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Synology Drive 及び CloudSync の使い方

NAS 
データ同期ガイド
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昨今、ほとんど人は PCやスマホを 1台以上所有しています。それら様々なデバイスを利用する際、自
分が使うファイル ( 資料やデータ ) を、それらのデバイスで見たいと考えることでしょう。そのために
は、様々なデバイスで最新の状態を見ることが必要となります。以前よくある方法は、まず対象となる
ファイル ( 例 :Excel やメモ帳 ) を自分の PC上で編集をします。その後、USB メモリーに編集したファ
イルをコピーし、USB メモリーを会社や学校で編集するため再び PCにコピーし、更に編集します。複
数の PCや複数のUSB メモリーにファイルを保存した後、多くの人を困らせること「どのファイルが最
新版か？どの PCや USB メモリーに保存したのか？」が起こります。そして期待されない古いバージョ
ンのファイルにアクセスしてしまうという問題が発生してしまいます。

すべての最新ファイルを無料のクラウドストレージ
（例えば GoogleDrive）に集中的に保存すること
は、解決方法の 1つかもしれません。しかし、フ
ァイルの数が多くなり、ファイルが大きくなってし
まうと、毎回の読み込みは、先にダウンロードが終
わるのを待ってから、ようやく使用できます。ファ
イルが大きくなるにつれて、待つ時間も長くなりま
す。デバイスを替えて利用するとなると、また再度
ダウンロードして初めから待たなければなりませ
ん。インターネットの速度が遅ければ、毎回待つ時
間もより長くなります。さらに、インターネットに
つながらないときは、データは消えたことと同然で
す。他の人が共有してダウンロードする必要のある
ファイルをクラウドストレージに入れることは便利
です。しかし、共有する必要のない個人情報が含ま
れるファイルまでもクラウドストレージに入れるこ
とは、転送時間とインターネット帯域の浪費です
し、個人情報のファイルが外部に流出する危険性を
高めることにつながります。

ファイルの運用方法を変えて、ファイルを PCのフ
ォルダに保存し、同期プログラムによって、1台の
サーバーへ同期させます。その後、同期したサーバ
ーから他の同期対象の複数の PCに同じように同期

1. 前書き

・容量には限りがあり、接続できるデバイスの数にも制限が
あります。クラウドストレージのサービスには常に制限が
あります。有償サブスクリプションは保存できる容量は増
えますが、接続できるデバイスの数には制限は緩和されま
すが解除されることはありません

最大接続可能
デバイス数：100～600+

最大接続可能
デバイス数：3

最大接続可能
デバイス数：100～600+

最大接続可能
デバイス数：3

クラウド（無料のオンラインストレージ）

Mac / WindowsiPhoneiPad

同じアカウントを設定しているデバイス

同期

・クラウドストレージを用いて個人 PCと各種デバイスを同
期させる例、例えばDropbox,OneDrive
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させます。こうすることでインターネットがどのような状態であっても、同期させた PCでは常にファ
イルにアクセスが出来ます。各 PCのインターネット環境が良好なときは、いつでも最新のファイルを
見ることができます。常時インターネットを通じて同期していることで利用時にファイルのダウンロー
ドを待つ必要もなくなります。この方法はDropbox や OneDrive にて提供されているサービスの概念に
似ています。しかし、無料のクラウドストレージ (Dropbox や OneDrive) には容量制限があり、接続で
きるデバイスの数にも制限があります。これら無料のクラウドサービスにて制限を解除したい場合は追
加費用を支払って vブスクリプションサービスに毎月の支払いが必要となります。しかし、有償のサブ
スクリプションサービスによって使用可能容量は増えますが、接続できるデバイスの数にはやはり制限
があります。また、利用者にとって大きな問題である誤って削除したファイルを復元することはサービ
スとして保証されていません。

Synology は 2012 年に CloudStation を発表しました。これはNAS と PC 間のファイルを同期したいお
客様の要望にこたえて開発したツールとなります。その後に開発した CloudStationShareSync のパッ
ケージでは、NAS と NAS 間のフォルダ同期を可能としました。これによって個人や中小企業のお客様
が各拠点にあるデバイスのファイルを容易に同期することができるようになりました。重要なファイル
(Office ファイル、PDF、イメージ等 ) をクラウドストレージに入れる必要はありません。Synology の
CloudStation や CloudStationShareSync を使用し、すべてのデバイスにて Synology の同期ソリュー
ションを利用することで、毎回クラウドストレージに接続してファイルをダウンロードせずに、各デバ
イスで最新バージョンのファイルを利用する事が出来る様になり、お客様の貴重な時間と他の用途で使
用するインターネット回線の混雑を削減することができます。

CloudStation で 実 現 し た 機 能 を 引 き 継 ぎ、
Synologyは新しくSynologyDriveを開発しました。
SynologyDrive はより多機能で様々な長所をもって
CloudStation にとって代るソリューションとなり
ました。このガイドでは SynologyDrive の詳しい
使い方を説明します。

Cloud Station 
ShareSync

同期

DS cloud Cloud Station 
Backup

Cloud Station 
Drive

Cloud Station 
Server

バックアップ
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1-1. ファイルの同期とファイルのバックアップの違い

