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エグゼクティブサマリー

ネットワーク接続ストレージ（NAS）システムは、中⼩企業（SMB）が単独ではなし得ないような成果

の達成を⽀えます。フリーランサーから従業員数百⼈の成⻑中のスタートアップ企業まで、どんな企業

にであって、貴重なデータへのアクセスがさまざまなデバイスや場所からできなければ成功はおぼつき

ません。⼤企業と違って、SMBでは、リモート アクセスを常時実現しつつセキュリティを保護するた

めに必要なITリソースの確保が困難です。

スタティック パブリックIPアドレスを設定したり、ポート フォワーディング ルールや複雑なネットワ

ーク設定を⼿動で⾏うことは、⼩規模企業にとっては負担となり、データ セキュリティの低下につなが

りかねません。幸い、Webベースで接続が簡単にでき、⼿頃で使いやすいNASサーバーにより、これら

の課題が克服され、重要な業務ファイルを安全にリモート アクセスできるようになり、中⼩企業は事業

⽬標の達成に専念できるようになります。
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消費者と企業のためのこれからの接続性

現代のSMBは業務も⼈員も、⼀箇所のオフィスや地域に留まっていません。従業員も消費者も、オフィ

ス内のデスクトップ コンピュータだけでなく、個⼈のモバイル デバイスで⽇々の仕事を遂⾏すること

が⼀般的になりつつあります。

こういった変化の中で競争⼒を維持するためには、誰もが協⼒し合い、いつでもどこでも情報を安全に

共有できることが必要です。今⽇では、⼩規模企業も⼤規模企業のように、ドキュメント、動画、画像

などの各種ファイルを保存しらすぐにアクセスできることが求められています。これらのファイルのセ

キュリティ保護だけでなく、⼩規模企業では、従業員に複数のデバイスとさまざまな権限レベルでのア

クセスを許可することも必要です。

ネットワーク接続ストレージの将来性

NASは、エンタープライズ クラスの専⽤データ センターまでは必要ない⼩規模企業の間で普及してき

ました。現に、NASのグローバル市場は急成⻑しており、2016年から2023年で 21% の複合年間成⻑率

（CAGR）が予想されています。ただし、社内のNASサーバー上に置いたファイルを、インターネット

経由でリモート コンピュータやモバイル デバイスからアクセス可能にすると、SMBはいくつかの課題

を解決しなけｒばなりません。

社外にいる従業員が、社内のプライベートLAN以外からNASサーバー上の作業ファイルなどの資産にア

クセスするためには、パブリック ネットワークから接続できるようにする信頼性の⾼い⼿段が必要にな

ります。しかし、⼀般的な⼿法、例えばスタティックパブリック（外部）IPアドレスやポート転送は、

導⼊と維持に⼿間がかかるうえ、新たな脅威が組織を悩ませます。

スタティック外部IPアドレスの⽋点
インターネット サービス プロバイダ �ISP� から組織のルーター⽤に払い出された外部IPアドレスを使⽤

すると、プライベート ネットワークとパブリック インターネット間での通信が可能になります。外部IP

アドレスはスタティックかエクスターナルのどちらかですが、企業の⼤半がスタティックIPアドレスを

好みます。リモート デバイスにとって、永続的なアドレスのほうが絶えず変わる（動的な）アドレスよ

り、検出と接続が簡単だからです。しかし、割り当て可能なパブリックIPアドレスの数には限りがあ

り、ISPに24時間365⽇のサポートを求める必要があることから、スタティック パブリックIPアドレス

は動的パブリックIPアドレスより⾼コストです。

そのため、多くの⼩規模企業を含め、⼤半の顧客には動的パブリックIPアドレスが割り当てられていま

す。スタティック パブリックIPアドレスを保有することには、デバイスを⼿動で設定する必要があると

いう問題点もあり、多くの⼩規模企業にとっては、そのために必要な労⼒やITリソースを⽤意すること

は困難です。スタティックIPアドレスを使うと、プライベート ネットワークをセキュリティの脅威にさ

らすことにもなります。というのも、アドレスが固定される場合は、絶えず変化するアドレスの場合と

⽐べて、潜在的な攻撃者にIPアドレスを特定し脆弱性を悪⽤する余地を与えてしまうからです。
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ポートフォワーディングの問題

