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Synology Router Manager (SRM) の設定
1 Synology Router のローカルネットワークに接続したコンピュータまたはワイヤレス デバイスを使用する。

ワイヤレス デバイスを使用する場合は、Wi-Fi ネットワークをスキャンして接続してください（SSID：
SynologyRouter、パスワード：synology).

2 ウェブブラウザを開き、アドレスバーにどちらかの URL を入力してください：

• http://router.synology.com
• http://192.168.1.1:8000

3 接続が完了したら、[開始 ] をクリックして SRM セットアップ ウィザードを起動します。

4 情報を入力して、管理者アカウントを設定します。[次へ ] をクリックして続行します。

Synology Router の設定 1
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5 情報を入力して、Wi-Fi ネットワークを設定します。[次へ ] をクリックして続行します。

6 操作モードを設定します。[ ワイヤレス ルーター ] モードを選択すると、HTTP(S) ポート ( 例：8000/8001) 
を介してのみ SRM に外部アクセスできるように、[SRM への外部アクセス ] を有効にすることができます。
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7 インターネット接続タイプの選択：

• PPPoE：ISP から PPPoE の接続情報を取得してある場合は、このオプションを選択してください。
• 手動 IP：使用可能な IP アドレスを取得してある場合は、このオプションを選択してください。
• 自動 IP：自動 IP 割り当てを ISP モデムに依存している場合は、このオプションを選択してください。
• DS-Lite: ISP から DS-Lite のサービス要求を取得してある場合は、このオプションを選択してください。

8 ウィザードは、Synology Router の設定を続行します。設定を完了するまで、約 3 分ほどかかります。
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9 設定の完了後、[管理を今すぐ開始 ] をクリックして SRM およびそのさまざまな機能をご利用ください。ある
いは [Wi-Fi ポイントを追加 ] をクリックして Wi-Fi ポイントを追加してください。

 

注意： 
1. 上の説明は、SRM セットアップの大まかな手順を示したものです。手順と選択できるオプションは、デバイス

の種類（例：PC やワイヤレス デバイス）、アクセスタイプ（LAN、WAN、Wireless LAN）、選択した操作モ
ード（無線ルーターまたは無線 AP）などによって異なります。

2. ワイヤレス デバイスとの設定が完了している場合は、Synology Router をどこからでも管理できるように、
忘れずに DS router をダウンロードしてください。このモバイル アプリケーションについての詳細は、「DS 
router」をご覧ください。

デスクトップの壁紙のセット アップ
SRM では、デフォルトの壁紙または自身の壁紙でデスクトップをカスタマイズできます。また、その他のデス
クトップ要素をカスタマイズすることもできます（例：テキスト色やアイコン サイズなど）。

右上隅の [ オプション ] (人のアイコン ) をクリックして [ オプション ] > [ デスクトップ ] の順に進みます。
• デスクトップの壁紙を変更する方法：[壁紙をカスタマイズ ] を選択し、[画像を選択 ] をクリックします。

[ デフォルトの壁紙 ] または [私の画像 ] をクリックします。
• その他のデスクトップ要素をカスタマイズする方法：ニーズに合わせて、関連の設定を変更してください。

Synology Router のリセット
administrator/Wi-Fi のパスワードを忘れた場合、または Synology Router にアクセスできなくなった場合は、底
部にある RESET ボタンを押してください。
1 RESET ボタンを押すときには、鉛筆かボールペンの先を利用してください。

2 RESET ボタンを 4 秒または 10 秒押したままにしてください。

• 4秒間 ( ソフト リセット )：システムは admin と管理者のパスワードを同じ権限にリセットしますが、他の
ユーザーのログイン情報は変更せずに維持されます。次の設定もリセットされ（ファイアウォール、DHCP 
サーバー、Wi-Fi、およびトラフィック コントロール）、SRM セットアップ ウィザードを起動します。

注意：MR2200ac モデルの場合、admin パスワードのみがリセットされます。 
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注意：ソフトリセットを行う間、LED 灯は次のように変わります。
1. STATUS LED が点灯した オレンジ色を RT1900ac モデルでオンにし、点滅するオレンジ色を RT2600ac で、そ

して点灯した青色を MR2200ac モデルでオンにします。その他の LED は、リセットが完了するまで、最大 30 
秒間にわたり非アクティブ状態になります。

2. STATUS LED が RT1900ac と RT2600ac モデルで緑色になり ( ソフト リセットが完了 )、MR2200ac モデルで
青色に点滅し、そしてその他の LED がアクティブになってそれぞれのハードウェア インストール ガイドに書か
れているような動作をします。

• 10秒間 ( ハード リセット )：システムは初期値に戻されます。外部ストレージに保管されていたデータは、
そのままの状態で維持されます。

注意：ハードリセットを行う間、LED 灯は次のように変わります。
1. STATUS LED が点滅した オレンジ色を RT1900ac モデルでオンにし、点灯したオレンジ色を RT2600ac で、そ

して点灯した青色を MR2200ac モデルでオンにします。その他の LED は、リセットが完了するまで、最大 4 分
間にわたり非アクティブ状態になります。

2. STATUS LED が RT1900ac と RT2600ac モデルで緑色になり ( ハード リセットが完了 )、MR2200ac で青色に
点滅し、そしてその他の LED がアクティブになってそれぞれのハードウェア インストール ガイドに書かれてい
るような動作をします。
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この章では、ネットワーキングの必要に応じて、Synology Router で使用できる無線操作モードを紹介します。
操作モードを検索するには、[ ネットワーク センター ] > [操作モード ] の順に進みます。

ワイヤレス ルーター
このモードでは、Synology Router は 2 つのネットワーク（ローカル ネットワークとインターネットの間など）
の間でデータを転送するために通常のルーターとして機能し、データ配信に最適なパスを検出します。このモー
ドは、連続アクセスを行うためにワイヤレスデバイスへのワイヤレス接続を可能にします。

ワイヤレスルーター モードは、以下のシナリオに推奨されます：

• あなたが特別な接続のセキュリティを必要とする場合（例、ファイアウォール、NAT、および DMZ）

• 接続されたクライアント デバイスが無線接続を必要とするとき

• ローカル ネットワーク内にサブネットを作成する必要があるとき

以下に、推奨する使い方を紹介します：

ISP モデムをお持ちの場合：
1 ネットワーク ケーブルを使って Synology Router（WAN ポートに接続）と ISP モデム（LAN ポートに接続）

を繋ぎます。

2 基本的なネットワークの設定を構成してください：

• Synology Router が IP アドレスを取得する方法を決定します [ネットワーク センター ] > [インターネット ] 
> [接続 ] > [一次インターフェース ] > [接続タイプ ] の順に進みます )。

• Synology Router が IP アドレスをクライアントに割り当てるかどうかを決定します ([ ネットワーク センタ
ー ] > [ ローカル ネットワーク ]>[全般 ]>[DHCP Server] の順に進みます )。

3 詳細なネットワーク設定を構成します ([ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] または [ ローカル ネ
ットワーク ] の順に進みます )。設定の詳細については、SRM のヘルプをお読みください。

ISP モデムをお持ちでない場合：
1 ネットワーク ケーブルを使って、Synology Router（WAN ポートに接続）をインターネット（例：壁または設

置したインターネット ポートに接続）に繋ぎます。

2 Synology Router が IP アドレスを取得する方法を決定します [ネットワーク センター ] > [インターネット ] 
> [接続 ] > [一次インターフェース ] > [接続タイプ ] の順に進みます )。

3 詳細なネットワーク設定を構成します ([ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] の順に進みます )。
設定の詳細については、SRM のヘルプをお読みください。

ワイヤレス AP（アクセスポイント）
このモード（「ブリッジモード」とも呼びます）では、Synology Router はすべてのネットワーク インターフ
ェイス（LAN、ワイヤレス LAN、WAN）をブリッジするため、有線クライアントを接続できるように すべての 
LAN ポート（WAN ポートを含む）が装備されています。 

ルーターは、ワイヤレス AP として、IP アドレスをそのクライアントに割り当てることができません（DHCP 
Server は無効になります）。そして無線伝送機器としてのみ機能し、無線ネットワークと有線ネットワークと
の間で、Wi-Fi によってデータを送信 /受信します。

次の状況には、Wireless AP モードをお勧めします：

• お使いの Synology Router（LAN ポートまたは WAN ポート）が、すでにインターネット接続のために、ISP 
モデムに（LAN ポートで）接続しているとき。

• 接続したデバイスを無線接続したい場合

注意：このモードでは、ネットワーク センター下で Synology Router は、以下の機能 /設定を用意しません：ポート
転送、ローカル ネットワーク、およびトラフィック コントロール。

操作モードの選択
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ワイヤレス クライアント
このモードでは、Synology Router は Wi-Fi ハードウェアキー（Wi-Fi クライアント）として機能し、別のルータ
ーまたはアクセスポイントからの Wi-Fi 信号でインターネットにアクセスすることになります。

次の状況には、ワイヤレス クライアント モードをお勧めします：

• インターネットにアクセスしたいが、Synology Router と別のルーター /ISP モデムの間で有線接続ができにく
い場合

以下は、推奨される使用です：

• クライアントはネットワーク ケーブルを使って Synology Router（LAN ポート）に接続する必要があります。

注意：
1. この操作モードは、RT1900ac モデルで利用できます。
2. このモードでは、お使いの Synology Router は、Wi-Fi ソース（例、Wi-Fi ルーター）の範囲内になければなり

ません。そうでない場合、受信した Wi-Fi 信号は弱くなり、接続のクオリティーに影響を及ぼすおそれがありま
す。

3. ワイヤレス クライアント デバイスを Synology Router に繋いでインターネットにアクセスすることができませ
ん。

ワイヤレス リピーター (WDS)
このモード（WDS モードとも呼びます）では、Synology Router はすべてのネットワーク インターフェイス
（LAN、ワイヤレス LAN、WAN）をブリッジするため、有線クライアントを接続できるように 5 個の LAN ポー
ト（LAN 1-4 および WAN）が装備されています。

無線リピーターとして、ルーターは IP アドレスをクライアントに割り当てることができません（DHCP Server 
は無効になります）。また無線ネットワークと有線ネットワークとの間で、Wi-Fi 経由でデータの送信 /受信を
行うこともできません。

次の状況には、Wireless AP（アクセスポイント）が推奨されています：

• ISP モデムに接続したい場合で、インターネット アクセスに無線接続を使用したくない場合

• 接続したデバイスを無線接続したい場合

注意： 
1. この操作モードは、RT2600ac モデルで利用できます。
2. このモードでは、お使いの Synology Router が Wi-Fi ソースの範囲内に位置している必要があります。Wi-Fi ソ

ースからの信号が十分でない場合には、接続の質が悪くなることや、不安定になることがあります。
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この章では、Synology Router がホストする Wi-Fi ネットワークを構築する方法を説明します。3 種類の Wi-Fi 
ネットワークを構築できます：2.4GHz、5GHz ( トリバンド上で 5GHz-1)、および 5GHz-2。

• 2.4GHz：2.4GHz Wi-Fi ネットワークはほとんどのワイヤレス デバイスで使用されており、5GHz Wi-Fi ネッ
トワークよりも信号範囲が広くなります。ただし、ほとんどのワイヤレス機器がこのワイヤレス周波で接続し
ているため、信号障害が発生する可能性が高くなります。