同期 バックアップ

・	同期の特徴
1. 同期は単方向または双方向に対応
2. リアルタイムで最新版を保持
3. バックアップ元とバックアップ先は同じファイル構造

・	バックアップの特徴	
1. バックアップは基本的に単方向
2. バックアップは指定された時間に実施
3. バックアップ先は、バージョン管理され、圧縮データで
尚且つ重複排除の構造を保持。データを復旧するには復元プロセ
スが必要

元データ側と相手側
の両者の比較 ファイルの同期 ファイルのバックアップ

総容量の大小 同じ 減少（圧縮、重複排除）

両者から見えるファイルリスト
の構造 同じ 異なる

更新の頻度 即時 スケジュールもしくはピーク避けた時間

ファイルの同期方向 ( アップロ
ードやダウンロード ) 双方向同期も可能 単一方向バックアップ

一般的に「同期」について説明する際、多くの人がファイル同期とファイルのバックアップの違いをは
っきり認識していません。多くの人はコピーしたファイルをクラウドストレージに入れることをバック
アップと考えています。例えばDropbox/OneDrive では、各デバイス (クライアント )に前もって簡単
なプログラム ( エージェントプログラム ) をインストールしておき、エージェントプログラムはクラウ
ドストレージ側 ( サーバー ) にどのファイルが更新されたかについて通知します。更新したファイルは
はじめにクラウドストレージ側（サーバー）に転送、保存されます。その後、クラウドストレージにオ
ンライン接続している、その他の各デバイス (クライアント )に更新されたファイルを転送されます。

上記の方法によりエージェントプログラムの設定が完了した各デバイス ( 例 :PC のフォルダ ) はいつで
も最新のバージョンのファイルを保持する事ができます。各デバイス ( クライアント ) のフォルダの内
容は同じで、OneDrive の場合はサーバーのみが古いバージョンと更新記録を保持しています。

一般的に「バックアップ」について説明する際、「バックアップ」はシステムの稼働ピークを避けた時
間に実行されるようスケジュールされます。そして可能な限り差分バックアップ行うことでバックアッ
プ取得のかかる時間を短縮します。さらに高度な圧縮や重複排除を用いることでバックアップする際の
ファイル容量を減少させます。バックアップの元 ( ソース ) のファイルやフォルダ構造と、バックアッ
プの目的側 ( ターゲット ) に保存されたファイルやフォルダ構造は往々にして大きく異なることが一般
的です。復元 (リストア )に際しては、初期化のステップが必要となりますが、元 (ソース )に存在した
フォルダ構造と完璧なファイル内容を復元 (リストア ) することができる特徴を持ちます。



04

前書き

1-2. Synology Drive とは何？何ができるの？

Synology は 2012 年に SynologyCloudStation を発表し、個人と企業における容量とデバイスの数量
制限をなくし、自分のクラウドストレージ ( プライベート ) と各デバイス間のフォルダ同期を可能とし
ました。2018 年には SynologyDrive を続いて発表しました。SynologyDrive ではファイル同期の基本
機能を除き、SynologyDriveServer ウェブページ ( ウェブポータル ) のインターフェイス内において、
Synologyoffice( スプレッドシート、ドキュメント、スライドを含む )を統合しました。1つのウェブペ
ージの入口からすべての個人フォルダ (MyFile)、チームフォルダ (Teamfolder)、他の人が自分と共有し
たファイルを見ることができるようになっています。直接ドキュメントを開く、チームフォルダ (Team
folder) 内の文章を検索したり、友達や同僚と共同で文書を編集したりできます。さらにファイル毎に共
有リンクと通知をユーザーが設定することで、柔軟な情報 (Office ファイル、PDF、イメージ等 ) 共有が
可能となります。

Synology Drive は２つの大きな機能があります

1. 単一ウェブページインターフェイス管理で NAS のファイルの閲覧と共有：(PC のブラウザか iOS/
Android の Drive アプリを利用 ) 下の図の緑の線のところです。この単一ウェブページのファイル管
理の機能をポータルと呼んでいます。

2. PC/ スマホ /NAS 間のファイルの同期 :(SynologyDriveclient を利用 ) 下の図の青色の線のところで
す。もし CloudSync のパッケージを追加した場合、NASServer 上のファイルは 20 を超える各種ク
ラウドストレージと同期できるようになります。

アーカイブストレージ
サービス

20種類以上の
パブリッククラウド

サービス

DS cloud

Cloud Sync

Synology 
Drive Server

Windows/macOS/Ubuntu
デスクトップクライアント

Synology Drive 
ShareSync

Drive（アプリ）

ブラウザー

NAS

同期

単方向同期

閲覧
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1-3. 使用事例

1.  パーソナルデバイス (PC、Mac、iPhone、Android) 間のファイル同期

従来のNAS の使用方法では、特定のファイルがほしい場合、毎回NAS にログインして操作する必要が
あります。編集が必要なファイルをダウンロードします。その後、既に編集し終わったファイルを再び
NAS にアップロードします。もしくは、NAS に保存したいファイルをアップロードし、NAS に手元の
PCやスマホを使って、ファイルを閲覧します。