SMBは、スタティック外部IPアドレスを使⽤する以外の⽅法として、ルーターでネットワーク アドレス

変換 �NAT� を使⽤するポートフォワーディングルールを設定し、外部のIPアドレスとポートをプライベ

ートのIPアドレスとポートにマッピングすることもできます。ポート転送は、プライベート ネットワー

ク内に隠されているエンドポイントへのリモート アクセスを可能にする効果的な⼿法ですが、プライベ

ート ネットワーク上のすべてのデバイスと内部リソースについて、⼿動でルールを作成し、設定する必

要があります。

ルールの変更や新しいルールの追加にも⼿動での⾯倒な設定作業が必要で、多くの⼩規模企業の限られ

たITリソースにさらなる負担をかけることになります。また、ポートフォワーディングは、スタティッ

ク外部IPアドレスを使⽤する場合と同様、プライベートLANをより⼤きなサイバーセキュリティ リスク

にさらす可能性があります。なぜなら、ハッカーはプライベート ネットワークに侵⼊して内部システム

にアクセスするために、オープン ポートをスキャンすればよいからです。
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NAS⽤のシンプルで安全なWeb管理

スタティック パブリックIPアドレスを使⽤し、複雑なポートフォワーディングルールを設定することの

問題点を克服するために、Synology QuickConnectでは、Synology NASサーバーにインターネット経

由で簡単かつ安全にアクセスできる⼿段を提供しています。QuickConnectを使⽤することで、IT管理

者がデバイスや複雑なポートフォワーディングルールを⼿動で設定することなく、社外の従業員が⾃社

のプライベートLAN上のリソースにアクセスできるようになります。

QuickConnectとは？
名前が⽰すように、QuickConnectは Synology NASサーバーに簡単かつ迅速に接続できるように設計

されています。サーバーを⽴ち上げ、そのサービスを適切に提供するには、通常はIT管理について⼀定

レベルの知識が必要です。QuickConnectではその必要はなく、ネットワークのオーバーヘッドを最⼩

限に抑えるテクノロジーを通じて、誰でも簡単にSynology NASサーバーへ接続できるようにしていま

す。

これにより、QuickConnectは、NASサーバーを⽴ち上げようとするユーザーが多く直⾯するいくつか

の障壁を取り除きます。具体的には、QuickConnectでは、スタティック外部IPアドレスの保有、NAT

ポートフォワーディングルールの設定、クライアント デバイスの位置が変わった場合のWAN/LANアド

レス切り替えといった事項が不要です。

QuickConnectでは当初から、ポートフォワーディングができないネットワーク環境も含めて、どのよ

うなネットワーク環境からでも特定のSynology NASサービスに常時アクセスできるように設計されて

いました。現在では、サービスに常時アクセスできるだけでなく、労⼒とネットワーク オーバーヘッド

を最⼩限に抑えてアクセスできるような、包括的なソリューションを提供しています。それを実現して

いるのが、QuickConnectの次のような機能です。

 永続的な簡単に覚えられる決まったサーバー ID（QuickConnect ID）、これはLAN内でもインター

ネット経由でも使⽤可能

 サーバーの場所の検出（LAN/WAN検出）

 QuickConnectホール パンチング

 UPnPによる⾃動ポートフォワーディング

 QuickConnectリレー サービス

 QuickConnect Webポータル

これらの機能により、QuickConnectユーザーは他にはない次のようなメリットが得られます。

• パーソナライズされたサーバーID

• ネットワーク環境によらず、どこからでもアクセス可能

• クライアント デバイスがQuickConnect経由でNASにアクセスする場合に、必ず最短経路を選択
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お客様とお客様の業務のための安全なソリューション

Synology QuickConnectでは、NASサーバーの統合Web環境が持つ利便性に加え、データの漏洩や傍

受を防ぐのに必要なすべての予防対策が取られています。これらのセキュリティ対策で、スタティック

パブリックIPアドレスやポート転送使⽤の主な弱点を克服しています。これらのセキュリティ対策に

は、次のものが含まれます。

• NASサーバー情報とログイン情報をセキュリティ保護

• NASとクライアント デバイスの間のデータ転送をエンド ツー エンドで暗号化

• Webポータル セッション⽤の信頼できる証明書

• ⾼セキュリティのデータ センター

NAS⽤の統合された⾼セキュリティのWeb管理サービスを実現することで、Synologyは、⼩規模企業

が世界的規模で接続性を維持できるような、使いやすく強⼒なソリューションを、消費者と⼩規模企業

に提供しています。⼤企業のようなITリソースは不要です。
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QuickConnectの仕組み

