あなたの大切な写真を
まと め て 、見 せ て 、守 る

デ ジカメ写 真 活 用ガイド

写 真を
1台 の NAS に
ひとまとめ！

自宅 の N A S に
外 から
アクセス！

NASで
写 真を
簡 単に守る！

で 写真活用

HDDだらけの世界よさらば！

写真を1台のNASにひとまとめ

写真がいっぱいになるたびに HDDを買い足して、たくさんある HDD に散らばった写真を管理するのにうんざりすることはあり
ませんか？ そんなときに頼りになるのが NAS です。 複数の HDDをひとまとめにして一つの大きな保存場所を作れるから、
管理も単純で写真が迷子になることはありません。

あのプロも

導入済

吉村和敏氏の作品：
「 世 界 一 美しい 島 」
と言われるカナダ、プ
リンスエドワード島。
昔ながらの切妻屋根
を持つ民家や納屋が
島の至る所に残され
ている。 夏の終わり
に突 然 発 生した美し
い朝焼け。 写真集の
表紙を飾る代表作品
になった

写真家

吉村和敏氏

1967 年長野県松本市生まれ。日本を拠点に世界各国を巡る撮影を続
け、自ら決めたテーマを長い年月丹念に取材。光や影や風を繊細にとらえ
た叙情的な風景作品、地元の人の息づかいや感情が伝わってくるような
人物写真には定評があり、写真集やカレンダーは高い人気を誇る。また、
定期的に全国各地で開催している個展には、多くのファンが足を運ぶ。

吉 村 和 敏が 導 入して感じた

の便利さ簡単さ

セッティング
Synology DS1618+ に 6 台 の 4TB HDDを搭 載
して、一つの大きな保存場所にしてあります。これな
ら、1 台の NASでシンプルにバックアップできます

仕事のスタイル
長期間、何度も取材をして写真集を作ります。 複数の写真集を同時に作るので、
写真データの量はとても多くなります。写真集に必要な写真をイメージしながら撮影し
ているので、写真が一つ欠けても写真集は完成しません。

［要件］ ・撮影した写真はサイズが大きいので HDD に保存している
・写真のバックアップはオリジナル以外に二つ作っている
・HDD が多いので管理の手間がかかる
・大切な写真なので管理を人まかせにはできない

NAS 導入 Before&After
4TB の外付け HDDを10 台使い自分の写真を管理しています。 台数が多いの
で、取材から戻ってきて画像をコピーする作業や管理の手間がとても大きいですが、

NAS にすると一つの大きな保存場所になるのでコピーや検索も簡単で楽になりまし
た。また、NASからクラウドにバックアップできるのも心強いです。

Before

After

HDD が 10 台もあるからコピーや管理の手間が大きい

ひとつの保存場所 にまとまるから
見通しがよく 管理も簡単

外付け HDDは管理がめんどう

いままでは外付け HDDをパソコンに 10 台つないでいました。バック
アップをしていたのでデータを失ったことはありませんが、保存場所が

10 カ所に分断され、管理もめんどうでした

で 写真活用

家のNASに外からアクセス！

写真をいつでも見せられる

すぐに自分の写真を見せたいのに、データは家にある。スマホやタブレットに写真を入れておくと、ほかのアプリやデータが
入らなくなってしまう。そんなことってありませんか？ それなら写真を NAS に保存しておくのが正解です。Synology NASなら、
家にある写真のデータにネットワーク越しにアクセスできるんです。

作品は写真展や写真集で精力的に発表し、広告、各雑誌、企業カレン
ダーなどにも作品を提供している。

中 西 敏 貴の

活用 法
仕事のスタイル

セッティング
Mac mini のすぐ横に 4 ベイタイプの Synology D
S418 を設置しています。それほどかさばらない大きさ
なので机を広く使えて良いです。 動作音はするもの
の、とくに音が大きいわけではありません

ほぼ毎日のように数百カットを撮影し、その中からキーとなる作品を現像後 NAS に
保存。 Adobe Lightroomでコレクションに分けて管理しています。 事務所では
デスクトップパソコン、取材や出張時ではノートパソコンを使います。

［要件］ ・撮影した写真は Synology NAS で一括管理
・NASとデスクトップパソコンは高速な有線 LAN で接続
・ノートパソコンは Synology のルーター経由で無線 LAN 接続
・外出先から事務所の写真を見る必要あり