• 5GHz ( トリバンド上で 5GHz-1)：多くのワイヤレス機器はこのワイヤレス周波に依存しないため、信号障害
が発生する可能性は低くなります。また、5GHz Wi-Fi ネットワークの信号範囲は 2.4GHz Wi-Fi ネットワーク
よりも狭くなるため、信号の強度が弱くなる場合があります。

• 5GHz-2：トリバンド モデルはこの無線オプションを表示します。

Smart Connect を有効化する
Smart Connect では、2.4GHz 帯域および 5GHz 帯域の両方の Wi-Fi を共有して組み合わせた SSID にデバイス
を接続できます。SRM は、指定のポリシーやネットワーク状況に応じて 2 つ帯域幅（2.4 GHz および 5GHz）
間の切り替えを判断し、お使いのデバイスにとって最適なワイヤレス接続性を確立します。Smart Connect は、
お使いのデバイスの各帯域幅内のチャネル（例：1 ～ 10）の切り替えは行いません。
1 [Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi] の順に進みます。

2 [2.4GHz/5GHz 自動選択肢 ] をオンにします。

3 Smart Connect Wi-Fi ネットワークの設定を指定します。細かい調整をするには [詳細設定オプション ] をク
リックします。

4 ワイヤレス デバイスを使って、Synology Router でホストされた Wi-Fi ネットワークをスキャンし、接続し
ます。

Wi-Fi ネットワーク (2.4GHz & 5GHz) の構築
2.4GHz または 5GHz Wi-Fi ネットワークを作成できます：
1 Synology Router の電源が入っており、インターネットに接続されていますか。

2 Synology Router の Wi-Fi ボタンが「オン」の位置になっていますか。

3 [Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi] の順に進みます。

4 5GHz/2.4GHz で [無線を有効にする ] を選択して設定を続行してください。細かい調整をするには [詳細設定
オプション ] をクリックします。

5 ワイヤレス デバイスを使って、Synology Router でホストされた Wi-Fi ネットワークをスキャンし、接続し
ます。

ゲスト Wi-Fi ネットワーク (2.4GHz & 5GHz) の構築
ゲスト Wi-Fi ネットワークは、中小企業が訪問者 /非通常ユーザーのために作成する、一般的に時間が制限され
たネットワークです（1 時間から 1 週間）。ホスト ネットワークに不正アクセスできないように、訪問者はホ
ストの Wi-Fi ネットワークではなく、ゲスト ネットワークにしかアクセスできません。

ゲスト Wi-Fi ネットワークを設定するには [Wi-Fi connect] > [ ゲスト ネットワーク ] の順に進んで設定します。

Wi-Fi 接続の設定 3
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WPS ネットワーク (2.4GHz & 5GHz) の構築
WPS (Wi-Fi Protected Setup) は、Wi-Fi セキュリティ設定を簡略化するために、Wi-Fi アライアンスが促進する
規格です。ただし、セットアップが速い分、WPS ネットワークの安全性は保証されません。WPS ネットワーク
の安全性を確保するためには、プッシュボタンか PIN コードをお使いください。

WPS で Wi-Fi ネットワークを設定するには、3 つの方法があります：

プッシュ ボタンを介して：
1 [Wi-Fi connect] > [無線 ] > [WPS] の順に進んで、[WPS を有効化 ] をクリックします。または、Synology 

Router で WPS ボタンを押してください。

2 ワイヤレス機器で WPS 機能を有効にします。ワイヤレス デバイスと Synology Router がペアリングされま
す。

AP PIN コードを介して：
1 [Wi-Fi connect] > [無線 ] > [WPS] > [ デバイス PIN] > [AP PIN コードを介して ] の順に進んで、[有効化 ]

をクリックして AP PIN コードを生成します。

2 生成された PIN コードをワイヤレス機器に入力します。ワイヤレス デバイスと Synology Router がペアリ
ングされます。

クライアント PIN コードを介して：
1 無線デバイスの PIN コードを [Wi-Fi connect] > [無線 ] > [WPS] > [ デバイス PIN] > [ クライアント PIN 
コードを介して ] の順に進んで入力します。

2 [登録 ] をクリックします。ワイヤレス デバイスと Synology Router がペアリングされます。

注意：クライアントの iOS 機器は、iOS が WPS をサポートしていないため、WPS ネットワークに接続できません。
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4
章節

Wi-Fi システム ネットワークを構築

この章では、Wi-Fi ポイントを管理するための各種機能を紹介します。

Wi-Fi ポイントを追加
Synology Wi-Fi ネットワークに新しい Wi-Fi ポイントを追加して完全な受信範囲を持つ Wi-Fi システムを構築す
ることができます。

Wi-Fi ポイントを設定するには： 
1 Wi-Fi ポイントを適切な場所に配置します。

2 [Wi-Fi connect] > [Wi-Fi ポイント ] の順に進んで、[追加 ] をクリックし、新しい Wi-Fi ポイントを 
Synology Wi-Fi システムに接続します。SRM は新しいデバイスをすべて検出し、Wi-Fi ポイントに最新バー
ジョンを適用してアップグレードします。

注意：一次 Wi-Fi ポイントがデフォルトにリセットされていると、Wi-Fi ポイントが一次 Wi-Fi ポイントに接続でき
ないことがあります。すべての Wi-Fi ポイントをリセットし、追加ウィザードの指示に従って Wi-Fi システムを構築
してください。

ネットワーク ステータス
Synology Wi-Fi システムにあるすべての Wi-Fi ポイントのリアルタイム ステータスをモニターするには、[Wi-Fi 
connect] > [ ステータス ] の順に進みます。

Wi-Fi ポイントを構成
[Wi-Fi connect] > [Wi-Fi ポイント ] でトポロジー別に Wi-Fi システム ネットワークのステータスを検索できます。
すべてのデバイスとその接続タイプがこのページにリストされています。実線は Wi-Fi ポイントが Ethernet ケ
ーブルで接続されていることを意味し、点線は Wi-Fi 経由で接続されていることを意味します。このデバイスは、
必要に応じて構成できます。

• 詳細：簡単に認識できるよう Wi-Fi ポイントに名前を付けてください。ポップアップウィンドウから全般情報、
ネットワークステータスおよびの接続リストを検索できます。

• 管理：すべての Wi-Fi ポイントのステータスを変更できます。
• LED をオフ：この Wi-Fi ポイントの LED をオフにします。
• 点滅で検索：明滅する LED でこの Wi-Fi ポイントを見つけます。
• 今すぐ再起動：この Wi-Fi ポイントをリブートします。
• 削除 & リセット Wi-Fi ネットワークからこの Wi-Fi ポイントを取り除きます。追加するには、それをデフ
ォルトにリセットしてください。

Wi-Fi のパフォーマンスをテスト
Wi-Fi ネットワークは接続が安定して最良の速度が出るように設計されているので、Wi-Fi ポイント間のパフォ
ーマンスは重要です。Wi-Fi のパフォーマンスのテストで、Wi-Fi ポイントが最良のネットワーク経験を提供で
きるように最適な場所にあることを確認できます。

パフォーマンス テスト サービスを使用するには、[Wi-Fi connect] > [Wi-Fi ポイント ] の順に進んで、[Wi-Fi ポ
イントのパフォーマンス テスト ] をクリックします。
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この章では、クライアント デバイスを管理するための各種機能を紹介します。

デバイスの状態を監視する
Synology Router 下のすべてのクライアント デバイスのステータスをリアルタイムで確認するには、[ ネットワ
ーク センター ] > [ ステータス ]>[ デバイス リスト ] の順に進みます。

トラフィック コントロールを適用する
[ ネットワーク センター ] > [ トラフィック コントロール ] の順に進むと、クライアント デバイスの個々のネッ
トワーク帯域幅を制御できます。必要に応じて選択できるように、数種類のコントロールメカニズムが用意され
ています：

• ビームフォーミング：ビームフォーミングは、受信状態の良くないクライアント デバイスに対する Wi-Fi 信
号を強化します。 

• 禁止：禁止されたデバイスは、同じローカルネットワークのリソースにしかアクセスできません。

• カスタム速度：クライアント デバイスに対して、アップロード / ダウンロード トラフィックの上限と下限を
指定します。

• 高優先度：高優先度にデバイスを設定すると、優先したネットワーク帯域幅の割り当てが設定されます。

より細かく管理するには、特定のデバイスで起動している特定のアプリケーション（SSL や YouTube など）が
ネットワークを使用する量を制限することができます。

注意：
1. ビームフォーミング オプションは、RT1900ac モデルのみに利用できます。
2. RT2600ac モデルは、デフォルトでビームフォーミングを実行します。このため、関連オプションは提供してい

ません。
3. クライアント デバイスの Wi-Fi 信号受信状況を向上させるには、ビームフォーミングに対応するためにデバイ

スに 802.11ac プロファイルがあるか確認してください。
4. ビームフォーミングは、最大で一度に 6 台のデバイスに適用でき、高優先度を最大 3 台のデバイスに適用でき

ます。

デバイスごと、またはアプリケーションごとにネットワークの使用量を監視することも可能です。使用量ログに
アクセスするには、[ ネットワーク センター ] > [ トラフィック コントロール ] > [ モニター ] の順に進みます。
悪意のあるソフトウェア / ウェブサイトなど、不正使用の源となっている場所を識別したり、ネットワーク リソ
ースを不正使用しているユーザーを識別したりすることができます。

読みやすいトラフィック レポートを作成できます。これは、Synology Router のネットワーク トラフィックの
統計を特定の期間にわたって記録します。定義した電子メール アドレスに送信できる、自動トラフィック レポ
ート生成を定義することもできます。レポート タスクを設定するには、[ ネットワーク センター ] > [ トラフィ
ック コントロール ] > [ レポート ] の順に進みます。

Wake-On-LAN を適用する
Wake-On-LAN (WOL) を利用すると、 有線デバイスをリモートでシャットダウンから復帰させることができま
す。WOL サービスに繋いだデバイスは、MAC アドレスか接続リストで復帰させることができます。

Synology Router のローカル ネットワークに Synology NAS（DiskStation や RackStation）を繋いである場合は、
MAC アドレスや接続リストを使わなくても、QuickConnect ID で復帰させることができます。

WOL関連のサービスを利用するには、[ ネットワーク ツール ] > [Wake on LAN] の順に進みます。

注意：
1. ターゲットのデバイスが WOL に対応しているか確認してください。
2. 操作モードによって、Synology Router で WOL サービスに繋ぐことができるデバイスの種類が異なります。

クライアント デバイスの管理 5
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この章では、Synology Router とクライアント デバイスをサイバー攻撃や意図しない情報漏えいから保護するた
めに、さまざまなセキュリティ機能について紹介します。

接続を安全に保護する
SRM は、次の方法でインターネット接続を保護します。

HTTP および HTTPS
HTTP はあまり安全ではない、ウェブブラウザ共通プロトコルであり、ウェブサーバーと通信するために使用さ
れます。HTTP の安全なバージョンが HTTPS であり、Synology Router とクライアント デバイスをサイバー攻
撃や不正アクセスから保護することができます。

デフォルトでは、SRM は HTTP 接続と HTTPS 接続を提供しています。不正攻撃を阻止するために HTTP/
HTTPS ポートは変更することができます。

HTTP/HTTPS ポートを変更するには、[ コントロール・パネル ] > [ システム ] > [SRM 設定 ] の順に進みます。

HTTP（S) 接続を介して SRM にアクセスするには、IP アドレスの後に HTTP(S) ポートを追加します：

• Synology_Router_IP_Address:8001（8001 はデフォルトの HTTPS ポートです。）
例：192.168.1.1:8001

HTTPS 関連の設定
[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [SRM 設定 ] で 2 つの他の HTTPS 関連の手段が利用できます。 

