH/Telnet を介してルート権限で DSM にサインインします。

4. 「vi /etc/samba/smb.conf」を入力します。

5. 次のパラメータを追加し、設定を保存します。

ldap server require strong auth = no

注： 

• コンピュータを Synology Directory Server のドメインに参加するには、コンピュータの 

LDAP 参加ウィザードで、FQDN ( 完全修飾ドメイン名、「synol.local」など ) で Synology 

Directory Server を識別してください。

• LDAP 参加方法を使用しても、コンピュータをドメインに参加できない場合は、代わりに 

LDAP Server パッケージで LDAP ディレクトリをセットアップしてください。詳しくは、

Synology ホームページの  LDAP Server ヘルプ記事を参照してください。
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DNS の問題

DNS Server の PTR レコードに登録されたドメイン クライアントを自動的に
取得するにはどうしますか？ (Windows PC のみ )

PTR レコードは、DNS 参照の逆引き、つまり、IP アドレスをドメイン名またはホスト名に解決す

るのに役立ちます。ドメイン クライアントが DNS Server の PTR レコードに自動的に登録される

ようにするには、次の手順に従ってください。 

1. 「この接続の DNS サフィックスを DNS 登録で使用する」を有効にします。

a. 管理者特権を持つアカウントを使用して、PTR レコードを登録するドメインに参加している 

Windows PC にサインインします。

b. 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、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。

c. [状態 ] ページで [プロパティ ] をクリックします。

d. [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。

e. [詳細設定 ...] をクリックします。

f. [TCP/IP 詳細設定 ] ページで、[DNS] タブに移動します。

g. [この接続の DNS サフィックスを DNS 登録で使用する ] を選択し、[OK] をクリックして設
定を保存します。
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2. PTR レコードの自動登録を有効にする：

a. 同じ Windows PC で、管理者として [Windows Powershell ] を実行します。

b. コマンド プロンプトで 「gpedit.msc」と入力してください。[ローカル グループ ポリシー 
エディタ ] が表示されます。

c. [ローカル コンピューター ポリシー ] > [コンピューターの構成 ] > [管理用テンプレート ] > 

[ネットワーク ] > [DNS クライアント ] の順に移動します。

d. [PTR レコードを登録する ] をダブルクリックします。
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e. 結果画面で、[有効 ] をクリックします。

f. [OK] をクリックします。

ドメイン クライアントに DNS Server の AD ゾーンに新しい IP アドレスを登
録するにはどうしますか？ (Windows PC のみ )

1. Windows PC で管理者として Windows Powershell を実行します。

2. 以下のコマンドを実行します。

ipconfig /registerdns
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