これら重複する操作は、一般のユーザー、とくに日常の作業からいえば、手間が多く、時間がかかる操
作と感じられるかと思います。

SynologyNAS に SynologyDriveServer のパッケージをインストールすると、NAS がファイル同期の中
心となります。PCもしくはスマホ側のクライアントプログラムがいつでもNAS とファイルの同期をし
ます。どちらか一方が最新版を保存すると、その他のデバイスにおいてもすぐに最新のファイルを見る
ことができます。

もし仕事上の必要性で、もしくは普段の作業環境が異なる環境を移動してファイルを使用することがあ
る場合、QuickConnect を利用したNAS へのアクセスによりどこからでもオンラインで最新状態のファ
イルを閲覧、編集することが出来ます。

利用者のパーソナルデバイスがインターネット上のどこにあっても、インターネットを通してNAS へ
のオンライン接続することが可能となることで、ファイルのバージョンを常に最新とする利用環境を構
築することができます。

2.  自分の PC とオフィスの NAS と家の NAS の同期

仕事のため、または個人で複数台のNAS を所持しているとき、ファイル同期を自動化するために自分
の PCに DriveClient のプログラム (エージェントプログラム )をインストールすることができます。

DriveClient では多くの設定ができます。例えば、設定 Aは PC の「家庭用データ」フォルダと家の
NAS 上の「家庭用データ」フォルダを同期させます。設定 Bは PCの「仕事用データ」とオフィスNAS
の「仕事用データ」フォルダの同期を設定します。これらの設定より、今後は違うデバイスへどのよう
に同期アクセス行うのか、異なるロケーションにあるフォルダ ( 家庭と会社 ) をどのように最新バージ

同期常時接続

QuickConnect 
Server Synology Drive Client

ISP

DS cloud

Synology 
Drive ServerNAS

回線ONU

Synology Drive 
Client
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ョンとして維持するのかなど、使用環境に合わせて同期方法を考え悩む必要がなくなります。

3.  家の NAS と会社の NAS のフォルダ同期

家から会社のデータにアクセスする、もしくは会社から家のデータにアクセスする場合、それぞれの場
所に SynologyNAS が設置されている場合、インターネットが突然つながらなかったり、接続できてい
るが速度が遅くてファイルやデータをなかなか入手出来なかったり、利用者に不便を強いることがあり
ます。

インターネットの状況が引き起こすこれらの不便さを低減させるために２台のNAS の共有フォルダを
即時同期することが望ましく、それを SynologyDrive は可能とします。

２台のNAS の共有フォルダを即時同期するため、それぞれのNAS に SynologyDrive のパッケージをイ
ンストールします。SynologyDrive のパッケージに含まれる SynologyDriveShareSync を、その中の１
台のNAS で使用することで、片方のNAS はデータを同期するサーバー側となり、もう１台がクライア
ント側となってデータ同期を行えます。

全ての最新バージョンのファイルがNAS 間で同期されるため、データが必要になった場所において、
最新バージョンのファイルに素早くアクセスできるようになります。

同期設定Dは家のNASの「仕事用データ」フォルダとオフィスNASの「仕事用データ」を同期します。
その後、家のNAS にアクセスすることによってオフィスNAS「仕事用データ」に含まれる全ての最新
ファイルを利用する事が出来ます。

同期

家庭の
データ

家 会社

Synology Drive 
Server

Synology Drive 
Client

家庭の
データ

仕事の
データ

仕事の
データ

Synology Drive 
Server

同期

仕事の
データ

家

Synology Drive 
ShareSync

会社

仕事の
データ

Synology Drive 
Server
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4.  すべてのデバイスとクラウドストレージとの同期

SynologyNAS を購入する前、PCまたは PCに接続された外付けストレージデバイス内のファイルを提
供元が異なるクラウドストレージに同期して使用する習慣をお持ちかも知れません。これらは異なる
場所からインターネットを通して、ファイルにアクセスするのを助けます。同じように Synology も
CloudSync パッケージによって提供元が異なるクラウドストレージにとの同期を提供します。ユーザー
は SynologyNAS をクラウドストレージのクライアントとして使用する事で、OneDrive、GoogleDrive
等の異なるクラウドストレージのファイルを SynologyNAS と同期することができます。

CloudSync パッケージによって以前は PCに上に簡単なプログラム ( エージェントプログラム ) を用い
て PCに保存されているファイルとクラウドストレージの同期を行い、その後 PCからファイルサーバ
ーにファイルをコピー ( 同期 ) する必要がありましたが、それぞれの SynologyNAS が自らクラウドス
トレージの最新バージョンのファイルとの同期するため、PCでファイルをコピー (同期 ) する操作は必
要なくなります。PCはその時々に SynologyNAS にアクセスすることでクラウドストレージの最新バー
ジョンのファイルに即時にアクセスする事ができます。

5.  すべてのクラウドストレージを集中管理して、インターネット帯域の浪費を減少させます

多くの人が無料のクラウドストレージのアカウントを持っています。まだ IT インフラの仕組みとして
外部 ( 例 :SOHO) での業務遂行の運用形態が確立していない曖昧とした時期には、従業員が自分のクラ
ウドストレージのアカウントに重要なファイルを入れて使用することが頻繁にありました。しかし、外
部 ( 例 :SOHO) で仕事をするために必要なインターネットが不安定になると仕事にすぐに影響がでるこ
ととなります。また、従業員が持つクラウドストレージのアカウントに企業や個人情報などが保存され
ることは、昨今の情報セキュリティとしても大きな問題となります。