• 自動的に HTTPS へ HTTP 接続をリダイレクト：HTTP を介したすべてのインターネット接続は、HTTPS に
切り変えられて SRM にアクセスします。

• HSTS を有効にする：HTTPS 接続を使ったウェブブラウザだけが SRM にアクセスできます。一方、HTTP 
を使用するブラウザはアクセスが拒否されます。

DoS 保護
DoS (Denial of Service) 攻撃は、ターゲットの容量を超える数のリクエストを送り付けてコンピュータシステム
を麻痺させます。攻撃されたコンピュータは、重要なデータや外部からのサービス リクエスト（Ｅメールメッ
セージなど）を失ったり、インターネット帯域やシステムリソースが制限されてしまいます。

DoS 保護を有効化するには、[ ネットワーク センター ] > [ セキュリティ ] > [全般 ] の順に進みます。

Pass-through
Synology Router の背後に Pass-through がある場合は、特定の種類の VPN クライアント トラフィック（PPTP、
L2TP、SIP、IPSec）だけを許可し、サーバーにアクセスさせることができます。この機能は、特定のプロトコ
ルを介してサーバーをのぞき見するサイバー攻撃を防止することができます。

Pass-through 機能を有効化するには、[ ネットワーク センター ] > [ セキュリティ ] > [全般 ] の順に進みます。

接続セキュリティの強化 6
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ファイアウォール規則の作成
ファイアウォールのルールは、指定した条件（ポートやソースの IP アドレス）に基づき、Synology Router へ
の外部 IPv4 および IPv6 アクセスをフィルター処理します。ファイアウォール規則を設定すると、セキュリティ 
ポリシーを細かく指定して、Synology Router のセキュリティを高めることができます。

全般的なトラフィックにファイアウォールのルールを作成するには、[ネットワーク センター ] > [セキュリティ ] 
> [ ファイアウォール ] の順に進みます。

SRM サービス / パッケージでインターネット アクセス ポリシーを修正するには [ ネットワーク センター ] > [ セ
キュリティ ] > [ サービス ] の順に進みます。

注意：ファイアウォール ルールは、WAN から LAN、または WAN から SRM までのトラフィックに適用できます。

外部アクセスの制限
この機能を使用することで、HTTP/HTTPS ポート（例：8000/8001）を介した SRM への外部アクセスが可能に
なります。他のポートを介した外部アクセスは拒否されます。

この機能を有効化するには、[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [SRM 設定 ] の順に進んで、[SRM に外部
アクセスを許可 ] を選択します。

注意：安全のために、このオプションを一旦有効にした後で無効にすると、HTTP/HTTPS を介したとしても、
Synology Router がすべての外部アクセスをブロックします。

自動ブロックの強化
自動ブロックは、何度もログインに失敗した IP アドレスをブロックします。このような IP アドレスは、パスワ
ードを探ろうとする悪意ある攻撃源であるとみなされます。

自動ブロックを有効化するには、[ネットワーク センター ] > [セキュリティ ] > [自動ブロック ]の順に進みます。

証明書の作成
Synology Router から証明書を作成することは、認証 ID を発行したことと同じです。証明書（.crt ファイル）を
別のデバイス（携帯電話など）にインポートすると、Synology Router は安全な接続（HTTPS または SSL）を
使ってそのデバイスを識別して通信します。

Synology Router が別のサーバーにアクセスできるように、証明機関からの証明書をインポートすることも可能
です。

証明書を作成または管理するには、[ コントロール パネル ] > [ サービス ] > [証明書 ] の順に進みます。

より安全な方法を使う
SRM セキュリティ ポリシーを微調整するためにさらに多くのセキュリティ対策があります。[ ネットワーク セ
ンター ] > [ セキュリティ ] > [全般 ] の順に進みます。ここでは、ログアウト タイマーを設定したり、ブラウザ
が IP チェックをスキップしたりといったことができるようにします。

また、SRM 設定と Synology Router をスキャンする SRM セキュリティ アプリケーション、セキュリティ アド
バイザーを使用するようお薦めします。セキュリティ アドバイザーは設定をチェックして、Synology Router を
安全に維持するための変更を促してくれます。
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この章では、SRM やパッケージの更新方法や SRM のバックアップ /復元方法を説明します。

SRM とパッケージのアップデート
Synology は、報告された問題を解決したり、システムやパッケージの性能を強化したり、まったく新しい機能
を追加したりするために、定期的に無償の SRM アップデートとパッケージ アップデートをリリースしていま
す。

SRM
.pat アップデート ファイルが既に取得されている場合は、手動で SRM をアップデートすることができます。シ
ステムは現在の SRM バージョンを表示し、新しい SRM アップデートの有無をチェックします。

SRM をアップデートしアップデート設定を修正するには、[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ アップデー
ト &復元 ] の順に進みます。 

注意：現在 Synology Router で起動しているバージョンよりも古いバージョンを使って SRM をダウングレードする
ことはできません。

パッケージ
パッケージ センターで、システムはダウンロードできるアップデートがリリースされたパッケージを表示しま
す。.spk アップデート ファイルがあると、手動でパッケージをアップデートできます。

パッケージを更新してアップデート設定を変更するには、パッケージ センターに移動します。

注意：現在 Synology Router で起動しているバージョンよりも古いバージョンを使ってパッケージをダウングレー
ドすることはできません。

バックアップと SRM の復元
SRM をバックアップし、復元することで、今後のために重要な設定を維持しておくことができます。SRM 設定
は定期的にバックアップし、構成ファイル（.dss）を Synology NAS またはローカル コンピュータに保管するよ
うお勧めします。

[ コントロール パネル ] > [ システム ] > [ アップデート &復元 ] で現在の SRM 構成をバックアップするか、あ
るいは .dss ファイルをここにインポートすることで前の構成を復元できます。

注意：[工場出荷時のデフォルト設定に復元 ] をクリックすると、外部ストレージ内のすべてのユーザー データは消
去され、システム全体がデフォルト値に戻されます。詳しくは、SRM ヘルプを参照してください。

Synology アカウントの登録
Synology アカウントは、個人アカウントを登録し、管理することのできるサービス統合型のプラットフォーム
です。個人の Synology アカウントを使って、Synology が提供するさまざまなサービスを利用することができま
す。また、Synology eNews を購読して重要なソフトウェア アップデートやお住まい地域限定のプロモーション
情報を入手してください。

Synology アカウントに登録 / アクセスするには、[ コントロール パネル ]>[ システム ]>[Synology アカウント ]
の順に進みます。あるいは Synology の公式ウェブサイトを参照してください。

Synology Router のアップデートと復元 7
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この章では、インターネットに安全かつ簡単にアクセスするための各種機能を紹介します。

インターネット接続タイプ
[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [接続 ] >[一次インターフェース ] の順に進むと、Synology 
Router のインターネットへの接続方法を選択できます。

• 自動：自動 IP 割り当てを ISP モデムに依存している場合は、このオプションを選択してください。

• PPPoE：ISP から PPPoE の接続情報を取得してある場合は、このオプションを選択してください。

• 手動：使用可能な IP アドレスを取得してある場合は、このオプションを選択してください。 

• DS-Lite: ISP から DS-Lite のサービス要求を取得してある場合は、このオプションを選択してください。

セカンダリ インターフェイスを有効化して、フェールオーバーまたは負荷バランス モードで操作することも可
能です。[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [接続 ] > [二次インターフェース (LAN 1) の順に進ん
で、このインターフェースを有効化します。

ISP/VPN/IPv6 設定 
Synology Router の次の 3 つのインターネット関連の設定を管理することができます。

ISP 設定
この機能により MAC クローンと追加の DHCP オプション (12/60/61) を構成して ISP のニーズに合わせ、登録
をうまく行うことができます。これを行うには、[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [接続 ] > [一
次インターフェース ] > [ISP 設定 ] の順に進みます。

VPN 設定
VPN (Virtual Private Network) とは、インターネットからプライベート ネットワーク上のリソースに安全にアクセ
スするためのソリューションです。SRM は現在 L2TP/IPSec、openVPN および PPTP をサポートしています。

Synology Router を VPN クライアントとして使用するには、[ネットワーク センター ] > [インターネット ] > [接
続 ] > [一次インターフェース ] > [VPN 設定 ] の順に進んで設定を修正します。

注意：Synology Router はレイヤー 3 で tun 式のトンネルをサポートする OpenVPN サーバーに接続できます。

IPv6 設定
Synology Router 上で IPv6 を設定するには、[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [接続 ] > [一次
インターフェース ] > [IPv6 設定 ] の順に進みます。サポートされる IPv6 タイプには手動、6in4、6to4、6rd、
DHCPv6-PD、IPv6 リレー (Pass-through) および FLET の IPv6 があります。

Smart WAN
[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [Smart WAN] の順に進んで、2 つの定義した外向きインターネ
ット インターフェース (例えば、PPPoE、WAN、VPN、および 3G/4G LTE) 用にネットワーク アクセス プラン
を構成することができます。. ネットワーク接続におけるロールを決めるために、いずれかのモードを選択できま
す。 

• フェイルオーバー：一方のインターフェイスがダウンしている際、もう一方のインターフェイスがネットワー
ク接続のすべてを行い、安定した接続を常時確保します。

• 読み込みバランスとフェイルオーバー：両方のインターフェイスが正常に機能している場合、このモードを
では、最適なネットワークトラフィック フローでネットワーク トラフィックをインターフェイスに提供しま
す。インターネットのひとつがダウンしている場合、もう一方のインターフェイスがすべてのネットワーク接
続を行い、安定した接続が常時確保されるようにします。

インターネット接続の管理 8
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また、Smart WAN により、特定のデバイスに対してポリシー ルートを設定することでネットワーク トラフィッ
クを規制することもできます。そのようなデバイスは、定義したインターフェイスを介してのみ、インターネッ
トに接続し、インターネット トラフィックの受信を行うことができます。

QuickConnect と DDNS
[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [QuickConnect & DDNS] の順に進んで、下記のサービスを有
効化し Synology Router と簡単に接続を行うことができます。

QuickConnect
QuickConnect は Synology が開発した接続技術であり、QuickConnect ID だけでどこからでも簡単に Synology 
Router にアクセスすることができます。

ウェブブラウザで次のように URL を入力し、QuickConnect を介して Synology Router にアクセスできるように
してください：

• quickconnect.to/QuickConnect_ID (例：quickconnect.to/synologist)

QuickConnect サービスの詳細情報はこのホワイト ペーパーを参照してください。

DDNS
DDNS (Dynamic Domain Name Service) は、ホスト名と Synology Router の IP アドレスを照らし合わせて簡単
にアクセスできるようにする技術です。ホスト名がない場合は、Synology または他の DDNS プロバイダーから
取得してください。DDNS ホスト名（例：john.synology.me）を使って Synology Router を検出するには、ウェ
ブブラウザに登録したホスト名を入力します。

DMZ
DMZ（demilitarized zone）は、インターネット、またはその他の外部の信頼されていないネットワークに直接
開かれているネットワークの一部です。外部アクセスはすべて、DMZ のホストデバイスに転送されます。DMZ 
ホストは直接インターネットに接続し、ファイアウォールの制限や保護を通り抜けます。サーバーを DMZ ホス
トとして設定すると便利です。