NAS 導入 Before&After
北海道全域をフィールドとして撮影することもあるため、長距離の移動や泊りがけも
多い。NAS 導入前は出先で写真貸出の依頼を受けても即応することが難しかった。

Synology の NASを導入してからは、出先で簡単にすべての写真を確認できるよう
になったので、手元のノートパソコンで対応できる。

Before

写真の貸出依頼などで依頼主を待たせることに

After

いつでもどこでも 手元で
事務所にある写真 を見せられる

外出先でもノートから NASにアクセス

自宅や出張先から直接データを確認できるのは非常に便利です。
軽い画像を生成しサンプルを送ったり、状況によってはそのまま納品
したりすることもできるのは NASならでは

果てしなく続く丘を耕すのはトラクターの仕事

視点を重視しつつ、農、光、造形をテーマとした作品作りに取り組む。

中西敏貴氏の作品

1971 年大阪生まれ。独学で写真を学びながら1990 年頃より北海道へ
通い続け、2012 年に大阪から美瑛町へ移住。そこに住まう者としての

くらいの時間をかけてこの畑を耕すのだろうか︒この美しい風景は彼ら

中西敏貴氏

だが︑ 細かな作業はまだまだ人力によるところが大きい︒いったいどれ

のたゆまぬ努力によって生み出されたものなのだ

あのプロも

導入済
写真家

で 写真活用

写真を守るのはほんのひと手間

初心者はNASで楽をしよう

外付け HDDと似た形をしている NAS。 中に HDDを入れて使うところも同じで、つなぐ方法が USB ケーブルかネットワーク
ケーブルかの違いしかないように思われるかもしれません。けれども、 NAS には写真を楽して安全に保存する機能が満載され
ているんです。

あのプロの

ひと技
写真家

中原一雄氏

1982 年北海道生まれ。化学メーカー勤務を経て写真の道へ。写真ワー

studio9（https://photo-studio9.com/）
写真の撮り方 HowTo や撮影機材のレビューのほか、写真デー
タ向けのバックアップや NAS について詳しくまとめた記事も多数

クショップやセミナー講師のほかカメラ雑誌、ムック本の執筆、カメラバッ
グのプロデュースも行う。写真情報サイト studio9 代表。ライフワークは
写真をより楽しむための情報を発信すること。

あるのでぜひチェックしてほしい。難しいことを分かりやすく紹介す

近著に「写真のことが全部わかる本」（インプレス）など。

ることがモットーのサイト

をオススメする理由
その 1

その 2

故障に強い

クラウドとも連携できる

複数台の
HDDで
写真を保護

クラウドにも
写真を残せる
安心感

NAS は複数台の HDDを組み合わせて RAIDという仕組みで

データバックアップも外付け HDDより柔軟に行えるのが NAS

データを管理できます。 複数ある HDD のうちどれか一つが故

のメリットです。「Cloud Sync」など、専用のソフトが用意され

障しても保管されているデータの損失を防げます。この場合、

ていて、パソコンー NAS −クラウド間のデータ同期を自動で行

HDD の容量をフルに使い切れませんが、少しの投資でプライス

い、大切なデータを確実に守ります。対応クラウドは幅広く、会

レスな写真のデータを安全に保管できる安心感は大きいです。

Synology の NASなら RAID 設定も自動で簡単です。

員であれば事実上無制限に写真を保存できる「Amazon Drive
（Prime Photo）
」に対応しているのも見逃せません。

面倒なRAID は

SHR におまかせ！
Synology の NASで RAIDを使う場 合は独自機 能 の「SHR
（Synology Hybrid RAID）
」で初期設定するのがおすすめで
す。 通常 NASで使う HDD は、容量や型番をそろえる必要が
あったり、使用用途に合わせていろいろ設定をする必要がありま

ディスクの設定を行う際には

すが、SHRなら容量やメーカーの異なる HDDをバラバラに入れ

されています。こだわりがな

初期設定で「SHR」が選択
ければ、このまま設定を使い

ても自動で最適な構成にしてくれます。

ましょう

デジカメユーザーならここをチェック

デジカメ写真は NAS に直接コピーが便利
撮影後のメモリーカードから写真データ
を吸い出して NAS に直接保存してく
れる「USB Copy」も便利です。 一
度 設 定を行えば、Synology NAS
に接続したカードリーダーにメモリー
カードを挿すだけで写真のコピーが完
了します。ファイル名もカスタマイズで
きますし、他の純正ソフトと連携させる
と、写真データの吸い出しからバック
アップ、アルバム作成まで全自動で
行えます。