SynologyNAS に業務や個人で使用するクラウドストレージのファイルを集中して同期することで、管
理の負担の軽減やセキュリティ管理の強化が可能となります。さらにインターネットに不具合があった
場合にファイルにアクセス出来ないため業務が中断される被害も減少させることが可能となります。

同様に従業員がクラウドストレージ上の１つのファイルを同じオフィスの他の人と共有する場合、各従
業員はそのファイルを使用するためインターネット帯域を使用することになります。例えば、数十人が
利用するファイルであれば、同じファイルのアクセスには何倍ものインターネット帯域を消費すること
になります。このような状態が慢性化するとインターネット上のクラウドストレージにアクセスするた
めインターネット帯域が常に欠乏し続けることになります。オフィス内の SynologyNAS に CloudSync

パブリッククラウド
（OneDriveなど）

同期

会社家

Cloud Sync

外出先

Cloud Sync
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にてインターネット上のクラウドストレージと同期することで、同じオフィスでのファイル共有の速度
は速く、またインターネット帯域が欠乏するために回線コストを増やす費用の削減も可能となります。

どのようにして SynologyNAS を使用して各デバイスのファイルやデータと同期を行うかについては、
次の章「どのようにしてデータの同期を設定するか」にて設定方法をご案内します。

トラフィックが増大、管理も困難

インタネットを通じて同期

B

C

A

Dropbox

Google Drive

OneDrive

A

B

C

・大量のクラウドストレージのアカウント管理は複雑です。インターネットが不安定だと仕事に影響が受けます

・管理の負担を減らし、インターネットが不安定時の影響を減少します。高速でインターネットの費用も節約できます

LAN 内でのアクセスインタネットを通じて同期

ネットワーク負荷を軽減

C

B

A

パブリッククラウド
サービス Cloud Sync

A

B

C
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SynologyDriveServer のインストール

まず初めにパッケージセンターを開いてください。

パッケージセンターを開いたら「SynologyDriveServer」検索し、「SynologyDriveServer」をインス
トールしてください。「SynologyDriveServer インストール」が表示され、「適用」をクリックすれば
インストールが開始されます。

2. Synology Drive Server のインス
トール
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SynologyDriveServer のインストール

インストールが完了したら、「メインメニュー」を開いてください。

メインメニューに「SynologyDriveAdmin コンソール」、「SynologyDrive」、「SynologyDrive
ShareSync」三つのアイコンが追加されていることが確認できます。

これで「SynologyDrive」を使用することができます。

この三つの機能を説明いたします。
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SynologyDriveServer のインストール

Synology Drive Admin コンソール

SynologyNAS のサーバー側プログラムです。オンライン中のデバイスを管理でき、ログにアクセスで
きます。容量の制限とチームフォルダ (Teamfolder) の設定のインターフェイスを使用できます。詳細
の使用は第 3章で説明します。

Synology Drive

DSM上にてDrive を使用する際ためのウェブポータルを開きます。これらユーザーインターフェイスの
使い方、ウェブポータルとは何かなどは、次の章で説明します。

Synology Drive ShareSync

SynologyNAS はもう１台の SynologyNAS の同期クライアントとして動作させる事が出来ます。
SynologyDriveShareSync により、既に SynologyDriveServer がインストールされた SynologyNAS と
の間で同期を設定できます。詳細の使用は第６章で説明します。
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SynologyDriveServer のインストール

2-1. ウェブポータル ( ポータルサイト ) とは？

SynologyDriveアイコンをクリックしたとき、システムはブラウザ上に新しいページが開きます。この
とき、Drive が提供している基本ファイルの管理機能を見ることができます。そしてこの画面をウェブ
ポータルと呼んでいます。

ウェブポータルとは様々なウェブ上に散らばっているコンテンツを集め、掲載している巨大なウェブサ
イトのことをいいます。

「ポータル」は門や入口を表している言葉です。ウェブポータルはまとめたウェブコンテンツの入口と
なっており、利用者がより簡単に多くのコンテンツを検索・閲覧・アクセスできるという利便性があり
ます。例えば検索エンジン、ニュースサイト、口コミサイトなどがウェブポータルに含まれます。

ウェブポータル ( ポータルサイト ) は SynologyDrive のウェブポータルの様な機能です。Synology
Drive では今まで別々に使用していた多くのサービス ( クラウドの同期、Synologyoffice の編集※ 1、
ファイルの共有機能など ) が SynologyDrive に集約され、Synology ユーザーがより直感的にNAS を操
作できるように開発されたアプリケーションです。

※ 1：SynologyOffice にて NAS 上のファイルを編集す
るためにはパッケージセンターから「SynologyOffice」
のインストールが必要です。

右の画面でウェブポータル上での実行できる操作の簡
単な紹介をします。

1. マイファイル：home フォルダ内自分が所有してい
るファイルやフォルダを表示します。

2. チームフォルダ：アクセス権限ある共有フォルダ内
のファイルとフォルダを表示します。

3. 私と共有済み：その他のユーザーがあなたと共有し
ているファイルやフォルダを表示します。
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SynologyDriveServer のインストール