DMZ を有効化するには、[ ネットワーク センター ] > [ ポート転送 ] > [DMZ] の順に進んで設定します。

注意：外部ネットワークから DMZ のホストに接続するには、Synology Router から取得したホストの外部 IP アドレ
スが必要です。

ポート転送
ポート転送は、データの流れを異なったポートの間でリダイレクトし、以下の利点があります：

• そうでなければリレーサービスに依る可能性のあるアプリケーションのパフォーマンスを向上することができ
ます。

• ポートをサービスやクライアントデバイスがサイバー攻撃に直接さらされることから守ります。

• 複数のサービスやクライアント デバイスの間でのポート争いを解決するオープンポートをもたらすことがで
きます

ポート転送ルールを設定するには [ ネットワーク センター ] > [ ポート転送 ] > [ ポート転送 ] の順に進みます。

ポートトリガー
ポート トリガーを実行するには、ローカル ネットワークでサービス / デバイスがデータのやり取りを実行でき
るように、固定ポート（送信 / トリガーポート）を 1 個、ダイナック ポート（着信ポート）を 1 個設定する必
要があります。トリガーポートを介してデータが外部ホストに送信されると、今度は着信ポートがトリガーさ
れ、ホストからデータを受信できるようにします。データが何も送信されない場合は、着信ポートもオフになり、
悪意ある攻撃を受けないようにシャットダウンします。

ポート トリガー ルールを設定するには [ ネットワーク センター ] > [ ポート転送 ] > [ ポート トリガー ] の順に
進みます。

http://global.download.synology.com/download/Document/WhitePaper/Synology_QuickConnect_White_Paper.pdf
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この章では、ローカル ネットワークを効率よく管理するための各種機能を紹介します。

IPv6 ルーターの設定
デフォルトにより、Synology Router はクライアント デバイスに IPv4 アドレスを割り当てる IPv4 ルーターとし
て機能します。IPv6 アドレスを割り当てるために、IPv4/IPv6 ルーターの混成にすることもできます。

Synology Router を IPv6 ルーターとして設定するには、[ ネットワーク センター ] > [ ローカル ネットワーク ] > 
[IPv6] の順に進みます。

注意：IPv6 対応のデバイスしか Synology Router が割り当てた IPv6 アドレスを受け取ることができません。

DHCP サービスの設定
Synology Router は、DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーとしてローカル ネットワーク内の 
DHCP クライアント（ネットワーク デバイスなど）にダイナミック IP アドレスを割り当てることができます。

DHCP クライアントおよびそのネットワーク構成 (例えば、MAC と IP のアドレス ) のリストを見つけるには、
[ ネットワーク センター ] > [ ローカル ネットワーク ] > [DHCP クライアント ] の順に進みます。

割り当てられた IP アドレスをクライアントに予約するには、[ ネットワーク センター ] > [ ローカル ネットワー
ク ] > [DHCP 予約 ] の順に進みます。

注意：Synology Router は IPv4 と IPv6 の両 IP アドレスを割り当てることができます。DHCP クライアントに IPv6 
IP アドレスを割り当てるには、最初に IPv6 機能を [ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [接続 ]> [一次
インターフェース ]>[IPv6 設定 ] で有効化してください。

固定ルートの設定
固定ルートは、特定のサービス / デバイスへデータを通過させるために手動で設定したルートパスです。固定ル
ートがネットワーク構成を自動的に変更することはありませんので、他のルーターとの間でそのルート情報がや
り取りされることはありません。 

固定ルートを設定しておくと、次のような場面で役に立ちます：

• ネットワーク（自宅のローカル ネットワークなど）が小型で、今後も複雑なネットワークに発展する可能性
が薄い場合

• セキュリティ上の理由により、ルート情報（IP アドレスやネットワーク構成）を他のルーターと共有しない
場合

固定ルートを設定するには、[ ネットワーク センター ] > [ ローカル ネットワーク ] > [固定ルート ] の順に進み
ます。

注意：
1. 大型で複雑なネットワークには固定ルートを使用しないようお勧めします。なぜなら、このような環境で固定ル

ートを管理することは時間がかかる作業だからです。
2. Synology Router で IPv6 機能を有効にした後で、IPv6 固定ルートを設定することができます。

IPTV & VoIP の設定
IPTV & VoIP サービスでは、ISP からのマルチメディア サービスや電話通信を行うために、お使いの Synology 
Router に STB（セットトップ ボックス）または VoIP を接続できます。このサービスを利用する前に、セット
アップに使用する ISP が提供する VLAN ID が必要となります。

IPTV & VoIP サービスを設定するには、[ ネットワーク センター ] > [ ローカル ネットワーク ] > [IPTV & VoIP]
の順に進みます。

ローカル ネットワーク接続の管理 9
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USB/SD ストレージのインストールと管理
USB/SD ストレージを活用すると、Synology Router を個人データやマルチメディア ファイル用のストレージ 
デバイスにすることができます。

外部 USB/SD ストレージを Synology Router にインストールするには、ストレージを相当するスロットに挿入
してください。

[ コントロール パネル ] > [ ストレージ ]> [ ストレージ ] と進むことで、Synology Router で利用可能なすべての
外付けストレージ (例えば、USB ドライブや SD カード ) を検索できます。必要に応じてストレージをフォーマ
ットしたり、管理したりすることも可能です。

注意： 
1. 承認された USB/SD ストレージは互換性リストを参照してください。
2. システム サービスとパッケージによっては、USB/SD ストレージ デバイスにテンポラリ ファイルを作成する場

合があります。システムの安定性とデータの消失を防止するために、USB/SD ストレージを安全に取り出せるよ
うに、Synology Router の [ イジェクト ] ボタンを押すか、[ コントロール パネル ] > [ ストレージ ]> [ ストレ
ージ ]. を選択して、ストレージを取り出してください。

ユーザー / フォルダ権限の定義
Synology Router で外部ストレージを確立した後は、パブリック用の共有フォルダ（例えば「public」）を作成
したり、個人ユーザーのために home フォルダを作成したりすることができます。

共有フォルダを作成するには、[ コントロール パネル ] > [ ストレージ ] > [共有フォルダ ] の順に進みます。フ
ォルダに対してユーザーのアクセス権を設定することもできます。

ユーザーを作成するには、[ コントロール パネル ] > [ ユーザー ] >[ ユーザー ] の順に進みます。共有フォルダに
対してユーザーのアクセス権を設定することもできます。

ネットワーク プリンタのインストールと管理
画像や記事などのドキュメントをネットワークを介して印刷できるように、Synology Router をプリンタ サーバ
ーとして使用することができます。また、Google Cloud Print を設定して必要なドキュメントをどこからでも印
刷することもできます。

ネットワーク プリンタをインストールするには、USB スロットに繋いでください。

Synology Router に接続されたネットワーク プリンターを管理するには、[ コントロール パネル ] > [ デバイス ] 
> [ プリンター ] の順に進みます。

注意：承認されたネットワーク プリンターは互換性リストを参照してください。

3G/4G ハードウェアキーのインストールと管理
3G/4G ハードウェアキーを利用すると、Synology Router は 3G/4G ネットワークを介してクライアント デバイ
スにインターネット アクセスすることができます。ハードウェアキーは、Synology Router を Wi-Fi ホットスポ
ットとして利用できるようにします。

Synology Router に 3G/4G ハードウェアキーをインストールするには、USB スロットに繋いでください。イン
ストールしたハードウェアキーは、すぐに使用することができます。使用できない場合は、設定を確認するか変
更してください。

ドングル設定を管理するには、[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [3G & 4G] を選択します。

注意：承認された 3G/4G ドングルは互換性リストを参照してください。

外部デバイスと権限の管理 10
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この章では、Synology が開発した、Synology Router と使用できるさまざまなパッケージを紹介します。特集さ
れたパッケージはすべてパッケージ センターまたは Synology ダウンロード センター経由で利用可能です。

Safe Access
Safe Access はネットワークを保護し、Synology Router に接続されたデバイスを容易に管理できるようにしま
す。インターネット動作を保護するためにプロファイルを作成してデバイスを割り当てることができます。また
インターネット アクセスをどれくらい長い時間、そして何時にブロックするのか、あるいは許可するのかを設
定したり、どのウェブサイトのプロファイルを訪問できるのかを管理するためにウェブ フィルタを作成するこ
とができます。

また、Safe Access は柔軟にプロファイルを管理できるよう一時停止、リワードおよびアクセスのリクエスト機
能を含んでいます。更に、危険なウェブサイトをブロックすることによって、パッケージの Network Protection 
の機能はローカル ネットワーク中のすべてのデバイスに包括的な保護を与えます。

VPN Plus Server
VPN Plus Server により、お使いの Synology Router が強力な VPN サーバーへと一変します。このパッケー
ジはウェブブラウザまたはクライアントを通して安全な VPN アクセスを可能にし、WebVPN、SSL VPN、
SSTP、OpenVPN、L2TP/IPSec、および PPTP を含む様々な VPN サービスをサポートします。その Remote 
Desktop は、従業員がウェブブラウザを通して容易かつ安全にリモートの内部ネットワーク リソースにアクセ
スできるようにします。

Site-to-Site VPN により、VPN Plus サーバーは異なる場所にある複数のネットワークがインターネット上でお互
いに安全な接続を確立できるようにします。また、複数の管理ツールを使用することで、このパッケージにより、
ネットワーク管理者が VPN の常時規制や監視を行いやすくなります。

Threat Prevention
Threat Prevention は、お使いの Synology Router や下位のデバイスのネットワーク セキュリティを悪意のある
パケットを削除 / ドロップすることで保護します。このパッケージでは、潜在的な悪意のある脅威を監視するの
に役立つ、さまざまな機能を提供しています。

Download Station
Download Station は、BitTorrent (BT)、FTP、HTTP、NZB、Thunder、FlashGet、QQDL、eMule でインターネ
ットからファイルを検索してダウンロードしたり、RSS フィードを購読してほとんどの最新 BT を知ることが
できるダウンロード アプリケーションです。ファイルをダウンロードすると、圧縮ファイルを Synology Router 
に自動展開する機能が有効になります。

DNS Server
DNS（ドメイン ネーム システム）とは、ドメイン名を IP アドレスに変換することで、インターネット アプ
リケーション、コンピュータ、その他のネットワーク デバイスを検出できるコンピュータのことです。DNS 
Server を持つことで、Synology Router は複数のゾーンをホストできるだけでなく、名前や IP アドレスを解決
することができます。

SRM パッケージの検出 11
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Cloud Station Server
Cloud Station は、集中管理した Synology Router やクライアント デバイス（複数のローカル コンピューター、
モバイル デバイス、Synology デバイス）間でファイルのバックアップや同期を行うことができる、ファイル共
有サービスです。Cloud Station Server パッケージは、ホストの Synology Router 上でインストールされている
必要があります。一方、クライアント ユーティリティは、バックアップや同期を行う、各デバイスでインスト
ールされている必要があります。

Cloud Station Backup

Cloud Station Backup は、複数のクライアント コンピューターから集中管理された Synology ルーターにファイ
ルをバックアップすることができるクライアント ユーティリティです。 

Cloud Station Drive

Cloud Station Drive は、お使いのコンピューターおよび Synology Router 間でインターネットを介してファイル
を同期するクライアント ユーティリティです。そのため、データやドキュメントが常に更新された状態に保た
れます。

メディアサーバー
メディアサーバーは、DLNA/UPnP ホーム装置を介して Synology Router 上でマルチメディア コンテンツを参照
したり、再生したりできるようにするマルチメディア機能です。 

