
始めに

不況によって企業における IT 投資への下方圧力が続く中、1つの重要
な例外が存在します。調査会社であるガートナー社によると、スト
レージへの支出は、IT 予算全体と比較して、ほぼ3倍にも伸びていま
す。ガードナー社の副社長であるジョン・モンロー氏は「2007年か
ら2011年にかけて IT の年間予算は2.5%しか伸びないと予測されてい
るのに対し、ストレージへの支出は年間7％以上増加する見込みであ
る」と述べています。

しかし、このストレージ支出の目覚しい伸びは、容量拡大とスピード
性への容赦ない要求によるものであり、あらゆる規模の企業が、大幅
な IT エネルギー・コストの削減を懸命に試みる中で起こっている状
況です。ガートナー社の調査担当副社長、ジョン・モンロー氏は次の
ように述べています。「大容量のストレージを求める傾向は、さまざ
まな分野で拡大し続けていますが、どのシステムの購入に際しても、
製品を選ぶ基準はますます厳しくなっており、消費電力の低減、設置
面積の縮小、ギガバイトあたり単価の削減などに、これまで以上に厳
しい目が向けられています」

大容量、高性能、ギガバイトあたり単価の削減、消費電力の低減など
多様な目標を達成することは、あらゆるハード・ドライブ・メーカー
にとって困難な課題です。シーゲイト・テクノロジーは、業界トップ
クラスの革新力とエンジニアリングの専門知識を活かし、シーゲイト
PowerChoiceテクノロジーを生み出すことで、独自にこの課題に対
応します。つまり、PowerChoiceテクノロジーのドライブ電源管理
機能は、エンタープライズ・クラスのハード・ドライブにおいて、 
これまでで最も低い消費電力を実現します。

省電力をより高いレベルへ

近年、データ・センターにおける電力コストおよび冷却コストは劇的
に増加しており、各技術メーカーは、あらゆる革新的な省電力機能を
自社製品に搭載しています。シーゲイトは、現在エンタープライズ・
クラスのハード・ドライブ・シリーズに使用されているPowerTrim™

テクノロジーを開発することで、よりエネルギー効率の高いハード・
ドライブに向けた取り組みをどこよりも早く開始しました。

シーゲイトPowerChoice™ 
テクノロジーは、ハード・ドライブ 
においてこれまでにない省電力と 
柔軟性を実現します
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さらにシーゲイトは、新たにPowerChoiceテク
ノロジー（T10 Approved Standard #T10/09-
054、T13 Standard #T13/452-2008の当社独自
の実装）を生み出し、ハード・ドライブの電
源管理をさらに次のレベルへと進化させまし
た。PowerChoiceテクノロジーは、これまでにな
いエネルギー効率とユーザー・フレキシビリティ
を実現します。

シーゲイトは市場で初めて10/T13委員会によって
開発・発表された省コストの新基準に重大な貢献 
をもたらし、現在、PowerChoiceテクノロジーを
Savvio®（Savvio 10K.4から開始）、Constellation™

およびConstellation ESエンタープライズ・クラス
のハード・ドライブにて提供しています。

PowerTrimテクノロジーは、コマンドが動作して
いない短時間の間に性能に影響を及ぼすことなく
自動的に消費電力を抑える機能です。それと同時
に、PowerChoiceテクノロジーには、1秒以上のア
イドル時間を対象にした4種類のより幅広い省電力
モードが備わっており、PowerTrimテクノロジーを
より強化しています。その結果、PowerChoice
テクノロジーは、エンタープライズ環境における
ドライブの消費電力を最大54%低減させます。

さらに、PowerChoiceテクノロジーは、ホストが
モード・ページ（SAS/FC）またはセット・フィー
チャーズ・コマンド（SATA）を介して、性能と消
費電力に合わせて、ドライブの省電力設定を調整
することが可能です。この柔軟な構成によって、
ユーザーは各ストレージ・アプリケーションで、
最適なアイドル時間のしきい値を指定することが
できます。PowerChoiceテクノロジーの有効化/無
効化およびタイマー・モードの各ページ設定を用
いたホストによるドライブの管理が可能なだけで

はなく、スタート/ストップ・ユニット（SSU）
コマンド（SAS/FC）またはセット・フィーチャ
ーズ・コマンド（SATA）を介して、ホストから
PowerChoiceテクノロジー機能を完全に管理す
ることができるため、タイマーを設定してドラ
イブを無効化したり、ホストから即時に電源の
切り替えを行ったりすることができます。

PowerChoiceテクノロジーの利点

エンタープライズ環境での使用を目的に構築さ
れたPowerChoiceテクノロジーが、新たにニ
アライン・エンタープライズ・ハード・ドラ
イブのConstellationシリーズに登場しました。
これらの高容量7200RPMドライブ（2.5インチ
Constellationおよび3.5インチConstellation ESド
ライブ/SAS
およびSATAの両インターフェイス）は、比較的
低要求の作業負荷のもとで、膨大な容量とエン
タープライズ・クラスの信頼性を要するニアラ
イン環境独自の特徴をもつティア2/ニアライン・
アプリケーションに向けて、最適化されたもの
です。

