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NA
S1
台で全部解決！

これからは
一家に1台
NASが欲しい
パソコンやスマートホン、デジタルカメラ、HDDレコーダなど、
家庭のデジタルデータは爆発的なスピードで日々増えていく。
さまざまなデジタルデータを一カ所にまとめて保存し、共有するのにNASは最適な存在だ。

　家庭のさまざまなデジタル家電、あ
るいは家族それぞれが所有するパソコ
ンやスマートホンに蓄積されていくデ
ータは、ほとんどの場合、その機器の
中にだけ保存されているだろう。家族
の思い出や自分で時間をかけて作った
もの、仕事で必要なものなど、消えて
しまうと取り返しのつかない性質のデ
ータは、どこかに複製を作っておいた
ほうがよい。そんなときに便利なのが

「NAS」（ナス：Network Attached 
Storage）だ。

「いろんな困った」をNASで解決

スマホにゲームを
入れ過ぎて写真が
撮れない

見る時間がなくて
HDDレコーダに
空きがない

パソコンのHDDが
一杯でデータを
保存できない
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これからは一家に1台NASが欲しい

　NASは、大容量のHDDを内蔵する
ストレージ（記憶装置）であるという
点では、USB接続の外付けHDDとよ
く似た存在だが、USBではなくLAN
ポート、しかもパソコンではなくルー

ターに取り付けるという点が決定的に
異なる。
　ルーターに接続することで家庭内
LAN上で認識されるため、家中のさ
まざまなデジタル家電やパソコン、ス

マホからアクセスして、データを保存
したり読み出したりできる。複数のユ
ーザーで同時に利用できるのはもちろ
ん、設定によっては家の外からでもア
クセスできるのがNASの特徴だ。

NASはUSB接続の外付けHDDとは違う

ルーターにLANケーブルで接続する
パソコンに依存せず単独で動作する
ネットワーク越しにアクセスする
複数人で利用できる

パソコンのUSBポートに接続する
パソコンにつながないと動作しない
接続したパソコンからアクセスする
原則一人で利用する

NAS 外付けHDD

NASの多くは海外メーカーが手掛けており、HDDを
ユーザーが別途用意するタイプが主流だ。こうした
NASは、あらかじめHDDが内蔵されているものと区
別するため、とくに「NASキット」と呼ばれている。
HDDのブランドや価格にこだわれるのもNASキット
の利点だ。

NASにはHDD内蔵と別売りがある
NAS向けHDDが
お勧め
HDDは一般的なパソ
コン用とは別に、と
くに「NAS向け」を
うたって信頼性を重
視した設計のものが
ある
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　海外製品を中心に現在のNASは多
機能化が進んでおり、スマートホンの
ようにアプリを追加して機能を拡張で
きるものまである。こういった製品な
ら購入当初に想定していなかった用途

にも対応できるので、長く使えるだろ
う。一方で、テレビ番組の録画など特
定の用途しか考えていないなら、機能
を絞ったシンプルなNASのほうが使
いやすい。購入後2、3年先の状況を

想像しておくとNAS選びがしやすく
なるはずだ。

NASがあればこんなことができる

Windowsの「システムイメージの作成」やMacの「Time 
Machine」といった機能を使って、パソコンのデータ
をOSを含めて丸ごと保存（バックアップ）しておけば、
突然パソコンが故障してもデータを取り戻すことができ
る。写真や文書のファイル／フォルダだけを複製する、
といったことも可能だ。

パソコンのデータの保存

パソコンを使って取り込んだ音楽CDの楽曲データは、
ほかのデータと同じようにNASに保存できる。NASに
ミュージックサーバー機能が用意されていれば、ほかの
パソコンやスマートホン／タブレットからも簡単に再生
することが可能だ。

音楽CDから取り込んだ
データの保存

ほとんどのNASメーカーは独自のスマートホン／タブ
レット向けアプリを用意しており、これらで撮影した写
真・動画の保存が簡単に行なえる。無線LANに接続し
てアプリを起動すると自動的に写真・動画がNASにア
ップロードされるので、意識せずにコピーが行なえる。