4. 別の人と共有済み：あなたがその他のユーザーと共有しているファイルやフォルダを表示します。

5. 最近取得したメール（最近のファイル）：最近アクセスしたファイル、最大は 200 個までのファイ
ルを記録します。ここは他人から共有したファイル、アクセス可能なファイルと個人所有したファ
イルが含まれています。

6. 評価済み（Starred）：マークしたファイルやフォルダを表示します。

7. ごみ箱：アクセスできるの削除したファイルやフォルダを表示します。

8. ラベル：ラベルを追加したファイルやフォルダを表示します。「+」ボタンをクリックすると、新し
いラベルの作成が可能。またラベルの名前を変更したり、編集したりできます。編集した場合、既
にラベルを設定したアイテムについて名前などが更新されます。

※ 2：Drive ポータルの更なる使用に関して、公式サイトを参考にして下さい。
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SynologyDriveAdminコンソールでの同期フォルダ(チームフォルダなど)の管理

SynologyDriveAdmin コンソールのインターフェイス切り取り画像です。接続中のデバイスの数、ログ
のアクセス、使用容量と開放設定されて使用できるチームフォルダを確認できます。

メインメニューで「SynologyDriveAdmin コンソール」を選択してください。

3. Synology Drive Admin コンソー
ルでの同期フォルダ ( チームフォ
ルダなど ) の管理
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SynologyDriveAdminコンソールでの同期フォルダ(チームフォルダなど)の管理

3-1. Admin コンソールの基本的な説明

 
クライアントリスト

クライアントリストは様様の PC、NAS やスマホにインストールされた「SynologyDriveClient」とこの
NAS の「SynologyDrive」の接続されているデバイス (PC、スマートフォンなど )の一覧表です。

ログ

ここではログを確認することができます。「エクスポート」でログを csv 形式でダウンロードすること
が可能です。
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SynologyDriveAdminコンソールでの同期フォルダ(チームフォルダなど)の管理

チームフォルダ

一般の共有フォルダを SynologyDrive により管理したいとき、SynologyDrive 内のチームフォルダのペ
ージから設定する必要があります。管理者によりアクセス許可・共同で閲覧・編集などの設定は可能と
なります。

ここではNAS 上にあるフォルダを「チームフォルダ」として設定することができます。「チームフォ
ルダ」にしたいフォルダを選択し有効にしてください。

「バージョン管理」の設定画面が現れます。ここでは保存するフォルダのバージョン数や保存期間など
を管理することができます。バージョン数は最大 32バージョンまで選択することができます。

これらバージョン履歴はファイルシステム「Ext ４」の場合、それぞれのファイルのバージョン毎にフ
ァイルと同等の容量が SynologyNAS のストレージとして必要となります。ファイルシステム「Btrfs」
の場合、元ファイルの容量に加え変更内容を保持するファイル分の容量がNAS のストレージとして必
要となります。「バージョン管理」にて履歴を保持するファイル数が大量にある場合や管理する履歴の
最大数が大きい場合（例：最大値の 32 に設定した場合等）これらを関するデータベースの容量がスト
レージ内で大きくなる場合があります。ストレージ容量に十分な余裕が無い場合はバージョン数を 1~5
に設定することを推奨いたします。
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SynologyDriveAdminコンソールでの同期フォルダ(チームフォルダなど)の管理

フォルダが有効になったことが確認できたら、「SynologyDrive」内チームフォルダとして現れます。

まだチームフォルダを起動していない前、マイファイルはDrive を通して唯一アクセスできる前もって
設定されたフォルダです。マイファイルの起動方法は SynologyNAS 初心者ガイドの個人用の homeフ
ォルダを作成するファイルを参考にして設定して下さい。個人用の homeフォルダを停止して、なおか
つチームフォルダを起動していないとき、Drive を通して、いかなるファイルやフォルダにもアクセス
できません。
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SynologyDriveAdminコンソールでの同期フォルダ(チームフォルダなど)の管理

設定

管理者は、設定ページで、ユーザープロファイル、ログローテーション規則、およびデータベース場
所に基づいて、同期設定をカスタマイズして調整できます。更なる詳細設定は公式サイトを参考して下
さい。

同期したくないファイル形式や一定の大きさを超えたファイルを除きたい場合は、いろいろなプロファ
イルを設定できます。異なるユーザーで異なる設定ができます。
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SynologyDriveAdminコンソールでの同期フォルダ(チームフォルダなど)の管理

3-2. フォルダーの復元方法

バージョン管理で有効にしたフォルダを復元することができます。まずは「バージョンエクスプローラ
ー」を開きます。

上部で時間を選択することで、以前のバージョンを確認することができます。

過去のバージョンフォルダを選択すれば復元またはダウンロードが可能になります。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

4-1. ダウンロード

まず初めに Synology の公式ホームページを開き、「サポート」から「ダウンロードセンター」に移動
してください。

製品タイプ「NAS」を選択し、次にご購入された製品モデルを選択してください。

4. Synology Drive Client（PC上で）
の同期設定
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

「デスクトップユーティリティ」をクリックすることで「SynologyDriveClient」を見つけることがで
きます。使用している PCの OSを選択するとダウンロードが開始されます。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

