Synology Photos
プロの写真家から写真愛好家の方まで、Synology Photos にはさまざまな利用シーンに対応

する効率的な写真管理のためのツールが全て揃っています。写真の自動グルーピング機能や

フィルタ機能による抽出、そして強力なセキュリティオプションを備えた共有リンクにより
大切な思い出や業務上のデータを安全に保ちながら簡単に共有できます。

散在するデータにさよなら

全ての写真を Synology NAS で集中管理し、写

真をキーワードやタグ、フィルタですばやく検
索できます。タグによるアルバムの自動生成に
より、写真をまとめる手間が省けます。

自由自在に NAS にアクセス

Synology の独自技術「QuickConnect」により、
いつでもどこでも NAS に保存した写真にアク

セスできます。さらに、専用のアプリでモバイ

ルデバイス上でも簡単に写真を閲覧できます。

効率よい写真管理と共有

タグや条件付きアルバム、顔認識機能で写真を
スムーズに分類して整理し、共有スペースや共
有リンクで写真を簡単に共有することが可能
です。

大切なデータの保護

HDD の冗長化技術 (RAID) で HDD の故障に備
え ま す。 さ ら に、Synology NAS 標 準 搭 載 の
バックアップパッケージで、他のストレージや
遠隔地へデータをバックアップし、大切な写真
を保護します。
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Synology photos

タイムライン表示

タイムライン表示
スペースを切替える：
写真
個人スペース（/home/Photos） / 共有スペース（/photo） （現在のページ）
1

2

アルバム
3

共有管理
4

検索
5

サインイン / カスタマイズ設定
6

7
8
9
10

11
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クイック フィルタを表示する

表示を切り替える：
タイムライン表示 / フォルダ表示
全画面でスライドショーを
再生する
写真をアップロードする

タイムライン
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Synology photos

フォルダ表示

フォルダ表示
1

3

スペースを切替える：
個人スペース（/home/Photos） / 共有スペース（/photo）
2

フォルダリスト

サムネイルのサイズを調整する
4

写真をアップロードする
5

フォルダを作成する
6

並べ替える

7
8

4

表示を切り替える：
タイムライン表示 / フォルダ表示
クイック フィルタを表示する
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便利なアップロード

方法二

NAS と同じローカルネットワーク（LAN）に接続している PC からネットワークドライブの

割り当てにより、Synology Photos のフォルダをマウントして写真をアップロードします。
アップロードされた写真はフォルダ構造が維持されるため、フォルダ構造を維持したまま
アップロードしたい場合にお勧めの方法です。

ステップ 1：
\\192.168.1.80\photo

Synology Photos のフォルダを同じローカル

ネットワーク（LAN）に接続している PC から、
ネットワークドライブの割り当てによりマウ
ントします。

便利なアップロード

・ 共有スペースをマウントしたい場合、
\\..IP..\photo でマウントしてください。

・ 個人スペースをマウントしたい場合、
\\..IP..\home\photos でマウントしてください。

個人スペース（/home/Photos）と共有スペース（/photo）、
どちらにアップロードするか簡単に選択することができます。

・ 市販の大多数のカメラ / スマートフォンの 4K RAW ファイルフォーマット対応
・ Live Photos 対応
・ 360 度写真及び動画対応

admin

•••••••••

\\192.168.1.80\photo

方法一

ウェブブラウザで Synology Photos の

ステップ 1：

「+」をクリックします。

アップロード

DSM のアカウントでサインインします。

ステップ 3：

PC のローカルフォルダから写真をコピーし、

画面からアップロードします。

写真のアップロード

ステップ 2：

アップロードしたい Synology Photos のフォ
ルダにペーストします。
ステップ 2：

写真を選択して

アップロードします。

※ Windows をご利用の場合のステップです。Mac をご利用の場合、弊社公式サイトより関連記事をご参照いただくか、
ダウンロードセンターより「初心者ガイド」をダウンロードしてご確認ください。

応用編

上級者向けのアップロード方法として USB Copy パッケージがあり

ます。USB Copy を使うと、外付けハードディスクを NAS に取り付
けるたびに自動でデータのインポートを実行できます。詳細な操作
方法は弊社公式サイトで関連記事をご参照ください。