QuickConnectは、モバイル/PCクライアント ユーティリティ、簡単な接続とポート転送のためのひと

つの QuickConnect Webポータル、そしてDSMファイル共有、の3つのサービスを提供します。これら

のサービスを利⽤するには、いずれの場合も、QuickConnectによる効率的な接続が保証されている必

要があります。QuickConnectは、QuickConnectの接続⼿順を完了しても接続先のNASと接続できなか

った場合、その接続をSynology Cloud Services経由にします。QuickConnectの仕組みについては後ほ

ど詳しく説明します。

ひとつのWebポータルで接続性が向上
QuickConnect Webポータルを使⽤することで、ユーザーはNASに簡単にアクセスできるほか、ポート

フォワーディングを有効にしてひとつの便利なWebアドレスを使⽤した効率的な接続を確保することが

できます。これにより、接続をルーティングし直す場合も、QuickConnect Relay Serviceに頼る必要は

ありません。利⽤者はポートフォワーディングを設定したくないかもしれませんが、⼩規模企業の場

合、QuickConnect Webポータルでのポートフォワーディングを有効にして、より⾼速に接続すること

は最も効率の良い⽅法です。QuickConnect Relay Serviceは、すべての接続試⾏が失敗した場合の最後

の⼿段です。接続先NASへの接続には時間がかかることがありますが、⼀部の消費者はやはり設定をせ

ずに接続できるリレー サービスを好みます。

QuickConnectの接続⼿順
QuickConnectは'ユーザーのQuickConnect IDを使⽤して、クライアントWebポータルから接続先NAS

への⼀連の接続動作を実施します。接続⼿順は以下のとおりです。

 LAN 出とWAN検出を実⾏して、QuickConnectサーバーに登録済みのネットワーク アドレスでサー

バーにアクセスできるかどうかを確認します。

 Synology NASが存在する環境の、ホール パンチングの対応をテストします。

 これらの⽅法でアクセスできなかったNASがあれば、リレー サービスを提供します。

LAN/WANの検出

クライアントがSynology NASに、サーバーのQuickConnect IDを使⽤してアクセスを試⾏すると、そ

のNASの登録済み情報を求めるリクエストがSynology QuickConnectサーバーに送信されます。これに

より、クライアントはサーバーに関するネットワーク情報を取得して、サーバーに接続できる⽅法を特

定できます。この情報には、特にパブリックIP、LAN IP、NATタイプが含まれます。どれもリンクに必

要ですが、NASのセキュリティを低下させるものではありません。与えられた情報で、クライアント

は、そのIPアドレスまたはドメイン アドレスとの直接接続をLANないしWAN経由で確⽴できるかどう

かを特定できます。
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QuickConnectホール パンチング