メディアサーバーを利用することで、TV セットやステレオ システムなどの DLNA 認証装置に簡単に接続し、
Synology Router に保管されているマルチメディア ファイルを装置にストリームして音楽やフォト、動画を楽し
むことができます。 

注意：承認された DLNA デバイスは互換性リストを参照してください。

RADIUS Server
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) は、有線またはワイヤレスのネットワーク アクセスの認
証、許可、課金やユーザーのアクセス情報の収集を一元的に行うためのネットワーキング プロトコルです。

https://www.synology.com/compatibility
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この章では、Synology Router と使用できる便利な Synology モバイル アプリケーションを紹介します。

DS router
DS router は、お使いの Android/iOS デバイスから Synology Router に簡単にアクセスできるように設計されて
います。Synology Router の初期設定から、ネットワークの使用量のモニタリングやファイアウォール設定の調
整まで、DS router はネットワーク管理を本当に簡単で、直観的、そしてモバイルなものにします。動的に Wi-
Fi 接続の接続品質を伝えるため、DS router は、モバイル デバイスと Synology Router 間のリンク速度 (Android/
iOS) および信号強度 (Android) が見えるようにします。Safe Access でプロファイルを作成してデバイスを管理
できます。また、時間割当を設定して、特定のユーザーを保護するためにウェブ フィルタを適用できます。そ
して、インターネット アクセスの監視を行うことができます。また、ネットワーク マップを通して Wi-Fi シス
テムを簡単にチェックしてコントロールできます。

DS router のインストール
オペレーティングシステムの名前をクリックするか、QR コードをスキャンすると、DS router をダウンロード
できます：

Android iOS

その他の Synology モバイル アプリケーション
Synology は、DS file、DS get、DS cloud の 3 つのモバイル アプリケーションを提供しています。これらは、
Synology Router 上で File Station、Download Station、Cloud Station Server の管理に役立ちます。

DS file
DS file は、Synology Router に保存されたファイルを管理したり、Synology Router とワイヤレス デバイスの間
でファイルをアップロード / ダウンロードしたり、基本的な編集作業を行ったりするのに最適なアプリです。フ
ァイル管理はもとより、DS file は外出先で画像を参照したり、ビデオを鑑賞したり、ビジネス ドキュメントを
チェックしたりするのにも便利なツールです。

DS file は Android、iOS で利用可能です。

DS get
DS get を活用すると、ワイヤレス デバイスからリモートで Download Station にアクセスすることができます。
キーワード検索を行うか、お気に入りのウェブサイトをブラウズすることで、簡単にコンテンツをオンラインで
検索できます：１ 回タップすると、Synology Router のストレージに直接ダウンロードが開始されます。ダウン
ロードを表示したり、管理したり、転送速度制限などの基本設定をアプリから直接管理したりすることもできま
す。

DS get は Android で利用可能です。

Synology モバイル アプリケーションにつ
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https://ds-router.synology.com/android_app
https://ds-router.synology.com/ios_app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.DSfile&hl
https://itunes.apple.com/us/app/ds-file/id416751772?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.DSdownload
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DS cloud
DS cloud は、モバイル デバイスの Cloud Station に相当するものです。これを使用することで、モバイル デバ
イスに同期する、お使いの Synology Router 上のフォルダを選択し、どこでもオフライン モードで表示できる
ようにすることが可能です。DS cloud では、同期条件を完全にコントロールすることができます。各フォルダ
ごとに、最大ファイルサイズと同期するファイルの形式を設定できます。

DS cloud は Android および iOS で利用可能です。

VPN Plus
Synology Router が提供する Synology SSL VPN サービスを介して、VPN Plus はインターネットとローカル ネ
ットワークのリソースへの容易なアクセスを可能にします。このモバイル アプリケーションでは、高速な接続
速度、向上されたセキュリティ、ファイアウォールを通貨するためのより優れた機能が提供されています。

VPN Plus は現在 Android と iOS で利用可能です。.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.dscloud
https://itunes.apple.com/us/app/ds-cloud/id590216612?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synology.vpnplus
https://itunes.apple.com/mo/app/synology-vpn-plus/id1141357842?mt=8
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この章では、システムや接続の問題を診断するための Synology Router の機能について紹介します。

接続状態を調べる
現在の状態を簡単に確認したり、切断した接続の原因を追及するには、有線および Wi-Fi 接続で迅速かつ包括的
なチェックアップを行う必要があります。[ ネットワーク センター ] > [ ステータス ]. を選択してください。リ
アルタイムのネットワーク、CPU、メモリ使用量、デバイスの状態なども確認できます。

デバイスとアプリケーションの詳細なトラフィック ログ (最長 1 か月分 ) は、[ ネットワーク センター ] > [ ト
ラフィック コントロール ] > [ モニター ] の順に進んでください。

通知をチェックする
Synology Router はシステム /接続にエラーが発生した場合は、さまざまな方法（SRM desktop、SMS、E メー
ルなど）で直ちに通知を送ります。すばやくエラーを確認し、対処方法を見つけ出すことができます。 

通知サービスをカスタマイズするには、[ コントロール パネル ] > [通知 ] の順に進みます。

Ping
Ping は、速度が落ちた接続を診断するために使用するユーティリティです。Ping は、ターゲットのウェブサイ
トや IP アドレスにリクエスト パケットを送り、ターゲットから応答を受け取るまでの時間を計算します。 

• 正常な接続：ターゲットから即座に応答パケットが戻ってきます。 

• 遅い接続：ターゲットからかなり遅れて応答パケットが戻ってきます。 

パケット返送の遅延の原因は、次のような場合が考えられます：

• 通信相手が他のホスト / クライアントから、またはそれらへ大量のトラフィックを処理中である

• 通信相手のウェブサイト /IP アドレスが停止している、または機能していない

• Synology Router のインターネット / ローカル ネットワーク接続が正しく設定されていない

• ISP サービスが停止している

Synology Router 以外の場所で問題が発生している場合は、ISP またはその他関連するサービス プロバイダーに
支援を要請してください。

Ping による接続問題を診断するには、[ ネットワーク ツール ] > [Ping] の順に進みます。

Traceroute
Traceroute は、特定の対象先に到達するために取得されるインターネット経路を検証するために使用するユーテ
ィリティです。物理的ルートは、2 つの隣り合うルート地点の間で行き来する時間と共に、Google Map に表示
されます。

Traceroute を使用することで、トラフィックがルートされる仕組みの理解を深めることができます。

Traceroute による接続問題を診断するには、[ ネットワーク ツール ] > [Traceroute] の順に進みます。

テクニカル サポートへの連絡
Synology テクニカル サポートの支援を受けるには、サポート センターまたは Synology の公式ウェブサイトを
参照してください。

診断ツール 13
章節

https://account.synology.com/support/support_form.php
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SRM 操作
SRM にログインできません
• 正しい IP/QuickConnect/DDNS アドレスを使用しているか確認してください。IP または QuickConnect アド
レスを使用している場合は、正しいポート番号を追加してください。

• 正しいユーザー名とパスワードを使用しているか確認してください。

• ルーターと当該デバイスのネットワーク接続が正しく機能しているか確認してください。

SRM パスワードを忘れてしまいました
• 管理者として：
ソフトリセットを実行して、administrator のパスワードをリセットします。

• 管理者以外のユーザーとして：
a 管理者に [管理者以外のユーザーが忘れたパスワードを電子メール経由でリセットすることを許可 ] を選択

するよう頼んでください。

b ユーザーは SRM ログインページを開き、[ パスワードを忘れた場合 ] をクリックします。

c 以前指定した Eメール アドレスで SRM が発行した Eメールを開き、パスワードのリセット手続きを続行
してください。

SRM をアップデートできません
• アップデートが現在ルーターで起動しているバージョンよりも新しいことを確認してください。

• Synology から正式にリリースされた .pat アップデートファイルを使用しているか確認してください。

ソフト リセットとハード リセットの違いは何ですか？
「Synology Router のリセット」を参照してください。

ルーターから USB/SD ストレージをイジェクトするには？
安全に外付けストレージを取り出す方法は、「USB/SD ストレージのインストールと管理」を参照してください。

使用しているルーターで最高の状態で Wi-Fi を機能させるには？
最適なワイレス効果および優れた通気性を実現するためにも、ルーターは、付属のスタンド キットを用いて立
てて設置することをお勧めします。

ルーターを直立した状態で設置すると、[EJECT] ボタンはフロントパネルが下向きになり隠されます。この状況
で、[ コントロール パネル ]> [ ストレージ ]>[ ストレージの順に進んで、[ イジェクト ] をクリックしてこの操作
を実行します。

よくある質問とその回答 14
章節
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ネットワーク

インターネットにアクセスできません
• ワイヤレス デバイスがトラフィック コントロールで禁止されていないか確認してください。

• [ ネットワーク センター ] > [ ステータス ] > [ インターネット接続 ] の順に進んで、ステータスが「接続済み」
になっているかチェックします。

アップロード / ダウンロード トラフィックが遅いのはなぜですか？
• トラフィック コントロールが有効になっている場合は、ネットワーク速度の促進は無効になり、全体的な通
信速度は遅くなります。トラフィック コントロールを無効化するには、[ ネットワーク センター ] > [ トラフ
ィック コントロール ] > [詳細設定 ] > [設定 ] の順に進んで管理します。

• デバイスのカスタム速度の設定が変更されていないか確認してください。設定を修正するには、[ ネットワー
ク センター ] > [ トラフィック コントロール ] > [全般 ] の順に進んで、[ カスタム速度 ] をクリックします。

• 多数のファイアウォールまたはポート フォーワーディング ルールが作成されていると、ネットワーク転送速
度が低下することがあります。ファイアウォールのルールを削除するには、[ ネットワーク センター ] > [ セ
キュリティ ] > [ ファイアウォール ] の順に進みます。ポート転送ルールを削除するには [ ネットワーク セン
ター ] > [ ポート転送 ] > [ ポート転送 ] の順に進みます。

ポート転送が正常に機能しません
• [ ネットワーク センター ] > [ ポート転送 ] > [DMZ] の順に進んで、DMZ を有効化し、DMZ host IP アドレス
を指定します。次に、DMZ 内のデバイスがインターネットからアクセス可能であるか確認します。ポート転
送は特殊な形態となっているため、DMZ は問題がポート転送そのものにあったとしても検出することができ
ます。

• ルーターでファイアウォールが有効になっている場合は、しばらくの間ファイアウォール機能を保留にしてく
ださい。

• 何等かの理由によりサービス ポートがブロックされていないか、ISP にお尋ねください。

router.synology.com を介してルーターを見つけることができません
• 当該デバイスがルーターのローカル ネットワーク内にある場合は、router.synology.com を介してのみルータ
ーにアクセスできます。

• 当該デバイス（PC など）とルーターが、ネットワーク ケーブルまたは Wi-Fi 接続を介して正しく接続されて
いるか確認してください。

• ネットワーク ケーブルとポート ソケットがしっかりと接続されていない場合は、PC をルーターの元のポー
トか別のポートに再接続します。

• ルーターと PC の間にハブ / スイッチがなくても、それらを直接接続することでネットワーク構成を簡略化す
ることができます。その後で、再度やり直してください。

着信 /発信トラフィックが異常です
• [ ネットワーク センター ] > [ トラフィック コントロール ] > [ モニター ] の順に進んで、[ トラフィック統計
を有効化 ] と [ アプリケーション検出を有効化 ] を選択し、どのデバイス / アプリケーションがネットワーク
の帯域幅を過度に使用しているかチェックします。問題の場所でデバイス / アプリケーションを探し、それを
切断 /停止してください。