スマートホン／タブレットの
写真・動画の保存

写真の取り込み機能を持つNASなら、本体のUSBポー
トにデジタルカメラやメモリカードリーダーを取り付け
れば、メモリカードに記録された写真データ（DCIMフ
ォルダの中身）をコピーできる。装着しただけで自動的
にコピーが始まる気の利いた製品もある。

デジタルカメラで撮影した
写真の保存
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これからは一家に1台NASが欲しい

テレビ番組のムーブなど、使いたい機能をサポートし
ていることが大前提だが、もう一つの基準は搭載可能
なHDD台数を意味する「ベイ数」だ。2台以上を搭載
できる製品では、2台のHDDに同じデータを書き込ん
でデータを保護する仕組（ミラーリング）が利用でき
る。個人・家庭用なら2ベイモデルをオススメしたい。

NASはどんな基準で選べばよいか

ビデオカメラで撮影した動画も、写真と同様にNAS
に取り込むことができる。パソコンに限らず、家庭内
LANにつながっているテレビやレコーダ、ゲーム機、
スマートホン／タブレットで再生できるほか、再生端末
に合わせて最適な形式に変換する機能を持つNASもあ
る。

ビデオカメラで撮影した
動画の保存

NASのメリットの一つに、複数のユーザーで同時にア
クセスできるという点が挙げられるが、家庭内LANに
とどまらずインターネット越しにファイル共有を行なう
こともできる。その場合、暗号化されたURLをメール
などで通知して、そのURLを知っている人物だけにア
クセスを許可することが可能。

NASに保存したデータを共有

DTCP-IPなどの規格に対応したNASなら、テレビやレ
コーダで録画した番組を保存（ムーブ）したり、逆にム
ーブした番組をテレビやレコーダ、ゲーム機、スマート
ホン／タブレットで再生したりできる。この機能だけは
有料の追加アプリになっている場合もある。

テレビやHDDレコーダで
録画した番組の保存

アプリや対応端末を使えばNASに保存した写真や音楽、
動画の再生が行なえるが、NASの中にはHDMIポートを
持つものもあり、テレビやディスプレイに直接接続して
こうしたファイルの再生を行なうこともできる。変わっ
たところでは、NASにUSBスピーカーやUSB DACを
接続できるものもある。

保存した写真・音楽・
テレビ番組の再生

1ベイ 2ベイ 4ベイ
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主要各社の
NASを
 じっくり紹介
ここではNASの徹底レビューをお届けする。NASメーカー主要8社の代表的な製品をそれぞれ詳しく解説するとともに、
メーカーごとの製品傾向の違いやNASを制御する基本ソフト（OS）の仕組、
スマートホン／タブレットで使える連係アプリも取り上げる。
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主要各社のNASをじっくり紹介

である。地上/BS/CSデジタル放送を
家庭内LANで配信するための規格で、
DTCP-IPに対応したNASキットであ
ればHDDレコーダなどに録画した番
組のダビング先として利用することが
可能だ。このDTCP-IP対応は国内メ
ーカーのNAS製品が先行していたが、
昨今では海外メーカーのNASキット
にも対応している製品が増えつつあ
る。AS1002Tもそうした1台であり、
別途「sMedio DTCP Move」アプリ
をAS1002T本体にインストールし、
無料で配布されるアクティベートコー
ドを使うことで、DTCP-IPで保護さ
れた番組をダビング・配信することが
可能になる。
　また、現在のNASで必須とも言え
るインターネット経由で自宅のNAS
にアクセスするクラウド機能も提供
する。さらにスマートホンアプリと
して、汎用的に使える「AiData」の
ほか、写真管理に特化した「AiFoto 
V2」、動画視聴に便利な機能を備えた

「AiVideos」を提供し、ユーザーの使
い方に合わせた選択肢を用意してい
る。
　初期セットアップ、そして共有フォ
ルダやユーザーアカウントを作成する
ための設定画面に目新しさはないが、
とっつきにくさを感じるようなことも
なく、スムーズに作業を進められる。
NASキットとしての素性のよさを感
じる部分だ。