直接接続を確⽴できない場合、クライアントは、データ転送⽤の⼀時的な直接リンクを可能にする、

QuickConnect経由でのクライアント�NAS間の仮想トンネルの構築を試みます。このテクノロジーによ

って、サーバーとクライアントは、WAN IP/DDNS経由で接続するような環境が物理的に⽤意されてい

なくても、WAN IP/DDNS経由で接続した場合と同様のインターネット同期性能を実現できます。

ホール パンチングは、QuickConnectサーバーの助けを借りてクライアントからNASへの仮想トンネル

を開始するという形で機能します。

 NASは、QuickConnectサーバーにリクエストを送信し、ホール、つまり、NASの前にあるNATへ

のリクエストによってパンチングされたランダムな外部ポートを開放したままにして、ホール パン

チング リクエストを受信します。

 同様に、クライアントは、リクエストをQuickConnectサーバーに送信し、クライアントの前にあ

るNATに別のホールを作成します。

 QuickConnectサーバーは、NASのホール情報をクライアントに、クライアントのホール情報を

NASに、それぞれ配信します。

 NASは、クライアント側のパンチングされたホール経由でクライアントとの接続の確⽴を試みま

す。

 クライアントは、ホール パンチング リクエストをNASから受信すると、ホール パンチング応答が

、NAS側のパンチングされたホール経由でNASに返信されます。

 ホール パンチング応答がNASに到着すると、仮想トンネルが正常に作成されます。

QuickConnectリレー サービス

仮想トンネルが正常に構築されると、リモート クライアントはこの接続を使⽤して NASと直接通信で

き、ネットワーク リレーは不要になります。

仮想トンネルを作成できなかった場合、データ転送にはリレー サービスを利⽤できます。トラフィック

は、リレーされる場合、Synologyリレー サーバーを経由して接続先に到着します。直接接続や

QuickConnectホール パンチングに⽐べれば時間はかかりますが、QuickConnectリレー サービスは、

NASとクライアントの間でデータをやり取りするための最終的なオプションとして機能します。

ホール パンチングで接続を作成できなかった場合、クライアントは最後に、QuickConnectリレー サー

ビスを使⽤して仮想ネットワーク トンネルを作成し、接続を1回試⾏します。このサービスは、次のよ

うに機能します。

 リレー サービスを開始するために、クライアントがQuickConnectサーバーにリクエストを送信し

ます。

 QuickConnectサーバーがNASに対して、NASとリレー サーバーとの間に仮想トンネルを作成する

ように通知します。

 リレー サーバーでポートが割り当てられ、このポートへの全ネットワーク トラフィックが、構築さ

れた仮想トンネル経由でNASへリダイレクトされます。
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 リレー サーバーの準備が整ったら、QuickConnectサーバーがその情報をクライアントにリレーし

ます。

 これで、クライアントがリレーを経由してNASと通信できるようになりました。

リレー サーバー経由の通信は、データ配信に著しい遅延が⽣じることがあるため、クライアントがサー

バーへのアクセスを試⾏するうえでの最後の⼿段となっています。

図1：QuickConnectホール パンチングの仕組み

図2：QuickConnectリレー サービス
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QuickConnectサービス
Synology では、QuickConnectを各Synologyアプリケーション（モバイル/PCクライアント ユーティ

リティ、QuickConnect Webポータル、DSMファイル共有）向けにカスタマイズしています。これらの

アプリケーションは、QuickConnectのさまざまな⻑所を活かして、同じ利便性と効率を実現していま

す。

モバイル/PCユーティリティ

QuickConnectを使⽤することで、Synology DriveなどのSynologyクライアント ソフトウェアや、DS

fileなどのモバイル アプリケーションが、IPアドレスやDDNSの代わりにQuickConnect IDを使⽤して

Synology NASにアクセスできるようになります。これが実現されるため、QuickConnectは、クライア

ントのPCまたはモバイル デバイスが、LAN、WAN、ホール パンチングを利⽤して、またはこれらのい

ずれも利⽤できない場合は Synologyのリレー サービスを通じて、NASにアクセスできるようになりま

す。

図3：QuickConnect 経由したモバイル/PCユーティリティのワークフロー

QuickConnect Webポータル

QuickConnect Webポータルを使⽤することで、DSM管理インターフェイス、Photo Station、各種ア

プリケーション ポータルなどのSynology NASのWebインターフェイスにどこからでもブラウザでアク

セスできるようになり、そのアドレスはブックマークもできます。

QuickConnect Webポータルを使⽤するDSM管理インターフェイスの典型的なアドレスは、次のように

なります。
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quickconnect.to/�QuickConnect ID� (e.g. quickconnect.to/tenni)

Photo Stationアドレスは次のようになります。

quickconnect.to/�QuickConnect ID�/photo (e.g. quickconnect.to/tenni/photo)

DSMアプリケーション ポータルにQuickConnectアドレスでアクセスするには、アプリケーションのエ

イリアスが必要です。File Stationのアプリケーション ポータルの典型的なアドレスは、次のようにな

ります。

quickconnect.to/�QuickConnect ID�/[alias] (e.g. quickconnect.to/tenni/file)