• [ セキュリティ アドバイザー ] を選択し、システムスキャンを実行してネットワーク帯域を占有しているマル
ウェアがないか確認してください。

ルーターに SPI ファイアウォールが設定されていますか？
はい。SRM では、デフォルトにより SPI ファイアウォールが常に有効になっています。そのため、関連する管
理オプションが提供されています。
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IPv6 接続を使用する場合、VPN Server パッケージはルーターで機能しますか？
ルーターが IPv6 接続を提供する場合は、OpenVPN サーバーとして VPN Server のみ使用できます。別の種類の 
VPN（PPTP や L2TP/IPSec）は、IPv6 環境ではサポートされません。

VPN 接続でルーターに接続できない場合は？
VPN pass-through 機能が有効になっているかを確認し、使用する VPN プロトコル (PPTP、L2TP、IPSec) の相
当するオプションを選択します。

Wi-Fi
Wi-Fi SSID とパスワードを忘れてしまいました
• 管理者として有線接続経由で SRM にログインし [Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi] の順に進んで、Wi-Fi 

SSID とパスワードを調べます。

• administrator のログイン情報を忘れた場合は、ソフトリセットを行い Wi-Fi SSID とそのパスワードをリセッ
トしてください。詳しくは、「Synology Router のリセット」を参照してください。

Wi-Fi SSID が消えるのはなぜですか？
• Wi-Fi ネットワークが有効化されているかチェックします ([Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi]の順に進んで )。
そして Synology Router 上の Wi-Fi スイッチが「ON」になっているかチェックします。

• SSID ステータスが「表示」になっているかチェックします ([Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi] の順に進ん
で )。次に、一旦 Wi-Fi ネットワークを無効にして、その後で再度有効にします。

デバイスをワイヤレスで Synology Router に接続できません
• ルーターの Wi-Fi ボタンが「オン」の位置に設定されているか、SRM で Wi-Fi 機能が有効になっているえか、
アンテナがしっかりと設置されているか確認してください。

• デバイスとルーターの距離が離れすぎていないか、 Wi-Fi 接続を妨害する障害物 /電子信号を発するデバイス
がないか確認してください。

• ワイヤレス デバイスがルーターによってホストされる Wi-Fi ネットワークに接続されているか確認してくだ
さい。デバイスがルーターのローカル ネットワーク内にない場合は、router.synology.com、またはローカル 
IP アドレスを介して SRM にアクセスすることはできません。

• ワイヤレス デバイスをルーターに近づけて、再度接続してみてください。

ワイヤレス デバイスが同じ Wi-Fi ネットワーク内にあるのに、それぞれが通信でき
ません
AP 分離が有効化されている可能性があります ([Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi]> [詳細設定のオプション ]
の順に進んで )。AP 隔離は同一 Wi-Fi ネットワーク（2.4GHz または 5GHz）に繋がっているワイヤレス クライ
アント デバイスがそれぞれ通信するのを阻止します。

Wi-Fi 信号の強度が弱いので、改善するにはどうすればよいですか t？
Wi-Fi 信号の強度が弱いのは、次の理由が考えられます。

• ルーターとクライアント デバイスの距離が遠すぎる。

• ルーターの Wi-Fi 信号が弱すぎる。[Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi]> [詳細設定のオプション ] の順に進ん
で送信出力レベルを変更します (低、中、高 )。

• Wi-Fi 信号を阻止している障害（大型の金属物など）があるかもしれません。5GHz Wi-Fi は、「Wi-Fi 接続の
設定」で説明した通り、2.4GHz のものよりも感度が高くなります。

• 同じ周波数帯域を使う近くのデバイス（電子レンジ / ワイヤレス電話）は、ルーターの 2.4GHz Wi-Fi 通信の
障害を受ける可能性があります。
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Wi-Fi 信号の強度を高めるには、次の方法をお試しください。

• 「Synology Router Manager (SRM) の設定」で推奨したとおり、各アンテナを離して、45 度の角度に調整し
ます。Wi-Fi 信号の強度が改善されない場合は、アンテナの角度を変えて最適な位置を探してください。 

• クライアント デバイスの中心にルーターを置いたり、ルーターとデバイスが互いに見える範囲内に障害物が
ないように設置してみてください。ただし、その場所が必ずしも最適であるとは限りませんので、どの位置が
最適なルーターの設置場所であるか探してみてください。

• ルーターの近くに無線通信機器があると、チャンネルの重複を避けるために作動チャンネルを 1、6 または 11
（2.4GHz Wi-Fi を使うデバイス）に変えてみてください。5GHz Wi-Fi の場合は、重複しないチャンネルに変
えてみてください。

ビームフォーミングを使ってデバイスの信号を強化することができません
• 同時に 6 台のデバイスしかビームフォーミングを受信することはできません。

• デバイスがビームフォーミングに対応しているか確認してください。つまり、デバイスが 802.11ac 規格に準
拠している必要があります。

• RT2600ac はデフォルトですべての Wi-Fi 接続に対してビームフォーミングを実行します。そして管理インタ
ーフェース上で関連のオプションを提供しません。

どちらの Wi-Fi 周波数（2.4GHz と 5GHz）を選択すべきですか？
「Wi-Fi 接続の設定」を参照してください。

ルーターの 5GHz Wi-Fi ネットワークが見つかりません
以前の NCC (National Communications Commission) 規則によると、台湾においては 2009 年以前に製造され
たワイヤレス装置は、5GHz Wi-Fi チャンネル 36-48 を使用することはできません。こうした無線デバイスを 
5GHz Wi-Fi ネットワークに接続するには、チャンネル 36-48 よりもむしろ代替のチャンネルを使用するべきで
す ([Wi-Fi connect] > [無線 ] > [Wi-Fi]> [5GHz]> [詳細設定のオプション ] の順に進んで )。
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http://www.gnu.org/licenses/gpl.html