　ASUSTORの幅広い製品ラインナ
ップの中で、ローエンドに位置するの
が「AS1002T」である。導入しやす
い価格帯の製品だが、光沢のあるプレ
ートを使ったカバーなど外見にもこだ
わっており、性能や機能面でも不足は

ない。また本体カバーの開閉やHDD
の取り付けにおいてドライバーが不要
など、細部にまでこだわって仕上げら
れている。
　昨今のNASキットにおいて、トレ
ンドとなっているのがDTCP-IP対応

ASUSTOR
● アサスター

パフォーマンス重視の設計が魅力

AS1002T
ローエンドでもよくばりなNASキット

ベイ数

2ベイ
HDDの有無

HDD別売り
冷却ファン

7cm角
8TB HDD対応

対応

23,000円前後実売価格

ASUSTORの

代表的な製品
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アイドル時

14W
高負荷時

17W

ACアダプタはやや大きめ
容量60WのACアダプタ。若干大きめだが、
取り回しに苦労するほどではないだろう。電
源ケーブルは3ピンソケット型のもの

搭 載 可 能HDD：3.5イ ン チSerial ATA×2●RAIDレ ベ
ル：RAID 0/1、JBOD●ファイル共有機能：AFP、CIFS/
SMB、FTP、iSCSI、NFS、WebDAV●リモートアクセス：
可●ネットワーク：1000BASE-T●インターフェース：USB 
3.0×2●本体サイズ（W×D×H）：102×218×165mm●
0.99kg

 ASUSTOR

標準 的なイン
ターフェース
外 部 イ ン タ ー フ
ェ ー ス と し て、
USB 3.0ポ ー ト
とLANポ ー ト を
備える、一般的な
構成。なお、前面
に もUSB 3.0ポ
ートがある

背面

付属ACアダプタ 消費電力

PCパーツやスマートホンのメーカー
である、ASUSTeKのグループ会社と
して2011年に設立された。NASキッ
トをはじめとするストレージ製品のほ
か、監視カメラ関連のサービスも展開
している。

価格を考えれば十分な性能
読み書きともにまずまずの性能。利用人数な
ど使い方によっても変わるが、通常の利用で
ストレスを感じることはないだろう

CrystalDiskMark 5.1.2

HDDの取り付け方法

ケースを戻す
HDDを取り付け、しっかり固定されていることを確認し
たら、ケースをもとに戻す。最後に背面をネジで固定し
て完了だ

HDDを装着
HDD側とAS1002Tのそれぞれのコネクタが接続される
ように、HDDを装着。ガイドの側面からネジ止めする

本体を開く
本体背面の上下二つのネ
ジを取り外し、ケースを
取り外すと、スチール製
のガイドが現われる

※CrystalDiskMarkテスト環境：p.8 ～ 37はWD Red 3TB×2（RAID 1）、p.38 ～ 55は出荷時の構成
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主要各社のNASをじっくり紹介

専用ユーティリティからセットアップ

ボリューム設定
AS1002Tに 接 続 さ れ て
いるHDDの一覧が表示さ
れる。ここで2台のHDD
に同じデータを書き込ん
で保護するRAID 1を設定
できる