4-2. セットアップ

ダウンロードが完了したら、インストールしてください。インストール完了後、「SynologyDrive
Client」が起動し、セットアップに入ります。

同期タスクを選択し、NAS に接続するため「ドメイン名またはQuickConnectID」「ユーザー名」「パ
スワード」を入力して下さい。

NAS 側の同期させたいフォルダと PC上の保存場所を選択してください。マイファイルはユーザー自身
と管理者のみが管理することができます。他のユーザーは閲覧することはできません。他のユーザーと
マイファイル内のファイルをシェアしたい場合、共有機能をご利用ください。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

NAS の特定のフォルダを同期するフォルダとして選択できない場合、前章で紹介されたマイファイルと
チームフォルダに関する設定をご参照ください。

PC:

NAS:
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

ローカル同期フォルダ（Sharewithme）を作成することにより、私と共有したデータをローカル PCと
同期することができます。同期しているこの PCから直接データを管理することができ、編集した部分
がサーバーと同期されます。ローカル同期フォルダを作成する必要が無ければ、「後で」を押してくだ
さい。

マイフォルダと私と共有済み (Shared with me) 違いとは

マイフォルダは管理ユーザーのみ閲覧可能な部分になります。私と共有済み (Sharedwithme) は他のユ
ーザーが管理ユーザーに共有したフォルダを確認することができる部分です。

最後に「完了」をクリックすればセットアップが終了です。



26

SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

4-3. タスクの変更・追加

インジケーターに「SynologyDriveClient」が追加されていることも確認できます。

アイコンをクリックし、マインアプリから「SynologyDriveClient」のタスクの変更・追加が可能です。

複数の同期させたいフォルダを追加したい場合

「作成」から新たに同期させたいフォルダを選ぶことが可能です。

同期させたいNAS 上のフォルダとローカルフォルダにマウントする場所を選択し、「完了」をクリッ
クすれば追加できます。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

4-4. 同期の停止と再開

同期を停止させたい場合、フォルダを選択し「一時停止」をクリックすれば同期を停止させることがで
きます。再開させたい場合は、「再開」をクリックすれば同期が再び開始されます。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

4-5. 同期規則の設定

ここでは同期させたい「フォルダ」、「ファイルフィルタ」、「同期モード」を設定することができます。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

4-6. フォルダの同期を解除したい場合

フォルダを選択し、「削除」をクリックすればリストから消され同期されなくなります。「Synology
Drive」上ではフォルダは削除されません。「SynologyDriveClient」上ではフォルダは削除されます。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

4-7. オンデマンド同期で NAS と同期 (On-demand Sync)

ローカル PCのディスク容量が足りなくて、NAS チームフォルダのすべてのデータを保存することがで
きない場合、「オンデマンド同期を有効化」を選択しましたら、クライアントからはすべてのファイル
が見えますが、ファイルを開く時のみにファイルをサーバーからダウンロードします。( 詳しい情報は
公式サイトの説明をご参照ください：チュートリアルと FAQ) 今オンデマンド同期はWindows10バー
ジョン 1809 とその以降のみに対応していますが、MacOS には対応していません。

WindowsPC から見ますと、それぞれの同期ステータスを表示するステータスアイコンが見えます。
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SynologyDriveClient（PC 上で）の同期設定

ステータスアイコン 説明

このアイコンはオンラインの時にファイルまたはフォルダが利用可能
で、ディスク容量を消費しない、ということを示します。ローカルコ
ピーを開いてコンピュータにダウンロードするか、ファイルを右クリ
ックして[SynologyDrive]および[ ローカルコピーを永続的にピン留
め ]を選択してローカルコピーを維持できます。

このアイコンはファイルまたはフォルダがローカルコンピュータに
ダウンロードされていることを示します。ファイルを右クリックし、
[SynologyDrive]と[ 容量を解放 ]を選択するとローカルファイルを削
除して容量を増やすことができます。

Windowsストレージセンサーを使用すると、ストレージディスクがい
っぱいのときに、最も使用の少ないローカルファイルコピーが自動的
に削除されることがあります。

このアイコンは、ファイルがローカルコンピュータに永続的にピン留
めされて、オフラインで見ることができるということを示しています。
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DScloud でスマホを同期

5-1. モバイル版 DS cloud と Synology Drive の違い

DScloud は NAS とデータを同期できるスマホアプリです。同期タスクを設定して指定のNAS にある複
数のファイルをローカルストレージに同期することができます。ファイルをオフラインで閲覧すること
ができます。

一方、SynologyDrive はスマホでDrive のファイル共有状況を閲覧するために、スマホの操作環境を考
慮して開発したアプリです。このアプリはNAS にあるファイルをオンラインで閲覧することに対応し
ていますが、フォルダを丸ごとローカルストレージに同期し、オフラインで閲覧することができませ
ん。ただし、オフラインで閲覧する必要がある時に、ファイルをオフラインアクセスに設定しましたら、
ファイルがローカルデバイスにダウンロードされ、インターネット接続が切れても閲覧できます。

一般的に、スマホのストレージ容量は大きく
ありません。すべてのデータをスマホに同期
する必要がある時に、容量の使用状況を注意
しなければなりません。容量の使用を減らす
ために同期ファイルを制限したい時に、DS
cloud にはファイルサイズ制限設定の機能が
付いています。