第 9 条。制限付き保証。 Synology は、ウェブサイトで規定されている場合を除き、お住まい地域の法律が認め

る期間、Synology が公表するソフトウェア仕様を実質満たしていることについて制限的に保証します。

Synology は、商取引上の合理的な方法で、Synology 独自の決断により、ソフトウェアの不具合を修正する、ま

たは前述の保証に準拠しないソフトウェアを交換する、のいずれかを行います。ただし、この場合、保証期間

内にユーザーが Synology に対して不具合を書面にて通知する必要があるとします。前述の保証は、以下を起因

とする不具合には適用されません。(w) 本書に従って使用、複製、配布、公開しない場合、(x) Synology 以外の

者によるソフトウェアのカスタマイズ、修正、その他の改造が行われた場合、(y) Synology 以外の者により提供

された製品、サービス、またはその他の事柄とソフトウェアを併用した場合、または (z) 本書の規定に従わない

場合。 
 
第 10 条。サポート。 第 9 項で示した期間中は、Synology は、ユーザーにサポートサービスを提供します。期

間後のソフトウェアに対するサービスは、書面による要望がある場合において Synology により提供される場合

があります。 
 
第 11 条。免責事項。 上記に明記されている場合を除き、ソフトウェアはエラーも含め、「現状のまま」提供さ

れます。SYNOLOGY およびそのサプライヤーは、ソフトウェアに関して商用性、特定目的への適合性、ソフト

ウェアの使用以外に、明示された、示唆された、法的、法律により発生したすべての保証に対して免責される

権利を持つものとします。上述の条件に限らず、SYNOLOGY はソフトウェアにバグ、エラー、ウイルス、その

他の結果が含まれていないことを保証しません。 
 
第 12 条。特定損害の放棄。 いかなる場合も SYNOLOGY およびそのライセンサーは、ソフトウェアの使用ま

たは使用しないこと、または本書に規定される、または本書に関連して発生する偶発的、間接的、特別、懲罰

的、結果的、または同等の損害（データ、情報、収益、利益またはビジネスの喪失を含みそれに限定されない）

を補うための費用について、契約、不法行為（過失を含む）、厳格責任、またはその他の論理が基であるかど

うかに関わらず、SYNOLOGY がその損害の可能性について知らされている場合においても一切の責任を負いま

せん。 
 
第 13 条。責任の制限。 本ソフトウェアの使用、または使用できないことから生じる、または関連する、または

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

不法行為（過失を含む）、厳格責任、またはその他の論理が基であるかどうかに関わらず、負う損害の額面に

関わらず、製品の購買に実際に費やした額面に限定します。前述の保証の放棄、特定損害の放棄、および責任

の制限は、準拠法の許す範囲で最大限に適用されます。州および／または管轄の法律によっては、暗示保証の

除外または特定損害の除外または制限を許可していない場合があります。本書に適用されるそれらの法律の許

す範囲で、上述の除外および制限がユーザーに適用されない場合があります。 
 
第 14 条。輸出規制。 本ソフトウェアは、米国の輸出規制の対象です。ユーザーは、米国輸出管理規則を含みこ

れに限定されない、本ソフトウェアに適用されるすべての準拠法および規定を準拠することに同意したと見な

されます。 
 
第 15 条。契約の終了。 その他の権利を侵害することなく、ユーザーが本書の利用規約に従わない場合は、

Synology が本書の契約を終了する場合があります。その場合、ユーザーは本ソフトウェアの使用を止め、本ソ

フトウェアのすべてのコピーおよびそのすべてのコンポーネントを破棄する必要があります。 
 
第 16 条。譲渡。 製品にアプリインストールされていた場合を除き、第三者にあなたの権利を譲渡したり、割り

当てたりすることはこの EULA において禁止されています。前述の制約に違反するそのような移譲または譲渡

は、無効です。 
 
第 17 条。準拠法。 現地の法律で明示的に禁止されていない限り、この EULA（エンドユーザ使用許諾契約）は、

接触法の原則に反するかどうかに関係なく、Synology Inc. が法人化された国の国内法により支配され、それに

従い解釈されるものとします。 
 
第 18 条。紛争の解決。 本 EULA から生じる、あるいは本 EULA に関連するすべての紛争、論争、あるいは請

求は、Synology Inc. が法人化された国の仲裁法および関連する施行規則の手続きに従って、3 人の中立な仲裁

者により実施される仲裁により、独占的に、最終的に解決されるものとします。このような場合における仲裁

は、専らあなたと Synology との間の紛争のみに限定されます。この仲裁、またはその一部は、その他いずれか

の仲裁に統合されることはなく、集団または集団訴訟ベースでは実施されません。仲裁は台北で実施されるも

のとし、仲裁手続は英語で実施されるか、あるいは双方の当事者が合意する場合には、北京語で実施されるも

のとします。仲裁裁定者は最終的で、当事者を拘束するものであり、司法管轄権を持つ裁判所において強制力

を持ちます。この条項がない場合、あなたは裁判所を通じて紛争の訴訟を起こす権利を有しており、これには、

集団または集団代表ベースでの請求を要求する訴訟の権利が含まれていることをあなたは理解していますが、



あなたは明示的および意図的にこれらの権利を放棄し、この第 18 条に従って、拘束力のある仲裁を通じて紛争

を解決することに同意したことになります。本条のいかなる部分も、Synology が差し止めによる救済またはそ

の他の権利および Synology の知的財産権に関連する本書の条項への不履行またはその脅威に対する法律または

衡平法における救済手段の要求を禁止または制限しないこととします。 
 
第 19 条。弁護士費用。 本 EULA におけるいかなる仲裁、調停、その他の法的行為、または権限または救済手

段を行使する際、勝訴した当事者は、他の救済措置に加えて、その費用および適切な弁護士料金を回収する権

利があります。 
 
第 20 条。契約の分離。 本書に、管轄裁判所で無効、不法、または法的強制力がないと判断された条項がある場

合においても、本書の残りの部分は有効に存続します。 
 
第 21 条。完全合意。 本書は、本ソフトウェアおよび本書の対象物について Synology とユーザー間の完全合意

を制定し、書面または口頭に関わらず、すべての事前および同時期の了解事項および合意に優先します。本書

の条項に対する訂正、修正、または権利放棄は、実施する当事者が署名する法的文書で制定されていない限り、

拘力がありません。 
 
この EULA のオリジナルは英語版であり、これはその日本語版です。英語版と翻訳語版の間に相違がある場合

は、英語版が優先となります。 



SYNOLOGY, INC.  
制限付き製品保証 
 
本制限付き保証（「保証」）は、SYNOLOGY, INC. および SYNOLOGY AMERICA CORP を含むその関連会社

（総称して「SYNOLOGY」という）の製品（以降に記載）に適用します。ユーザーは、製品パッケージを開封

および／または製品を使用することにより本保証の条件を承諾し、同意したと見なされます。本保証の条件に

同意しない場合は、製品を使用しないでください。その場合は、製品を購入した販売店に製品を返却し、販売

店の返却条件に従って返金を求めてください。 
 
第 1 条 - 製品 
 
(a) 「製品」とは、新品製品及びリファビッシュ製品を指します。(b) 「新製品」には次のものが含まれます。

(1) 「カテゴリー I 製品」とは、Synology 製品モデル RS810+、RS810RP+、RX410、全 FS シリーズモデル、

13 シリーズ以降の XS+/XS が末尾についた全 DS/RS NAS モデル（RS3413xs+ を除く）、または 13 シリーズ

以降の 12 ドライブベイ搭載の全 DX/RX/RXD 拡張ユニット、10GbE NIC、ECC DDR4 および ECC DDR3 メモ

リモジュールを意味します。(2) 「カテゴリー II Product」 とは、Synology 製品モデル RS3413xs+、RS3412xs、
RS3412RPxs、RS3411xs、RS3411RPxs、RS2211+、RS2211RP+、RS411、RS409RP+、RS409+、RS409、
RS408-RP、RS408、RS407、DS3612xs、DS3611xs、DS2411+、DS1511+、DS1010+、DS509+、DS508、
EDS14、RX1211、RX1211RP、RX4、DX1211、DX510、DX5、NVR1218、NVR216、VS960HD、VS360HD、

VS240HD、M2D17、およびその他カテゴリー I に属さない 非 ECC メモリモジュールを意味します。(3) "カテ

ゴリー III 製品" とは、次の条件に当てはまる Synology 製品モデルを指します。12 シリーズ以降 5 ベイ以上の

モデルで尚且つ XS+/XS が末尾につかない全ての DS NAS モデル・12 シリーズ以降の XS+/XS が末尾につかな

い全ての RS NAS モデル・12 シリーズ以降の 4 つ又は 5 つドライブベイを持つすべての DX/RX 拡張ユニット

指します。(4) "「カテゴリー IV 製品」とは、2008 年 3 月 1 日以降にお客様がお買い上げになったその他全ての

Synology 製品モデルを指します。(5) 「カテゴリー V 製品」とは、2008 年 2 月 29 日以前にお客様がお買い上

げになったその他すべての Synology 製品モデルを指します。(c) 「リファビッシュ製品」とは、Synology によ

ってリファビッシュされ、オンラインショップで直接販売したすべての Synology 製品を指します。これには認

定された Synology ディストリビュータやリセラーによって販売された製品は含みません。(d) 「お客様」とは、

Synology 又は Synology の正規ディストリビュータ又は販売店から製品を購入した、最初の個人または組織を指

します。「オンライン ショップ」とは、Synology または Synology の子会社が運営するオンライン ショップを

意味します。「ソフトウェア」とは、Synology が所持し提供しており、お客様が購入した製品に付属してい

る・お客様がウェブサイトからダウンロードした・Synology の製品にプリインストールされている Synology
の保有するソフトウェアで、ファームウェア・関連する媒体・画像・アニメーション・動画・オーディオ・テ

キスト・ソフトウェアまたは製品に組み込まれるアプレット・および該当ソフトウェアのアップデートまたは

アップグレードが含まれます。 
 
第 2 条 – 保証期間 
 
(a) 「保証期間」とは、お客さまが製品を購入した日から始まり、(1) カテゴリ I 製品は 5 年間、(2) カテゴリ II
及びカテゴリ III 製品は 3 年間、(3) カテゴリ IV 製品は 2 年間、(4) カテゴリ V 製品は 1 年間とする。(5) 「現状

のまま」で販売された製品・またはオンラインショップで「保証なし」の状態で販売された製品を除き、リフ

ァビッシュ品は 90 日間とします。(b) 「延長保証保証期間」とは、EW201（オプションサービス）を第 1 条(b)
に該当し尚且つ延長保証該当製品向けにお買い求めになられたお客様に適用されます。保証期間については第 2
条(a)に記載されている保証期間に加え、EW201（オプションサービス）を適用し製品と登録すると 2 年間追加

されます。 
第 3 条 - 制限付き保証と救済手段 
 
3.1 制限付き保証。 第 3.6 条に従って、Synology は、保障期間中、各製品について (a) 製造上の材料不良がな

いこと、(b) 正常な使用において Synology の公開仕様に従って正しく機能することをカスタマに保証します。

Synology は、製品付属のエンドユーザー用の使用許諾契約書（存在する場合）の条項に従ってソフトウェアを

保証します。Synology は、「現状のまま」販売されるモデルチェンジされた製品、またはオンラインショップ

から「保証なし」で購入された製品については、保証を行いません。 
 
3.2 唯一の法的救済手段。 カスタマが以下に説明する方法で適切な保証期間内に第 3.1 条で制定する保証の不具

合を通知した場合、Synology が該当する不具合を検証した後、Synology が独自の判断で以下を行います。第

3.3 条に従って製品の完全な返却が行われた後に、(a) 商業的に適切な方法で製品を修理する、または、(b) 不具

合のない製品または部品と交換します。前述は、第 3.1 条の保証不履行または製品に対するその他の不具合また

は欠陥に対する Synology の完全な責任であり、カスタマの唯一かつ非排他的な救済手段です。カスタマは、製

品の不具合に対する Synology の診断と検証を適切に支援しなければなりません。第 3.1 条に制定する保証に以



下は含まれません。(1) ソフトウェアに関係する保証、(2) カスタマの現場における製品の物理的な設置と取り

外し、(3) カスタマの現場への訪問、(4) Synology および契約サービスプロバイダの通常営業時間（週末および

サービスプロバイダの休日を除く）以外に不具合部品の修理または交換に必要な労働時間、(5) 第三機関の設備

またはソフトウェアで行う作業、(6) カスタまたは第三機関が設置したハードディスクの保証、(7) ハードディ

スクの互換性保証。 
 
3.3 返却。 第 3.2 条に従ってカスタマが返却する製品は、返却前に Synology から商品返却確認番号（「RMA」）

を取得し、Synology の現行の RMA 手順に従って返却しなければなりません。カスタマは、Synology 正規代理

店または販売店に連絡して RMA の取得を依頼し、依頼時に購入の証明および製品のシリアル番号を提示する必

要があります。保証請求の場合、本保証の対象とするため、カスタマは、第 3.3 条に従って製品を完全な状態で 
Synology に返却する必要があります。RMA 番号を取得せずに返却された製品、または分解された製品

（Synology の指示による場合は例外）は、受け取りを拒否され、カスタマの費用でカスタマに返送されます。

RMA 番号を取得した製品は、必ず Synology から納品された状態に可能な限り近い状態で、Synology の指定す

る住所に、製品を十分保護できるよう梱包し、箱の外側の見える場所に RMA 番号を明記して、運賃前払いで返

却してください。返却する品物が Synology に適切に配達されるまで、品物に対する保険および損失はカスタマ

の責任です。RMA 番号を取得した製品は、その RMA 番号を発行してから 15 日以内に必ず返送してください。 
 
3.4 Synology による交換。 第 3.1 条に従って本保証で Synology が製品交換を選んだ場合は、Synology は、第

3.3 条に従って返品された不具合製品を受領後、その製品の保証に適合するか確認した上、自社負担で 
Synology の選択した配送方法により交換製品を発送します。一部の国においては、Synology は独自の判断によ

り、特定製品に Synology 交換サービスを適用する場合があります。お客様が返却した不具合製品を受領した後

で、Synology は交換製品を出荷します（「Synology 交換サービス」）。 
 
3.5 サポート。 保証期間中 Synology は、お客様にサポートサービスを提供します。保証期間後の製品に対する

サービスは、書面による要望がある場合において Synology により提供される場合があります。 
 
3.6 例外。 前述の保証および保証義務は、(a) 製品仕様に指定または説明されていない方法によりインストール

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

品、(c) 何らかの方法で誤用、悪用、損傷した製品、(d) 製品が意図するデザインのハードウェアまたはソフトウ

ェア以外で Synology が提供していない品物を使用した製品、(e) その他の方法で製品の仕様に準拠していない

製品、および Synology の管理下でない原因に起因する不具合には適用されません。また、前述の保証は、(1) 
Synology が許可した場合以外にカスタマが製品を分解した場合、(2) Synology がカスタマに対して提供する修