6

7

Synology photos

キレイに整理整頓

自動生成のアルバム

顔認識機能や位置情報、タ
グ、ファイルタイプ、アップ
ロード日時に基づいた分類
によりアルバムが自動的に
生成されます。

キレイに整理整頓

GPS やカメラのモデルなどのメタデータやタグ、顔認

カスタムまたは条件付き

写真を複製せずに複数のアルバムに組み入れできます。

写真を自由に選択してカス

識によってアルバムを自由に作成することができます。

アルバム

タムアルバムを作成できま

す。また、条件付きアルバム
でカメラや撮影期間などの
設定した条件によりアルバ
ムを自動生成できます。

説明を追加
情報

クイック フィルタ

その他

Filename:

Cherry blossom

Image Size:

3,599 KB

Resolution:

9012 x 8231

Image Date:

2019-03-21

Camera:

Sony

Camera Model:

ICLE-7RM3

Exposure:

1/125 sec.

Aperture:

f/4.0

ISO:

3200

Focal Length:

50.0mm

Lens:

-

Flash:

No, coompulsory

父
あや

22 枚の写真

ジェシカ

13 枚の写真

ダ

10 枚の写真

母

健

あや

家族共有スペース

フィルタタイプ：写真
露出時間：1/60 - 1/8s
人々：

太郎、花子

写真の詳細情報を表示

顔認識機能で人物を速やかに分類

個人スペースと共有スペース

指定した条件で写真を直ちに抽出

サポートし、写真の基本情報を簡単に確認で

ムに自動で分類され、名前や分類結果を自由に

イベートに写真を管理できます。共有スペース

場所、タグ、カメラ、レンズ、焦点距離、露出

一般的なメタデータ（XMP、Exif、IPTC）を
きます。また、お好みでタグをつけることも
できます。
8

顔認識機能を有効にすると、「人々」のアルバ
編集できます（顔認識機能は特定の機種で対応
しています）。

個人スペースでは各ユーザーアカウントでプラ
では、特定のユーザーとフォルダ単位で共有し
て一緒に管理できます。

対応フィルタ：ファイルタイプ、撮影日、人々、
時間、口径、ISO
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いつでもどこでも閲覧

オフライン閲覧
ビデオ再生品質設定
自動

品質優先

速度優先

専用モバイルアプリ Photos Mobile

iOS / Android に対応し、モバイルデバイ

スで直感的に写真を閲覧することができま
す。オフライン閲覧および動画再生品質の
調整をサポートし、帯域を節約できます。

いつでもどこでも閲覧

便利なアクセス方法とさまざまな閲覧方法で、いつでもどこで
も大切な写真や動画を楽しむことができます。オフライン閲覧

やスムーズな表示で快適なユーザーエクスペリエンスを実現
します。

大きなスクリーンで閲覧

AirPlay または Chromecast を利用して、
写真と動画をテレビにストリーミングし
て大きなスクリーンで楽しめます。

まるで持ち歩ける作品集

Synology の直感的で使いやすい QuickConnect サービスを利用すれば、複雑な

ネットワークの設定をしなくても、どこからでも簡単に写真にアクセスできます。

どのデバイスでもスムーズに閲覧

デバイスにあわせて自動的に画質が調整さ
れるため、何千枚の写真があってもサムネ
イルをスムーズに読み込めます。ご利用の
デバイスに関わらず、一貫したユーザーエ
クスペリエンスを提供します。
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多様な共有方法

アクセス権限
共有リンクを有効化
リンクの共有
https://syouru94.quickconnect.to?link
プライバシー設定

パブリック - リンクを持つ人は誰でも閲覧可能

多様な共有方法

写真や動画を共有するさまざまな方法があり、プラ
イベートの思い出からプロの作品まで、より安全に
共有できます。

プライバシー設定
プライバシー設定

パスワードが必要

•••••••••

有効期限

アルバムを簡単に共有

共有リンクを作成して、アカウントを

持っている内部ユーザーだけでなく、
アカウントを持っていない外部ユー
ザーともシェアできます。共有された

写真や動画はウェブブラウザで簡単
に閲覧できます。

安心安全の共有を実現

共有リンクにパスワードや有効期間を
設定したり、アクセス権限を設定する
ことで、大切な写真をプライバシーの
心配なく安全にシェアできます。

楽々 SNS シェア

TwitterやInstagramなどSNSとの連

携がサポートされており、すぐに写

真をSNSへアップロードしてシェア
することができます（モバイルアプ
リのみ対応）。
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便利なアップロード