これらのアドレスはユニバーサルです。QuickConnectサーバーは、これらのアドレスへのリクエスト

を受信すると、QuickConnect接続⼿順を開始して、NASの場所とアクセス可能かどうかを確認しま

す。QuickConnectがブラウザのリダイレクト先のLANまたはWANアドレスを特定できなかった場合

は、Synology が、Synology NASと接続元Webブラウザの間のプロキシとして機能する

QuickConnectポータル サーバーを⽤意します。

QuickConnect接続⼿順がブラウザのリダイレクトを補助し、開きたWebページへの最善のパスを確⽴

します。例えば、ポータル サーバーは、クライアントのブラウザをLANアドレス（例：

http://192.168.17.99�5000/）やWANアドレス（例：http://tenni.synology.me:5000）にリダイレクト

します（これらのアドレスがアクセス可能な場合）。

接続元クライアントが、これらのWebインターフェイスに HTTPS（例：

https://quickconnect.to/tenni）を使⽤して接続しようとしている場合、NASサーバーの証明書（個⼈

向けNASでは多くの場合、⾃⼰署名済み）を信頼するよう求められます。ブラウザがLANアドレスにリ

ダイレクトされるのは、クライアントが証明書を信頼することを選択した場合のみです。信頼しないこ

とを選択した場合、代わりにリレー ポータルが有効化され、すべての転送データがリレーされます。

次の図は、QuickConnect Webポータルで採⽤されているプロセスを⽰しています。

図4：QuickConnect Webポータル
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 クライアントがQuickConnect接続⼿順を実⾏します。

 LAN/WAN接続の結果が失敗である場合、ブラウザがポータル サーバーにリダイレクトされます。

 ポータル サーバーが、リレー サーバーからNASへの仮想ネットワーク トンネルを起動します。

 ポータル サーバーが、プロキシの役割を果たして、NASとクライアント ブラウザとの間の全トラフ

ィックを仮想ネットワーク トンネル経由で処理します。

 これで、クライアント ブラウザが、意図した NAS Webページにポータル サーバー経由でアクセス

できるようになりました。

図5：QuickConnect Webポータルのワークフロー

QuickConnect Webポータルのメリットは、次のようにまとめられます。

 QuickConnect接続⼿順により、効率的な接続が保証されます。

 Webポータルは、Webブラウジングにファイアウォール対応の標準的なポートを使⽤します。

 ブックマークできる永続的なURLが⽤意されます。

QuickConnectを経由したファイル共有サービス

ファイル共有は、ファイルを URL で共有できる、DSM⾃⾝のサービスです。共有リンクは、次のいず

れかの形式を取ります。

• http://gofile.me/2dRzN/lt1zrMTz

QuickConnectが有効

• http://nnicole.synology.me:5000/fbsharing/ljjI5jbS

DDNSが有効

• http://192.168.17.99�5000/fbsharing/pDWQYwq

http://gofile.me/2dRzN/lt1zrMTz
http://nnicole.synology.me:5000/fbsharing/ljjI5jbS
http://192.168.17.99:5000/fbsharing/pDWQYwq
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リンクは、サーバーのIPアドレスで始まります。

QuickConnectが有効の場合、ファイル共有リンクは常に、gofile.me ドメインの形式を取ります。接続

⼿順としてこのリンクを使⽤すると、接続元ブラウザは共有ファイルへのアクセスに考えられる最善の

経路を取ることができます。⾔い換えると、クライアント ブラウザは共有リンクにLAN/WANアドレス

が接続できればそれにリダイレクトされ、リレー トンネルを通じた試⾏はその後になります。

図6：QuickConnectを経由したファイル共有のワークフロー

対応サービス

対応サービス/アプリケーションは次のとおりです。

PCユーティリティとモバイル

アプリケーション

DSMネイティブ

サービス
QuickConnect Webポータル
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Drive PCクライアント