5-2. DS cloud の同期設定

iOS の制限により、DScloud は iOS のシステムフォルダあるいはほかのアプリ用のフォルダを同期す
ることができません。DScloud 専用のフォルダしか同期できません。iOS を使用している時、同期し
たファイルはDScloud の中でしか使えません。ほかのアプリからフォルダをアクセスしたい時に、DS
cloud からファイルをコピーしてください。DScloud は iOSFile でデータ管理することに対応していま
せん。

アンドロイドの制限により、ファイルを外付け装置の SDカードに同期することができません。アンド
ロイドシステムでの SDカード使用制限とフォーマットを確認してください。SDカードをシステムス
ペースの拡張として使用する場合、アンドロイドシステムは自動的に使用スペースを配置し、SDカー
ドを同期フォルダとして選択することができません。

Synology Drive 
Server DS cloudDS cloud

同期

モバイルアプリで閲覧できる

5. DS cloud でスマホを同期



33

DScloud でスマホを同期

GooglePlay または AppStore から DScloud をダウンロードします。以下の操作画面は iPadOS(iOS13)
を基準としています。

DScloud を開きます。アクセス画面で同期先NAS のアクセス情報及び、アカウント、パスワードを入
力します。
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DScloud でスマホを同期

NAS 側のフォルダとモバイルデバイス側の同期フォルダを選択します。

同期ファイルのサイズ制限と「Wi-Fi でのみ同期」の設定にも注意してください。

※NAS の特定のフォルダを同期するフォルダとして選択できない場合、前章で紹介されたマイファイ
ルとチームフォルダを参照ください。

設定が完成しましたら、アプリはバックグラウンドで処理します。

バックグラウンド処理の制限により、システムが省電力モードになったりメモリーが不足したりする時
に、アプリは同期を継続できない可能性があります。同期を継続するには省電力モードをオフにし、
Geofence 機能をオンにすることを推奨します。

ほかのNAS と同期する時に、「＋」をクリックし、アクセス画面を開いてください。「リンク」をク
リックして新しいスクを設定してください。
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DScloud でスマホを同期

同期タスクを削除する時、該当タスクの「i」をクリックしてタスク設定画面を開いてください。画面
の下の「同期停止」を選んでください。
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DScloud でスマホを同期



37

DriveShareSync で他の NAS との同期

SynologyDriveServer をインストールすると、DriveShareSync というアプリケーションも自動的にイ
ンストールされます。その役割としては、SynologyDriveServer もインストールされているもう一台の
NAS との間にフォルダを同期することです。DriveShareSync はクライアント側のアプリケーションで
あり、サーバー側のチームフォルダを同期することに使用されます。

下記の図に示すように、会社の製品情報を本社から各支社のNAS に自動的に配信し、各支社の営業が
ローカルのNAS にログインし最新の製品情報を毎日見られるようになり、インターネットを超えてデ
ータをダウンロードする必要がなくなります。その場合、支社側ではDriveShareSync を通じ、本社サ
ーバー側のチームフォルダを同期する設定が必要です。この部分では、サーバーとクライアントの方向
がよく間違えられるので、設定にご注意ください。

現時点では、ユーザーのホームフォルダが NAS 間の同期に使用できないため、始める前に前の章を
参照し、チームフォルダに関連する設定が完了されていることを確認してください。さらに、Drive
ShareSync はユーザー関連の情報を自動的に同期しないため、NAS 間でユーザーアカウントなどの設定
が競合する場合、同期後にエラーまたはアクセスできないファイルが発生する可能性があります。同期
タスクを作成する前に、NAS 設定のプロファイルのバックアップと復元を実行し、ユーザーの競合など
の問題を避けることをお勧めします。

それでは、DriveShareSync を設定しましょう。

本社

Synology Drive Server

支社A

Synology Drive 
ShareSync

支社B

Synology Drive 
ShareSync

インタネットを通じて同期 リアルタイム同期LAN 内でのアクセス

6. Drive ShareSync で他の NAS と
の同期
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DriveShareSync で他の NAS との同期

データを受信するNAS のメインメニューで「SynologyDriveShareSync」を選択してください。

今すぐスタートを選択し、サーバー側のNAS の情報（アカウント・パスワードなど）を入力します。

次のメッセージが現れたら、「はい」をクリックしスキップします。（そのメッセージを表示させない
ために、別途DDNS の登録と SSL 認証が必要になります。）

該当するフォルダを選択してから、同期の制限を確認します。
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DriveShareSync で他の NAS との同期

次のワーニングメーッセージが現れたら、同期を有効化していないチームフォルダがあるからです。第
三章のチームフォルダ設定を参照してください。

詳細設定にて、チームフォルダの中でどのサブフォルダを同期するか、単方向または双方向に同期する
か選択できます。さらに、同期したくないファイルの種類、または特定のサイズを超えるファイルを除
くこともできます。
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設定が完了したら、同期が始まります。

※ 1：概要画面にて、同期タスクの一時停止やリンクの解除が設定できます。

※ 2：再接続の時、ローカル側とサーバー側の競合するファイルバージョンについて対応のルールが設
定できます。
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DriveShareSync で他の NAS との同期
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CloudSync でクラウドストレージとの同期