大切な写真をバックアップ

Synology NAS 標準搭載のバックアップ

機能「Hyper Backup」を利用して、全

ての写真や動画を外付けストレージやも
う1台の Synology NAS、クラウドサー
ビス上へ簡単にバックアップできます。

さらなる保護と運用

モバイル バックアップ

複数拠点間での共同作業も円滑に進められます。

レージスペースを解放します。

大切な思い出や業務上のデータなど、重要なデータを NAS に
標準搭載された機能で保護できます。また、同期機能により

専用のモバイルアプリでスマホやタブ
レットの写真を手動または自動でバッ
クアップし、モバイルデバイスのスト

異なる拠点と同期

標準搭載の同期機能「Synology Drive

ShareSync」で複数拠点間での共同作業
または遠隔地へのファイルバックアッ
プを実現できます。
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Synology Photos 仕様
機能

・ スマートで柔軟性の高い写真管理システム

制限事項

・ フォルダは Google Chrome と Microsoft Edge のドラッグ
アンドドロップでのみアップロード可能です

・ ドラッグアンドドロップではアップロードあたり 5,000
ファイルまでサポート

・ パスワード保護や有効期限など、写真共有オプションが豊

・ フォルダをドラッグ アンド ドロップでアップロードする場

・ 顔認識などの分類機能を使用した写真の自動グループ化

・ Live Photos は静止画と動画で構成され、両方のコンポー

富

・ iOS および Android プラットフォーム対応でモバイルデバ
イスを使用した管理が可能

多才なブラウジングと管理

・ 写真や動画を時系列またはフォルダ構造で表示

合、元のフォルダ構造は維持されません

ネントを再生する必要があります。一部のモデルは Live

Photos の動画変換をサポートしていないため、すべての
Live Photos が静止画として表示されます。詳細は弊社公
式サイトの関連記事にてご確認ください。