DS audio

DS cloud

DS cam

DS download

DS file

DS finder

DS note

DS photo

DS video

MailPlus

Chat

Moments

ファイル共有

CMS

DiskStation Manager

Photo Station

アプリケーション ポータル

File Station

Audio Station

Download Station

Note Station

Surveillance Station

Video Station

QuickConnectのセキュリティ
QuickConnectは便利なNAS管理をWeb経由で提供しますが、企業の皆様は⾮公開データがすべて常時

保護されているので安⼼できます。実際、SynologyではNASサーバー データ、データ転送、Webポー

タルはもちろん、Synology QuickConnectサーバーのデータ センターについても、セキュリティに万

全を期しています。

Synology NASに関する情報

QuickConnectサービス�2�を有効にするには、QuickConnectサーバーにSynology NASを登録する必

要があります。これにより、ネットワーク環境や対応サービスなどのステータスが Synology NASから

QuickConnectサーバーに報告されるようになります。

報告された情報（例：パブリックIPアドレス、LANアドレス、NATタイプなど）は接続⼿順に必要で

す。Synologyは、ユーザーのデジタル プライバシーを保護します。取得された情報は、QuickConnect

サービスの提供を⽬的としてSynologyのみが使⽤します。

リレー トンネル

SSLが有効な場合、ネットワーク仮想トンネル経由のデータ転送はエンド ツー エンドの暗号化でセキ

ュリティ保護されます。したがって、QuickConnectではSynology NASとクライアント デバイス間の

データ転送の機密性と整合性が保証されます。

QuickConnect Webポータル

QuickConnect Webポータルは、ブラウザがLANまたはWAN接続を使⽤してSynology NASにリダイレ

クトされる場合、エンド ツー エンドの暗号化でセキュリティ保護されます。そうでない場合、リクエ

ストはポータル サーバーに転送されます。
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このような場合、ポータル サーバーは、接続元ブラウザがポータル サーバーの⾝元を確認するための

信頼できる証明書を提供します。こうすることで、ポータル サーバーを装うデバイスによるメッセージ

の傍受を防⽌し、中間者攻撃に対処することができます。

次に、ポータル サーバーは、特定のHTTPヘッダーを解読して変更し、接続先NASに接続元クライアン

トの⾝元を通知します。その後、ポータル サーバーは、データをネットワーク仮想トンネル経由で接続

先Synology NASに送信します。ここでも、仮想ネットワーク トンネル経由のデータ転送は、SSLが有

効な場合、エンド ツー エンドの暗号化でセキュリティ保護されます。

図7：QuickConnect Webポータルのセキュリティの仕組み

QuickConnectでは、約束されているサービスを提供しますが、そのようなサービスの提供以外で登録

済みのSynology NASサーバーから収集したデータを利⽤することはありません。詳細については、公

式Webサイトの「プライバシーに関する声明」をご覧ください。

施設のセキュリティ

Synology QuickConnectサーバーは、世界で合計8箇所のデータ センターでホストされており、⾼品質

で安定したサービスを提供しています。すべてのデータ センターは、スタッフが年中無休で常駐してお

り、監視システムと、個⼈アクセスを管理する厳格なポリシーで保護されています。また、施設には、

停電や回避可能な災害が発⽣しても電源とネットワークの可⽤性を確保できる⼗分な設備も整っていま

す。
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まとめ

企業というものは、規模を問わず⼤きな野望を抱いているものです。しかし、⼤企業のような⼤きな予

算も⼤がかりなITリソースもない個⼈消費者や⼩規模企業にとって、従業員がどこからでも貴重なデー

タにアクセスできるようにするには、いろいろな問題があります。多くの中⼩企業がNASサーバーをプ

ライベートLAN上に設置していますが、インターネット経由でリモート アクセスできるようにするため

には多くの場合、さらなるIT知識が必要となりますし、デバイスや複雑なポートフォワーディングルー

ルを⼿動で設定しなければなりません。

SynologyのQuickConnectを使⽤すると、どのようなユーザーや企業も、Synology NASに保存されて

いるデータやQuickConnect Web管理インターフェイスに、ネットワーク環境を問わずどこからでもア

クセスできるようになります。Synology QuickConnectを利⽤すれば、ネットワーク間の接続⽤に複雑

なポート転送やファイアウォール ルールを設定する必要がなく、シンプルなパーソナライズされた

QuickConnect IDで上記のすべてが可能となり、接続元デバイスがネットワーク上の最短ルートで接続

先NASまで安全に到達できます。

お客様の業務でNASのメリットを得る⽅法の詳細については、www.synology.comにアクセスするか、

次に挙げるリンクをご覧ください。

• Synology eNewsを購読して最新の知⾒を得るには、お客様のSynologyアカウントを

https://account.synology.comにご登録ください。

• 最新のDSMのライブデモを試す場合は、https://demo.synology.comにアクセスしてください。

http://www.synology.com/
https://account.synology.com/
https://demo.synology.com/