ユーティリティをインストール
付属のCD-ROMを開き、この画面で「スター
ト」をクリックすると、専用ユーティリティ
のインストールが始まる

ネットワーク上のNASを検知
専用ユーティリティで検出されたAS1002T。
赤い「初期化されていません」の部分をクリ
ックすると、セットアップが開始される

初期化作業
セットアップはWebブラウザで行なう。まず
初期化作業が行なわれるので、電源を切らず
にそのまま待とう

ネットワークの設定
セットアップはウィザード形式で進む。この
画面はカスタムセットアップのネットワーク
設定で、IPアドレスを設定できる

　ASUSTORのセットアップは、パ
ソコンにインストールした専用のユー
ティリティからWebブラウザを起動
して行なうという流れだ。手動で設定
ができる「カスタムセットアップ」に
加えて、NASが初めてのユーザーで
も素早く設定できる「ワンクリックセ
ットアップ」があり、初心者にも配慮
されている。
　手動セットアップを選んだ場合、管
理者（admin）アカウントのパスワー
ドや日時、ネットワークなどを設定し
ていく。もちろんストレージ関連の設
定もあり、2台のHDDを接続していれ
ば、それぞれに同じ内容を書き込むこ
とでデータを保護するRAID 1を指定
できる。
　管理画面は中央に各種設定のための
アイコンが並ぶ見やすい作り。右上の
ユーザー名の部分をクリックすると、
NASの再起動や停止、サインアウト
といったコマンドが現われる。初めて
利用するのであれば、まず「アクセス
コントロール」にある「ローカルユー
ザー」でNASを利用するユーザーを
作成した後、「共有フォルダ」でフォ
ルダを作成してアクセス権を定義して
いけばよい。
　自宅などに設置したAS1002Tにイ
ンターネット経由でアクセスする「ク
ラウド接続」機能もあり、UPnPルー
ターを利用していれば複雑な設定を行
なうことなく、スマートホンなどを使
って外出先から接続できる。

信頼性を重視するな
ら、同じデータを二
つのHDDに書き込
むRAID 1を選択
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クラウドバックアップ
クラウドストレージサービスである「Amazon 
S3」に、NASのデータをバックアップするための
設定も用意されている

 ASUSTOR

クラウドIDを指定
クラウド接続が有効なら「（設定したク
ラ ウ ドID）.myasustor.com」 でNAS
にアクセスできる

インターネット経由でNAS
にアクセスする、クラウド
接続の設定画面。まず「EZ-
Router」と呼ばれる機能を
有効にしてUPnPを設定し、
続いて「クラウド接続」で
NASへのアクセスに利用す
るクラウドIDを指定すれば
よい。

クラウド接続を設定する

設定画面にアクセスできる
ほか、NASの再起動や停
止（電源OFF）、サインア
ウトができるメニュー

接続されているHDDの設
定やS.M.A.R.T.情報の確認
などが行なえる

ネットワークや省電力関連
の設定、クラウド接続のセ
ットアップはここで行なう

管理画面からNASに保存
されているファイルを参照
できる

ユーザーやグループ、共有
フォルダはここで作成する

ここからNASに各種アプ
リケーションを追加するこ
とが可能

サービスの設定
NASにアクセスするプロトコルの設定。Windowsの
CIFS/SMBやAppleのAFS、WebDAVなどに対応する。
標準でWebサーバーとしても利用可能

共有フォルダの作成
新規共有フォルダ作成時には、ファイル削除時にまずご
み箱に移動する「ネットワークごみ箱」機能や暗号化な
どを設定できる

NASにアクセスする各種
プロトコルの設定項目があ
る
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主要各社のNASをじっくり紹介

写真管理のための専用アプリを提供
　スマートホンやタブレット端末を使
い、外出先からNASにアクセスする
ためのアプリとして用意されているの
が「AiData」だ。フォルダやファイ
ルの一覧を参照したりダウンロード
したりできるのはもちろん、Wordや
Excel、PowerPointで作成したファ
イルや写真をプレビューできる仕組も
備えている。
　NASに保存した写真や動画を再生
するためのアプリとして、「AiFoto 
V2」や「AiVideos」も用意されてい
る。いずれもNASにインストールし
たアプリと連係して動作し、AiFoto 
V2は「Photo Gallery」、AiVideos
は「LooksGood」を事前にインスト
ールしておく必要がある。
　便利なのはAiFoto V2で、スマー
トホンで撮影した写真をアップロード
できるだけでなく、アルバムを作成し
たり、自動的に写真をバックアップし
たりといった機能も用意されている。
Google Photoなど同様の機能を提供
するクラウドサービスもあるが、大容
量HDDを利用できるNASであれば、
写真の解像度や枚数を気にせずに保存
できる。スマートホンで写真を撮る機
会が多いなら、積極的に活用したいア
プリだ。