NAS の USB ポートにメモリーカードリーダーを挿し、メモリーカードを読み込ませることで、NAS に直接写真のデータをコピーできます。通常はコ
ピーボタンを押しますが、メモリーカードが挿入されたら自動的に読み込ませることも可能です

その 3

その 4

各種セキュリティ機能

簡単に使える

怪しい
アクセスも
NASが
遮断

簡単な
手順で
始められる

Synology の NAS はセキュリティ面でも高性能です。 専門の

これだけ多機能で高機能なのに、使い始めは非常に簡単なのも

セキュリティチームがいて、ソフトの脆弱性が発見された場合 24

ポイントです。普通のパソコンを使える人なら画面の案内に従い

時間以内に対策されます。Synology NAS の OS にあたる「D

数ステップ進めるだけで、RAID やセキュリティ、外部アクセスと

iskStation Manager（DSM）」も頻繁にセキュリティアップ

いった従来難しかった設定を一度に手軽に行えます。スマホア

デートが提供されて安心感があります。ディスクの暗号化や二段

プリとの連携もできるので、パソコンをあまり使わない人にもおす

階認証、アクセス制限といった対策も利用できます。

すめです。

でもNASってやっぱり何だか難しそう……

の
は
組立家具を作るくらい簡単なんです！
NAS に必要なもの
NAS は組み立てが必要なキット商品で、別途 HDDが必要です。また、故障に強くす
るには HDDが最低 2 台必要です。 容量 4TB の NASを作るには、基本的に 4TB の

HDDが 2 台必要です。 割高に感じるかもしれませんが、同じ写真は二度と撮れないの
で、HDD の費用を1 台分よけいに使うだけで写真を守れるのは割安です。

2 台の HDD

Synology DS218+

1

これだけで使えるようになる

Synology の NAS
NAS の前面を軽く手前に引くとカバーが外

15 〜 30 分で NAS の完成です！

1 HDD を入れる

れます。 HDDを載せる受け皿を手前に引き
出して、HDDを挟んで戻すだけで HDDを
固定できます。工具はいりません

2

2

電源とネットワークケーブルを繋ぐ

3

電源を入れる

4

パソコンで「find.synology.com」に
アクセス

5

画面にしたがって NAS を設定

5

NAS の設定が始まります。 画面の質問に
答えながらアカウントなどを入力していくと、

付属の AC アダプターで NASをコンセント

NASを使えるように準備してくれます

に繋ぎ、ネットワークケーブルで NASをルー
ターと繋ぎます。ルーターは Wi-Fi 接続など
に使う機器で、ほとんどのインターネット接続
できる家にあります

3

4

NAS 前面の電源スイッチを押して

家のパソコンから Webブラウザで

電源を入れます。 NAS は冷蔵庫の

「find.synology.com」 に ア

ように常時通電して使うものですが、

クセスすると、家の中の NASを

酷使しても17W 程度の省電力なの

見つけてくれます。簡単すぎて魔

で家計にも優しいです

法のようです

Synology は、家庭向けから業務向けまでたくさんの
NASをラインナップしていますが、すべての製品に共通
しているのが「セットアップがとても簡単」という部分で

どんな機器からでも
どんな場所からでも
写真にアクセスできるのが NAS の良いところ

す。ご覧のような数ステップで使い始められて、作業も

15 〜 30 分程度で済みます。 設定後は、パソコンの
HDDと同じように使ったり、Webブラウザやスマホで直
接ファイルにアクセスできます。ちなみに、NAS の本来
の高性能を引き出すには、パソコンを有線 LAN ケーブ
ルでネットワーク接続するのがオススメです。 NASを安定
して高速に利用できます。

Macからネットワークディスクとして

Webブラウザでアクセス

スマホでアクセス

データを保存するだけじゃない !?