正、改正、強化、改善、その他の更新をカスタマが実施しない場合、(3) カスタマが第三者が提供する修正、改

正、強化、改善、またはその他の更新を実施、インストールまたは使用した場合には無効になります。第 3 条

に制定する保証は、お客様が第三者に販売または譲渡すると終了します。 
 
3.7 免責事項。 本書に制定する SYNOLOGY の保証、義務、責任、およびカスタマの救済手段は、非排他的か

つ代用であり、明示または暗示に関わらず、法律またはその他の原因により生じる、以下を含みそれに限定さ

れない本保証の下で提供される製品、ソフトウェア付属の文書、およびその他の品物またはサービスに関連し

て SYNOLOGY のその他のすべての保証、義務、責任およびカスタマの SYNOLOGY に対するその他の権利、

主張、救済手段を放棄、譲渡、拒否します。(A) 市販性または特定目的または使用との適合性に対する暗示保証、

(B) 履行の過程、取引の過程、または商慣習により生じる暗示保証、(C) 侵害または不正利用に対する請求、ま

たは (D) 不正行為（過失、厳格責任、製品責任またはその他の理論に基づくかどうかに関わらず）に対する請求。

SYNOLOGY は、SYNOLOGY の製品に保管されたデータまたは情報が安全であり、データ消失の危険がないこ

とを保証したり具体的に放棄したりしません。SYNOLOGY は、カスタマに製品に保管するデータをバックアッ

プするなど、適切な対策を実施するよう勧めています。州/司法管轄区によっては、暗示保証の制限を許可しな

いため、上述の制限がカスタマに適用されない場合があります。 
 
第 4 条 - 責任の制限 
 
4.1 不可抗力。適切に制御できない原因または条件（カスタマの作為または不作為を含みこれに限定しない）に

より本保証が定める義務の不履行または遅延が発生した場合、Synology は、本保証に対して一切責任を負わな

い、または本保証の違反または不履行と見なされません。 
 
4.2 特定損害の放棄。 いかなる場合も SYNOLOGY およびそのサプライヤは、製品、付属の文書またはソフト

ウェア、および本書に基づいて提供されるその他の品物またはサービスの使用または使用しないことにより発

生する偶発的、間接的、特別、懲罰的、結果的、または同等の損害（データ、情報、収益、利益またはビジネ

スの喪失を含みそれに限定されない）を補うための費用について、契約、不法行為（過失を含む）、厳格責任、

またはその他の論理が基であるかどうかに関わらず、SYNOLOGY がその損害の可能性について知らされている

場合においても一切の責任を負いません。 



 
4.3 責任の制限。 本製品、付属の文書またはソフトウェア、および本保証に基づいて提供される品物またはサ

ービスの使用、または使用できないことから生じる、SYNOLOGY およびそのサプライヤの責任は、契約、不法

行為（過失を含む）、厳格責任、またはその他の論理が基であるかどうかに関わらず、負う損害の額面に関わ

らず、製品の購買に実際に費やした額面に限定します。前述の特定損害の放棄、および責任の制限は、準拠法

の許す範囲で最大限に適用されます。州および／または管轄の法律によっては、暗示保証の除外または特定損

害の除外または制限を許可していない場合があります。本製品に適用されるそれらの法律の許す範囲で、上述

の除外および制限がカスタマに適用されない場合があります。 
 
第 5 条 - その他 
 
5.1 所有権。本製品および製品付属のソフトウェアおよび説明書には、Synology および第三者サプライヤおよ

びライセンサーの所有権および知的所有権が含まれています。Synology は、製品のすべての権利、権限、知的

所有権を保有および保留します。製品、付属のソフトウェアまたは説明書、および本保証に基づいて提供され

るその他の物品に含まれる、または対する権利、所有権または知的所有権は、本保証の下でカスタマに移譲さ

れません。お客様は、(a) Synology または Synology の正規代理店または販売店が提供するソフトウェアに付属

する Synology エンドユーザー用の使用許諾契約書の利用規約に準拠し、(b) 製品またはそのコンポーネント、

付属のソフトウェアをリバースエンジニアを試みる、またはその他の方法で Synology の知的所有件に不適切に

回避、または違反してはいけません。 
 
5.2 譲渡。 お客様は、本書に基づく自身の権利を、直接、法律の運用または他の方法により、Synology から事

前に書面による承諾を得ずに譲渡してはいけません。 
 
5.3 追加条件なし。本保証で明確に許可した場合を除き、他の当事者が発注書、領収書、承認書、確認書、通信、

その他の方法で作成した本保証のあらゆる条項、条件、条項と衝突するその他の規定に対して、両当事者が制

約される、当事者の片側が特別に対象となることはありません。ただし、各当事者が書面においてそのような

条項に特別に同意している場合は除きます。また、本保証が製品に関連する当事者と締結した別の契約書の利

用規約と衝突する場合、他の契約書が本保証の条項に優先されることを特別に言及している場合を除き、本保

証が優先されます。 
 
5.4 準拠法。現地法で明確に禁止する場合を除き、本保証は抵触法の原則に関係なく、米国在住者のお客様の場

合は米国ワシントン州の法律に準拠し、米国に在住していないお客様の場合は中華民国（台湾）の法律に準拠

します。1980 年に採択された国際物品売買契約に関する国際連合条約又はその後続は適用しません。 
 
5.5 紛争の解決。本製品またはお客様間の関係に対して Synology が提供する本保証、製品またはサービスから

生じる、または関連する、いかなる紛争、論争、または主張も、ユーザーが米国に住居する場合は、米国仲裁

協会（American Arbitration Association）の現行の商事規則に従って単独かつ最終的に仲裁解決されるものとし

ます。ユーザーが米国以外に住居する場合は、以下を参照ください。仲裁は単一の調停者の前で実施され、カ

スタマと Synology の間の紛争のみに限定されます。仲裁または仲裁の一部は、その他の仲裁に合併されず、集

団または集団代表ベースでは実施されません。仲裁は、書類の提出、電話、オンラインまたは当事者の要請に

より、調停者の決定した個人により、米国ワシントン州キング郡で実施されるものとします。米国または非米

国の仲裁またはその他の訴訟では、勝訴した当事者は、その当事者が支払う仲裁費用を含むすべての費用や妥

当な弁護士料金を受け取ることになります。そのような仲裁の手続きで行われた決定は最終的で、当事者を拘

束するものであり、その結果に従って適格な司法管轄権の裁判所において裁定が行われる可能性があります。

この条項がない場合、カスタマは裁判所を通じて紛争の訴訟を起こす権利を有しており、これには、集団また

は集団代表ベースでの請求を要求する訴訟の権利が含まれていることをカスタマは理解していますが、カスタ

マは明示的および意図的にこれらの権利を放棄し、第 5.5 条に従って、拘束力のある仲裁を通じて紛争を解決す

ることに同意したことになります。米国以外のお客様の場合、紛争は R.O.C. 仲裁法および関連施行規則の手順

に従って 3 人の中立調停者により実施される仲裁により、最終的な解決が行われます。仲裁は台湾 R.O.C. の台

北で行われ、仲裁の手続きは英語で行われ、両当事者が同意する場合は、北京語で行われるものとします。仲

裁裁定者は最終的で、当事者を拘束するものであり、司法管轄権を持つ裁判所において強制力を持ちます。本

条のいかなる部分も、Synology が差し止めによる救済またはその他の権利および Synology の知的財産権に関

連する本保証の不履行またはその脅威に対する法律または衡平法における救済手段の要求を禁止または制限し

ないこととします。 
 
5.6 弁護士費用。本保証におけるいかなる仲裁、調停、その他の法的行為、または権限または救済手段を行使す

る際、勝訴した当事者は、他の救済措置に加えて、その費用および適切な弁護士料金を回収する権利がありま

す。 
 



5.7 輸出規制。 本製品は、米国の輸出規制の対象です。ユーザーは、米国輸出管理規則を含みこれに限定され

ない、本製品に適用されるすべての準拠法および規定を準拠することに同意したと見なされます。 
 
5.8 契約の分離。 本保証に、管轄裁判所で無効、不法、または法的強制力がないと判断された条項がある場合

においても、本保証の残りの部分は有効に存続します。 
 
5.9 完全合意。 本保証は、本件に関する Synology とお客様との間のすべての同意を制定し、あらゆるおよびす

べての事前同意に優先します。本保証の条項に対する訂正、修正、または権利放棄は、実施する当事者が署名

する法的文書で制定されていない限り、拘力がありません。 



 

 

Radio Frequency Specifications 
 
802.11 abgn and 802.11ac up to 80MHz Bandwidth,  

Support beamforming and TPC Function and MIMO 3*3 (RT1900ac)/4*4 (RT2600ac)   

Frequency and output power details for maximum EIRP 

 

Frequency Band Channel No. Frequency Channel No. Frequency 

2400-2483.5MHz 

1 2412 MHz 7 2442 MHz 

2 2417 MHz 8 2447 MHz 

3 2422 MHz 9 2452 MHz 

4 2427 MHz 10 2457 MHz 

5 2432 MHz 11 2462 MHz 

6 2437 MHz - - 

5150-5250 MHz 

(Band 1) 

36 5180 MHz 44 5220 MHz 

38 5190 MHz 46 5230 MHz 

40 5200 MHz 48 5240 MHz 

42 5210 MHz - - 

5250-5350 MHz 

 

(Band 2) 

52 5260 MHz 60 5300 MHz 

54 5270 MHz 62 5310 MHz 

56 5280 MHz 64 5320 MHz 

58 5290 MHz - - 

5470-5725 MHz 

 

(Band 3) 

100 5500 MHz 112 5560 MHz 

102 5510 MHz 116 5580 MHz 

104 5520 MHz 132 5660 MHz 

106 5530 MHz 134 5670 MHz 

108 5540 MHz 136 5680 MHz 

110 5550 MHz 140 5700 MHz 

5725-5850 MHz 

(Band 4) 

149 5745 MHz 157 5785 MHz 

151 5755 MHz 159 5795 MHz 

153 5765 MHz 161 5805 MHz 

155 5775 MHz 165 5825 MHz 

 

 

 

 

 



 

 

Federal Communications Commission (FCC) Statement 
 

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible 

for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 

pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference 

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 

is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

 

-Reorient or relocate the receiving antenna. 

-Increase the separation between the equipment and receiver. 

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 

is connected. 

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

 

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of 

other channels is not possible. 

 

When suing IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in 

the 5.15 to 5.25GHz frequency range. 

 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: 
 

1) This device may not cause harmful interference, and 
 
2) This device must accept any interference received, including interference that may 

cause undesired operation. 
 

 

FCC RF Radiation Exposure Statement: 
 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator 

& your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other 

antenna or transmitter. 



 

 

IC Statement  

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to 

the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must 

accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit 

pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 

subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

 

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of 

other channels is not possible. 

Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être 

exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible. 

 

This device and its antennas(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other 

antenna or transmitter except in accordance with IC multi-transmitter product procedures. 

Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnement en association avec 

une autre antenne ou transmetteur. 

 

Dynamic Frequency Selection (DFS) for devices operating in the bands 5250- 5350 MHz, 5470-5600 

MHz and 5650-5725 MHz 

Sélection dynamique de fréquences (DFS) pour les dispositifs fonctionnant dans les bandes 

5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz et 5650-5725 MHz 

 

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for 

harmful interference to co-channel mobile satellite systems. 

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une 

utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites 

mobiles utilisant les mêmes canaux. 

 



 

 

The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz 

shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit. 

le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 

5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. 

 

The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the 

equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point 

operation as appropriate. 

le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5850 MHz) doit se 

conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le 

cas. 

 

Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) 

of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference 

and/or damage to LE-LAN devices. 

De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance 

sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 

5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux 

dispositifs LAN-EL. 

 

For indoor use only. 

Pour une utilisation en intérieur uniquement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANT NOTE: 

IC Radiation Exposure Statement: 

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an 

uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 

20 cm between the radiator & your body. 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un 

environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de 

distance entre la source de rayonnement et votre corps. 

 

This radio transmitter RT1900ac has been approved by Industry Canada to operate with the antenna 

types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each 

antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the 

maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.  

Le présent émetteur radio RT1900ac a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les 

types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise 

pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est 

supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EU Declaration of Conformity 

Language Statement 

English 
Hereby, Synology Inc. declares that this Wireless Router is in compliance with the 

essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Finnish 

Synology Inc. vakuuttaa täten että Wireless Router tyyppinen laite on direktiivin 

1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen 

mukainen. 

Dutch 
Hierbij verklaart Synology Inc. dat het toestel Wireless Router in overeenstemming is 

met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG 

French 
Par la présente Synology Inc. déclare que l'appareil Wireless Router est conforme aux 

exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE 

Swedish 

Härmed intygar Synology Inc. att denna Wireless Router står I överensstämmelse 

med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av 

direktiv 1999/5/EG. 

Danish 
Undertegnede Synology Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Wireless Router 

overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF 

German 

Hiermit erklärt Synology Inc. dass sich dieser/diese/dieses Wireless Router in 

Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten 

Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet" 

Greek 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Synology Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Wireless Router ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ 

Italian 
Con la presente Synology Inc. dichiara che questo Wireless Router è conforme ai 

requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 

Spanish 

Por medio de la presente Synology Inc. declara que el Wireless Router cumple con los 

requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 

Directiva 1999/5/CE 

Portuguese 
Synology Inc. declara que este Wireless Router está conforme com os requisitos 

essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 

 



 

 

NCC 警語 

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、

加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合

法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法

通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學

及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 
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