接続先を設定
モバイルアプリである「AiData」で接続先を
設定しているところ。本体のWeb管理画面で
設定したクラウドIDを入力する

NAS上のファイルを参照
AiDataではNASに保存されているフォルダ
を参照できるだけでなく、ファイルのアップ
ロードやダウンロードも可能だ

AiFoto V2
NASにインストールした「Photo Gallery」
と連係する「AiFoto V2」。写真のアップロ
ードやアルバムの作成などができる

写真の自動アップロード
スマートホンで撮影した画像を即座にNASに
アップロードできるほか、無線LAN接続時の
みアップロードする設定もある
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性能にこだわったモデルを数多く提供
　ASUSTORは 数 多 く のNASキ ッ
トをラインナップしているが、印象
的なのはAV関連の機能が充実して
いる製品が多いこと。AS1002Tや
AS3102TはいずれもDTCP-IPに対
応しており、AS3202TなどHDMI端
子を備え、テレビに接続してNASに
保存された映像を直接再生できる製品
も多い。またハードウェアの性能にこ
だわった製品も多く、パフォーマンス
を重視するのであれば注目したいメー
カーだ。

タブレット端末で利用

PowerPointファイルを表示
こちらはタブレット端末でAiDataを起動し、
PowerPointファイルを表示したところ。再
現性は高くないが、内容の確認には問題ない

AiDataはタブレット端末に最適化されたイン
ターフェースも備え、ファイルの一覧を参照
しながらプレビューすることが可能だ

タブレット端末な
ら、ファイルの一覧
を参照しながら内容
をプレビューできる

製品名 ベイ数 実売価格

AS1004T 4 36,000円前後
低価格な4ベイドライブの製
品。8TB対応で、最大32TB
まで容量を拡大できる

4K動画再生やハードウェア暗
号化をサポートした高性能な
NASキット。HDMI端子も装備

AS3102T 2 33,000円前後

クアッドコアCPUや2GBのメモ
リ、三つのUSB 3.0ポートなど、
スペックの高さが際立つ1台

AS3202T 2 40,000円前後

高速なCPUと大容量メモリを搭
載した、同社の個人向けNASキ
ットにおけるハイエンドモデル

AS3104T 4 54,000円前後

備考

 ASUSTOR
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そのほかの
注目製品

AirMac Time Capsule
11acにも対応したApple純正NAS

36,000円前後（ME177J/A）実売価格

● Apple

ベイ数

1ベイ
HDDの有無

HDD内蔵
冷却ファン

なし
8TB HDD対応

非対応

ルームライトのような縦型のデザインが特徴的
なApple純正のNAS。OS XのTime Machine
と連係して、Macのデータを自動的にバッ
クアップするのがメインの使い方だが、ファ
イルサーバーとしての機能もあり、Macと
Windowsの両方からアクセスできる。ルータ
ーや無線LANアクセスポイントとしての機能
も備えているのがユニーク。初期設定などを行
なう「AirMacユーティリティ」は、OS Xと
iOS用しかない。Windowsからは設定できな
いので注意したい。

ダで録画した番組のムーブに対応し、
録画番組の保存（バックアップ）先と
しても使えたりと多機能化が進んでい
る。各社が専用のOSを作り、後から
さまざまな機能を持つアプリを追加で
きるモデルも増えた。製品の選択時に

はこれらの機能の有無を確認しておき
たい。基本機能においても、データの
保守性に優れるもの、動画の変換や配
信を得意とするもの、ベイの数が多い
ものなど、一長一短がある。自分の目
的に合ったものを探し出してほしい。

　最近では、家の外からでもアクセス
しやすいパーソナルクラウド機能が充
実しているモデルが増えているのをは
じめ、HDMI出力を備え、保存した動
画ファイルをテレビに出力して手軽に
楽しめたり、DTCP-IP対応のレコー

ME182J/A 3TB 48,000円前後

ME177J/A 2TB 36,000円前後

型番 HDD容量 実売価格
搭載HDD：3.5インチSerial ATA×1●RAIDレベル：なし●ファイル共有機能：AFP、CIFS/SMB●リ
モートアクセス：不可●ネットワーク：1000BASE-T、IEEE802.11a/ac/b/g/n●インターフェース：
USB 2.0×1●本体サイズ（W×D×H）：98×98×168mm●1.48kg