の
なら
写真を何倍にも便利に使える！
パッケージで機能を追加

買う前に DSMを試してみよう
！

NAS は写真などのデータをネットワークを介して読み書きできる機器ですが、
Synology NAS は保存しているデータの価値を引き出すために、多機能さ

す。 Googleなどで「Synology ライブデモ」と検索するか、以下のペー

も備えています。 専用ソ

ジに Webブラウザでアクセ

フトの「DSM」は、アプ

スして、DSM の多機能さを

リ（パッケージ）でさまざま

体験してみましょう。

Synology の「DSM」は、あなたのパソコンでも操作してみることができま

な機能を追加できます。
たくさん提供されていて、
写真や撮影に便利なも
のもあります。

Synology ライブデモ
https://demo.synology.com/

Photo Station
パソコンでこまめに写真を管理しているような人にオススメの写真ブ

こだわり
写真
管理

Drive
クラウドストレージのアプリです。 NASでデータを共有で

ラウザです。 左にアルバムリスト、右に写真を縮小表示して、縮

きるほか、「Office」アプリを組み合わせると、文書や

小表示をクリックすると写真を拡大表示できます。撮影時の絞りや

表計算のほか、プレゼンテーション機能を使え、撮影メ

シャッター速度などを表示できるほか、各社の RAW データの表示

モやフォトスライド作成に活用できます。自宅の NAS に

も可能です。また、自分で見るだけでなく、SNSなどに写真を公

データを保存するので利用料金などもかかりません。

開したり、 特 定 の 人
に写真のリンクを送っ
て NASを見てもらうな
ど、コミュニケーション
機能も充実。スマホか
ら「DS photo」ア プ
リを使えば、スマホの

写真
スライドも
作れる

写真も気軽に追加でき
ます。

Moments
写真の管理をお任せしたい人に向いているのが「Moments」と
いうアプリです。手持ちの写真を NAS にアップロードすると、日付
やフォルダなどで表示できるほか、GPS 情報をもとにした「場所」や、

Note Station
かんたん
写真
管理

写 真や動 画、 音 声やテキスト、Web の情 報などを

NASで共有できるアプリです。 Webブラウザやスマホ
アプリから直接保存できるので、撮影地でのメモや地図

AIが写真の中身を解析して分類した「人々」や「主題」という分類

を記録するにも便利。 同種の Web サービスは有料で

で写真を見られます。主題では、食べ物なら「ケーキ」と「果物」、

制限も多いのに比べて NAS はとってもオトクです。

乗り物なら「オートバイ」と「自転車」など、別のものとして分類され
るので、埋もれて今ま
で気が付かなかったよう
な写真も見つかります。

撮影メモ
に便利

のおすすめモデル
誰でも使える

Jシリーズ

ライトユースに最適なのがこの Jシリーズです。
上位機種ゆずりの機能はそのままに、NAS
を同時に使えるユーザー数などを制限するな
どして低価格にしています。 明るいボディカ
ラーで手 軽な2 ベイの「DS218j」のほか、

HDDを4 台まで搭載して大容量を実現できる
「DS418j」など、ラインナップも十分。 家族
や友人間で気軽にデータを共有するなら、まず

DS218j
●

2 ベイ

●

2 ベイ

●

SHR 対応

●

2 ベイ

●

SHR 対応

はこのシリーズから選んでみましょう。

●

SHR 対応

●

RAID 0/1 対応

DS418j
●

4 ベイ

●

SHR 対応

●

4 ベイ

●

SHR 対応

●

6 ベイ

●

SHR 対応

●

RAID 0/1/5/6/10 対応

動画機能も求めるなら

Valueシリーズ

動画機能の充実しているのがこの Valueシ
リーズです。 Jシリーズよりもパワフルな CPU
が使われていて、NASを同時に使える人数が
多くなっています。また、別売の拡張ユニット
でさらなる大容量を目指せるのも、このシリー
ズの特徴。 名前に「play」と付くものは、動
画を高画質で変換する機能を備えているので、
動画撮影も楽しんでいるユーザーなら見逃せま

DS218play

せん。

●

RAID 0/1 対応

DS418play
●

RAID 0/1/5/6/10 対応

これぞプロ向け

Plusシリーズ
本格的なプロ用途にまで対応できるのが Plus

シリーズです。お客様から預かった大切なデー
タや、多人数で共有するデータの運用に向い
ています。メインメモリや外部拡張ユニットの
増設に対応したり、10GbEネットワークカード
やキャッシュ用 M.2 SSDを追加したりできるモ
デルも用意されていて、究極の性能を追求で
きます。とはいえ、設定の簡単さや使い勝手
の良さは Synology NAS に共通していますの
で、パーソナルユースに使っても大丈夫です。

DS218+
●

RAID 0/1 対応

Synology https://www.synology.com/ 無断転載禁止

DS1618+
●

RAID 0/1/5/6/10 対応