CloudSync はクラウドストレージとプライベートクラウドの良い点を統合したもので、SynologyNAS
を AmazonDrive、BackBlazeB2、Dropbox、GoogleCloudStorage、MicrosoftAzure、OpenStack
Swift、20 種類以上のクラウドストレージサービスと容易に接続できます。

下記テーブルに示すように、CloudSync では各タスクの同期ルールをカスタマイズできます。

詳しい仕様について公式サイトにて確認してください。

同期の方向 NASと他のクラウドサービスとの間でデータを柔軟にバックアップあ
るいは同期するために片方向あるいは両方向の同期を選択します。

暗号化と圧縮
データを暗号化して安全に保存および転送し、圧縮によってトラフィッ
クとストレージの消費量を削減します。

同時処理
システムの利用率を最大化するファイルのアップロードとダウンロード
の同時実施のため、適切な数をカスタマイズします。

選択的同期
特定のフォルダを選択してクラウドストレージサービスまたはご自分の
SynologyNASと同期したいファイルをフィルターし、ストレージの利
用を最適化します。

同期タスクをスケ
ジュール

CloudSyncは、お使いのSynologyNASのシステムリソースを柔軟に活
用して同期タスクを実行する時間と日付をスケジュールします。

トラフィック制御 アップロードおよびダウンロードとSynologyNAS上で動作している一
般のトラフィックの干渉を防止するために帯域制限を設定します。

7. Cloud Sync でクラウドストレー
ジとの同期
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CloudSync でクラウドストレージとの同期

7-1. Cloud Sync のインストールと設定

NAS のパッケージセンターを開いて、CloudSync をインストールします。

新しいタスクの作成ページが自動的にポップアップします。連携したいクラウドサービスを選択し、
「次へ」をクリックします。
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CloudSync でクラウドストレージとの同期

ここは無料のGoogle ドライブを例として説明します。

アカウントとパスワードを入力し、NAS がクラウドサービスへのアクセスリクエストを許可します。
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許可した後、クラウドサービス側のフォルダ覧が閲覧できるようになります。

次は同期タスクの設定を行います。例：クラウドサービスのデータをNASのどのフォルダに同期するか、
単方向または双方向に同期するか、暗号化など。詳細な説明は公式サイトにて参照してください。
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CloudSync でクラウドストレージとの同期

「適用」をクリックすれば、これで設定が完了します。

設定が完了したら、データアップロード・ダウンロードの最大スピードが調整できます。また、ポーリ
ング期間を長く設定すれば、他のデータトランスミッションタスクへの影響が抑えられます。
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7-2. 複数のディレクトリの設定

現在、ほとんどのクラウドストレージは「私と共有」というような機能を提供していますが、これらの
フォルダが同期できません。なぜならば、所有者はユーザー自身ではないからです。

さらに、クラウドストレージ全体をNAS 上の単一の共有フォルダに同期すると、異なるタスク用のサ
ブフォルダを作成できなくなります。それを避けるために、共有フォルダの下に対応するサブフォルダ
を作成し、パブリックフォルダのサブフォルダと同期するサブフォルダを選択して、異なるタスクを作
成することをお勧めします。

ルートフォルダー
または

フォルダーA

ルートフォルダー
または

フォルダーA

NAS

フォルダーA

同期利用可能

・「複数のクラウドサービスとNAS の共有フォルダを同期する設定」につきま
しては、同期対象が上記の場合のみ同期可能になります

同時に同期するファイルの数を指定できます。数が増えると、伝送パフォーマンスは向上しますが、
CPUとメモリの負荷も増加します。
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・共有フォルダの下に対応するサブフォルダを作成し、パブリックフォルダのサブフォルダと同期するサブフォルダを選択して、異なる
タスクを作成することをお勧めします

クラウドストレージごとに異なる制限があるため、同期タスクを設定する前に、Synology 公式サイト
にて関連する制限を確認することをお勧めします。

ルートフォルダー
または

フォルダーB

ルートフォルダー
または

フォルダーC

NAS

フォルダーA

サブフォルダーC

サブフォルダーB

同期タスク1

同期タスク2

ルートフォルダー
または

フォルダーB

NAS

フォルダーA
フォルダーA/
サブフォルダーB

既に他の同期タスクで設定済み

・上記のように既に「フォルダA」がクラウドストレージ（例 :AmazonDrive）の同期対象となっている場合、「フォルダ B」（/フォ
ルダ A/ フォルダ B) は同期対象として設定できません
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後書き

上記の章では、SynologyDrive の同期機能を用いてプライベートクラウド間での同期を紹介し、最後の
章では、CloudSync で NAS とクラウドストレージスペースの同期を紹介しました。この 2つの機能に
より、クラウドストレージとプライベートクラウドの間に、データを統合しながら柔軟な管理が実現で
きます。

SynologyDrive と CloudSync はエントリーモデルのDS120j から、オールフラッシュシリーズの高性能
NAS まで対応しているので、ぜひお試しいただければ幸いです。

Synology 
Drive Server

取引先

外部クライアント

サードパーティ
パートナー パブリッククラウド

サービス

プライベートネットワーク

LAN 内でのアクセス インタネットを通じて同期 リアルタイム同期

Cloud Sync

8. 後書き
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