ここまで紹介し切れなかった各社のNASを一挙に紹介していく。ベイの数やHDD内蔵の有無、
8TB以上の大容量HDDへの対応はメーカーや製品によって大きく異なる。予算や目的にマッチした1台を見付けてほしい。

パソコン周辺機器には見
えないオシャレなデザイ
ンはさすがApple

ここに注目
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AS1004T
DTCP-IPで録画番組をNASにムーブ可能

36,000円前後実売価格

● ASUSTOR

ベイ数

4ベイ
HDDの有無

HDD別売り
冷却ファン

12cm角
8TB HDD対応

対応

4ベイ、8TB HDD対応で最大32TBまで増設
できるが、シングルボリュームのサイズは最
大16TBの制限がある。ツールフリーでHDD
を取り付け可能、システム待機時で19dBの
高い静音性など多くの特徴を持つが、注目は
DTCP-IPの サ ポ ー ト。DTCP-IP対 応 の レ コ
ーダで録画した番組を本機へムーブ可能で、
録画番組のバックアップにも活用できる。な
お、ムーブした番組の再生には、有料のアプリ

「sMedio TV Suite」が必要だ。Windows版
（1,900円）とAndroid版（900円）が用意さ
れている。

搭 載 可 能HDD：3.5インチSerial ATA×4●RAIDレ ベ ル：RAID 0/1/5 
/6/10、JBOD●ファイル 共 有 機 能：AFP、CIFS/SMB、FTP/SFTP/
TFTP、iSCSI、NFS、WebDAV●リモートアクセス：可●ネットワーク：
1000BASE-T●インターフェースUSB 3.0×2●本体サイズ（W×D×H）：
164×218×165mm●1.5kg

AS3102T
HDMI出力搭載で4K動画もなめらか再生

33,000円前後実売価格

● ASUSTOR

ベイ数

2ベイ
HDDの有無

HDD別売り
冷却ファン

7cm角
8TB HDD対応

対応

CPUにIntel Celeronを採用し、動画の高速な
トランスコードに対応。各種動画ファイルを
iOSやAndroid向けのMP4ファイルなどに変
換できるため、スマホやタブレットで動画を
楽しみたい人にはピッタリだ。Intel CPUによ
り、暗号化したデータを高速に転送できるの
も特徴。また、HDMI出力を備え、4Kの動画
をテレビなどに出力して楽しめる。RAIDやフ
ァイル共有などNASとしての基本機能も充実。
AS1004Tと同様にDTCP-IPで保護された録
画番組のムーブに対応している。

搭載可能HDD：3.5インチSerial ATA×2●RAIDレベル：RAID 0/ 1、
JBOD●ファイル共有機能：AFP、CIFS/SMB、FTP/SFTP/TFTP、
iSCSI、NFS、WebDAV●リモートアクセス：可●ネットワーク：
1000BASE-T●インターフェース：HDMI×1、USB 3.0×3●本体
サイズ（W×D×H）：102×218×165mm●1.17kg

4ベイモデルとしてはか
な り 安 い。DTCP-IP対
応もうれしい

ここに注目
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NASキットが
使えるように
なるまで
自分でHDDを取り付けるNASキットと呼ばれる製品でも、セットアップは決して難しくない。
ここでは、Synologyの「DiskStation DS216j」を例に、
HDDの組み込みから初期設定、ユーザーやフォルダの作成の手順を紹介していこう。

　NASキットを利用するために、まず
行なうのはHDDの取り付けだ。方法
はNASキットによって異なるが、DS 
216jであればまず本体のふたを取
り外し、筐体の中にあるコネクタに
HDDを接続してネジ止めすればよい。
今回は2台のHDDを取り付けている
が、もちろん1台だけでも動作する。
　HDDを取り付ける際には、事前に
DS216j側のコネクタと、HDDのコ
ネクタの位置を確認しておこう。その
後、NASキットのコネクタにHDDを
押し込むように取り付ければよい。
　HDDを装着したら、製品に付属し
ているネジを使ってDS216jにHDD
を固定する。左右2カ所ずつネジ止め
すれば完了だ。