DS220j

モデル

こんな方に
おススメ！

普段は主にスマホで写
真を撮影する、カジュ
アルに写真管理を楽し
みたい方向け

DS220+

デジカメや一眼レフカ
メラで写真を撮影する、
写真愛好家の方向け

・ フォルダビューでのサムネイルサイズの変更をサポート
・ 直感的な移動、コピー、ダウンロード機能を提供

・ 写真や動画の日付、時刻、説明、タグの編集が可能

・ 1 枚の写真を複製せずに複数のアルバムに追加をサポート

Photos Mobile 仕様

・ 条件に一致する写真を自動的にグルーピングする条件付き
アルバムをサポート

さまざまな共有とコラボレーション

機能

・ カスタマイズ可能な権限設定でアルバムを共有

・ 写真や動画の閲覧、整理、バックアップを行う直感的なア

・ 共有スペースで指定したユーザーと共同作業

・ Chromecast ま た は AirPlay に よ る 写 真 や 動 画 の キ ャ ス

・ 他のユーザーと共有しているアルバムの表示および管理
・ 他のユーザーとポートフォリオを共有することができるパ
ブリックフォルダリンクをサポート
クイック検索

・ 対応クイックフィルタ：ファイルタイプ、撮影日、人物、
ジオロケーション、タグ、カメラ、レンズ、焦点距離、露
出時間、絞り、ISO

・ ファイル名、日付、360°写真 / 動画、Live Photos などの
特殊なフォーマットによるキーワード検索をサポート
自動生成アルバム

ティングをサポート

仕様

・ フォルダ内の写真の移動とコピーをサポート

・ タイムラインモードで写真の閲覧と管理をサポート
・ 写真のタグ付けと説明の追加をサポート

・ 1 枚の写真を複製せずに複数のアルバムに追加をサポート

・ 写真を選択して、パスワード保護と有効期限オプションの
付いたリンクで素早く共有をサポート

・ Chromecast または AirPlay による写真のテレビへのキャ
スティングをサポート

・ 人物アルバムで検出された顔の名前付け、非表示、および

・ 顔認識を使った人々アルバムで検出した名前の設定、非表

・ 以前に閲覧した写真のオフライン閲覧をサポート

示、結合が可能

簡単なファイルアップロード

・ 写真、動画、フォルダのドラッグ アンド ドロップアップ
ロードをサポート

・ ブ ラ ウ ザ に よ る サ ム ネ イ ル 生 成 を サ ポ ー ト す る こ と で、
サーバーの負荷を軽減し、表示速度を向上

[ 対応するファイル形式 ] 画像形式：BMP、GIF、HEIC、JPEG、PNG、RAW (3fr、
arw、cr2、cr3、crw、dcr、dng、erf、k25、kdc、mef、mos、mrw、nef、orf、
ptx、pef、raf、raw、rw2、sr2、srf )、TIFF | ビデオ形式：3G2、3GP、ASF、AVI、
DivX、FLV、M4V、MOV、MP4、MPEG、MPG、MTS、M2TS、M2T、QT、WMV、
XviD | Live Photo | 360°写真とビデオ

メモリ

512MB

ベイ数

拡張ユニット
使用時の最大
ベイ数

結合をサポート

・ モバイル デバイスによるファイル変換をサポートし、サム
ネイル生成の高速化と動画の互換性を強化

・ 動画再生の品質を速度または品質優先で切り替えサポート
制限事項

・ iOS デバイスは、写真のバックアップ中は充電して、バッ
クグラウンドバックアップの効率を確保する必要がありま

LAN

M.2 ドライブ
スロット

参考価格

2-core intel Celeron
J4025
2GB

DS1621+

一眼レフカメラで撮影
した大量な写真を扱う
カメラマニアの方、NAS
の魅力を十分に楽しみ
たい方向け

スタジオ向けの高性能
と高いスケーラビリ
ティを必要とする、プ
ロの写真家やビジネス
用途の方向け

4-core intel Celeron
J4125

4 core AMD Ryzen

4GB

4GB

最大 6GB まで拡張可能

最大 8GB まで拡張可能

最大 32GB まで拡張可能

2

2

4

6

-

-
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1GbE x1

1GbE x2

1GbE x2

-

-

NVMe x2

NVMe x2

¥20,900

¥39,900

¥66,900

¥109,500

プリケーション（iOS / Android 対応）

・ グルーピングによる自動生成アルバム：人物、場所、タグ、
ビデオ、最近の追加

4-core ARM 64 bits

CPU

DS920+

1GbE x4,

(10GbE optional)

す

・ 複数の iOS デバイスが iCloud ストレージを共有している
ときにデバイス間の写真の同期が遅延する場合、Synology

Photos は、遅延時間中に撮影されたすべての写真をバック
アップできない場合があります

Synology NAS のモデル選びに
ついては参考情報がございます。
ぜひご活用ください。

NAS セレクタ：

Synology NAS のモ
デル選びのポイント
（動画）：

SYNOLOGY INC.
22063 新北市板橋區
遠東路 1 號 9 樓
台灣
總機：+886 2 2955 1814

SYNOLOGY AMERICA CORP.
3535 Factoria Blvd SE, Suite #200,
Bellevue, WA 98006,
USA
Tel: +1 425 818 1587
SYNOLOGY FRANCE
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux,
France
SYNOLOGY GMBH
Grafenberger Allee 295
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9667

SYNOLOGY SHANGHAI
200070 上海市靜安區
天目西路 511 號輔房 201 室

SYNOLOGY UK LTD.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, Bucks, MK14 6PL
United Kingdom
Tel.: +44 (0)1908048029

SYNOLOGY JAPAN 株式会社
〒 101-0031 東京都 千代田区東神田 3-1-2
ユニゾ東神田三丁目ビル 4F
Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。Copyright © 2021 Synology Inc. All rights reserved.® Synology
および Synology 製品のその他の名称は、Synology Inc. の商標または登録商標です。本書に記載されているその他 の製品名および会
社名は各所有権利者の商標です。
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