ケースを開いてHDDを取り付ける

1台目のHDDを装着
スチール製のガイドに沿って、HDDをスライ
ドさせるようにDS216j側のコネクタに押し
込む。奥までしっかり挿入しないとネジ止め
できないので確認しよう

ケースの取り外し
正面にある電源ボタンが下に
なるようにDS216jを机の上な
どに置き、背面から正面に向
かってケースをスライドさせ、
上に引き上げる

1

コネクタの確認
左がDS216j側、右がHDD側のコネクタ。ケ
ーブルは不要で、そのままHDDを取り付けら
れる。DS216j側は上下2台分のコネクタが
あることが分かるだろう

2 3
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　HDDの 取 り 付 け が 完 了 し た ら、
DS216jのケースをもとに戻し、背
面の2カ所をネジ止めして固定しよ
う。 最 後 にLANケ ー ブ ル、ACア ダ
プタを接続して電源ボタンを押せば、
DS216jが起動する。
　注意したいのはLANケーブルだ。
多くのNAS製品にはLANケーブルが
添付されているが、さほど長くない場
合が多い。とくに接続先のルーターな
どとNASを離して設置する際は、適
切な長さのLANケーブルをあらかじ
め用意しておきたい。

2台目のHDDを装着
1台 目 と 同 様 に2台 目 のHDDを 装 着 す る。
DS216j側に2台目のHDDを載せるガイドが
設けられているので、その上にHDDを載せて
コネクタに押し込めばよい

4

2台のHDDをネジ止め
ガイドには振動を抑えるための黒いゴムブッ
シュが取り付けられている。ここがネジ穴な
ので、付属のネジを挿し込んでプラスドライ
バーでしっかり締め付ける

5

ケースをもとに戻す
HDDの接続が完了したら、外していたケース
をもとに戻そう

6

ケースをネジ止め
ケースの背面には、上下2カ所にネジ穴があ
る。製品付属のネジを利用してケースを固定
しよう

7

LANケーブルを接続
ルーターとDS216jを付属のLANケーブルで
接続する

8

ACアダプタを接続
DS216jの裏面にACアダプタを接続し、さらにACアダプタにつないだ
電源ケーブルをコンセントに挿し込もう

DS216jを起動
本体正面にある電源ボタンを押すと、DS216jが起動してLEDが点灯
する

9 10

ネジ止めはHDDの左右で2本
ずつ。2台のHDDなら計8本
ネジ止めする必要がある

Synology
DiskStation DS216j

同社の個人・家庭向けの2ベイNASキッ
ト。市場で1、2を争う人気モデルだ。実
売価格は2万5,000円前後

今回使った
NAS
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NASならできる
こんなこと
ファイルを保存するだけでなく、
幅広い用途に対応する柔軟性の高さがNASの魅力だ。
ここでは、具体的な活用例を紹介する。

NASを使ってパソコンをバックアップ

Windowsのユーティリティを入手 バージョン管理
「Qsync Central Station」から、Windows
向けの専用ユーティリティをダウンロードす
ることができる

ファイルを間違えて上書き保存しても、もと
の状態に戻すことができるバージョン管理の
機能を利用できる

　HDDの故障や誤操作による削除、
あるいはウイルスへの感染など、トラ
ブルから大切なファイルを守るため
に、必ず実施したいのがバックアップ
だ。そのためのユーティリティとして、
QNAPでは「Qsync」と呼ばれるユ
ーティリティを提供している。指定し
たフォルダにファイルを置くと、自動
的にNASにコピーするというもので、
OneDriveやGoogle Driveといった
オンラインストレージサービスが提供
するユーティリティと同等の機能を持
つ。めんどうな作業を行なうことなく、
単にフォルダにファイルを保存するだ
けでバックアップが作成されるのは便
利なので、積極的に活用してほしい。

QNAPのNASでファイルを同期する

QNAP Systems
TS-231+

NASとパソコンのフォルダを同期
できるユーティリティ「Qsync」
が使える、QNAP Systemsの「TS 
-231＋」

今回使った
NAS
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 NASを使ってパソコンをバックアップ

Qsyncの設定
WindowsにインストールしたQsyncユーティリティの設定画面。同
一LAN内にパソコンとNASがあれば自動で検出することも可能だ

同期の設定
NASとパソコンのそれぞれで、同期するフォルダを指定する。指定し
たフォルダにファイルを保存すると、自動的にNASに同期される

Qsyncのメニューメイン画面
Qsyncのメイン画面では、NASとパソコンの接続状態やファイルの
同期状況などを確認することができる

同期しているフォルダにあるファイルを右クリックすると、「Qsync」
の項目が現われ、共有リンクの作成などが行なえる

バージョン履歴 チームフォルダ
右クリックメニューの「Qsync」で「前バージョンの表示」を選ぶと、
Webブラウザが起動してファイルの履歴が表示される

Qsyncで同期するフォルダを複数のユーザーで
共有する、チームフォルダの設定。ファイルを
やり取りする機会が多いと便利

NAS側のフォルダ
は自動作成される
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NASならできるこんなこと

　Synologyも、パソコン上のファ
イルを自動的にNASにコピーする

「Cloud Station」を提供している。
　QNAPのQsyncも同様だが、NAS
とパソコンを同期するメリットの一つ
に、ファイルをNASにバックアップ
するだけでなく、パソコンで作成した
ファイルをいつでもどこでも参照でき
る環境を整えられることがある。パ
ソコンでファイルを作成すると必ず
NASに同期されるため、たとえばス
マートホンアプリを使って外出先から
NASにアクセスし、必要なファイル
を参照するといったことが可能にな
る。いちいちスマートホンにファイル
を転送したり、外出時に必要なファイ
ルを自分宛てにメールで送ったりする
必要はないわけだ。
　複数のパソコンを使っているので
あれば、それぞれにCloud Station 
Driveをインストールすることで、パ
ソコン間のファイルの同期を自動化で
きる点も見逃せないポイントである。
Cloud Station Driveはインターネッ
ト経由でも同期が可能なため、たとえ
ば自宅のデスクトップパソコンで作成
したファイルを、外出先のノートパソ
コンで開いて作業するといったことが
できる。

SynologyのNASを使ったファイル同期

アプリをインストール
パソコンとファイルを同期す
るには、事前にNASへ「Cloud 
Station Server」アプリをイ
ンストールする

Cloud Station Server
インストールしたCloud Station 
Serverを起動し、「Cloud Sta 
tion Drive」をダウンロードして
パソコンにインストールする

フォルダの設定
NAS側の同期フォルダの指定。
Cloud Station Serverで「設
定」を開き、フォルダを選択
して「有効」をクリックする

同期用フォルダは事
前に作成しておく

DiskStation
DS216+Ⅱ

豊富な機能を持つSynologyの「Di 
skStation DS216+Ⅱ」は、同期
ユーティリティとして「Cloud Sta 
tion」を装備

今回使った
NAS
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 NASを使ってパソコンをバックアップ

最近のNASの多くは、専用アプリを使ってスマート
ホンで撮影した写真をバックアップする機能が提供さ
れている。大切な写真が失われる前に、NASにバッ
クアップしておこう。

スマートホンをバックアップ

同期フォルダNASに接続
Cloud Station Driveを起動し、NASへの接続設定を行なう。接続先
には、QuickConnect IDを入力すればよい

NASへの接続が成功したら、この画面の鉛筆アイコンをクリックし、
NAS側の同期フォルダを指定する

SynologyのNASで
は、 ス マ ー ト ホ ン
ア プ リ で あ る「DS 
photo」を使って写
真のバックアップが
行なえる

DS photo

ファイルを同期中
セットアップが完了すると、専用のフォルダが作成され、そのショー
トカットがデスクトップに現われる

専用メニュー
同期フォルダ内のファイルを右クリックする
と、共有リンクの作成やバージョン履歴の参
照を行なうメニューが現われる

共有リンク
作成した共有リンクに
アクセスしたところ。
NASが あ るLAN以 外
の場所からもアクセス
することができる

ファイルの更新
を検知して同期