ハード・ドライブがより頻繁に、より長時間
アイドル状態になる環境でこそ、Constellation
シリーズ・ドライブの利点が活かされます。
（PowerChoiceテクノロジーは現在、シーゲイト
Savvio 10Kのミッション・クリティカルなドラ
イブにも搭載されています）以下の表が示すと
おり、アイドル時間が長ければ長いほど、ドラ
イブの省電力量が増加します。コマンドへの応
答が遅れることがないため、システム性能を低
下させることなく、省電力が達成できるという
点も重要な点です。
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1 省電力の推定値および回復時間は、シーゲイトConstellation SAS 2.5インチ・ハード・ドライブに基づいた実験的数値です。

PowerChoice™テクノロジー分析結果：
Constellation™2.5インチ・ドライブの省電力と応答時間

消費電力（W） 省電力1（%） 回復時間（秒） 各電源状態に入るため
の既定タイマー

アイドル 2.82 0 0 該当なし

アイドル_A 2.82 0 0 1秒

アイドル_B 2.18 23 0.5 10分

アイドル_C 1.82 35 1 30分

スタンバイ_Z 1.29 54 8 60分



PowerChoiceテクノロジー搭載のハード・ドライ
ブがもつ省電力機能が有益なものであることは明
白です。たとえば、1Uラックに搭載された24台の
500GB ConstellationドライブのPowerChoiceテク
ノロジーをCモードに切り替えると、12TB分のス
トレージが利用可能になるにも関わらず、43W、
すなわち40Wの電球1つ分より少し多いだけの電力
しか消費しないのです。

PowerChoiceテクノロジーの機能

各電源状態は、徐々により多くの電力を節約する
ために、直前のより高いレベルの電源状態の機能
を基礎に構成されています。各電源状態で実行さ
れる省電力の過程は以下のとおりです。

アイドル_A

• 大部分のサーボ・システムを無効にし、プロ
 セッサとチャネルの消費電力を抑える

•	 ディスクの回転速度はフルスピード  
 （7200RPM）

アイドル_B

• 大部分のサーボ・システムを無効にし、プロ
 セッサとチャネルの消費電力を抑える
• ヘッドはドライブ・ランプにアンロードした状態 
• ディスクの回転速度はフルスピード
（7200RPM）

アイドル_C/スタンバイ_Y（SASのみ）

•	 大部分のサーボ・システムを無効にし、プロ
 セッサとチャネルの消費電力を抑える
•	 ヘッドはドライブ・ランプにアンロードした状態 
•	 ドライブの回転速度をより低いRPMに減速
 （低RPM）

スタンバイ_Z

•	 ヘッドはドライブ・ランプにアンロードした状態
•	 ドライブ・モーターの回転を減速
•	 ドライブは、メディア以外のアクセスの
 ホスト・コマンドに応答
前述のとおり、柔軟性がPowerChoiceテクノ
ロジーの重要な機能であり、ホスト側からのコ
マンド操作を使用することで、必要に応じて、
電源状態の設定をカスタマイズしたり、ドライ
ブの電源状態の切り替えを指示したりすること
ができます。使用するインターフェイスに応じ
て、PowerChoiceテクノロジーの設定を2つのオプ
ションから選択することができます。

SAS

•	 モード・ページを経由した、ホスト定義可能
タイマー

•	 スタート/ストップ・ユニット（SSU）コマン
ドを経由した、ホスト・コマンドによる即時
の電源切り替え

SATA 

•	 セット・フィーチャーズ・コマンドを経由し
た、 
ホスト定義可能タイマー

•	 セット・フィーチャーズ・コマンドを経由し
た、ホスト・コマンドによる即時の電源切り替
え 

結論

かつてないほど IT 予算が逼迫し、拡大する電
力使用に対する財政コストや環境コストへの 
懸念がますます高まる中、企業ではよりエネル
ギー効率の高いストレージの実現がこれまで以
上に緊急の課題となっています。シーゲイト 
は、PowerChoiceテクノロジーを搭載した
エンタープライズクラス・ハード・ドライブ
ConstellationおよびSavvio 10Kシリーズを提供
することでこの課題に対応し、データ・センタ 
ーにおける高容量ストレージの常識を覆します。

これらのドライブは、動作時の消費電力が際 
立って低いだけではなく、PowerChoiceテクノ
ロジーによる高度な電源オプションによって、 
低速時またはアイドル時の更なるエネルギー 
・コストの削減が可能になります。その結果、 
エンタープライズクラス・ドライブにおいて最
高レベルの省電力を実現します。さらに、 
PowerChoiceテクノロジーの柔軟性、ユーザー
管理可能なオプションによって、性能、データ
完全性、または信頼性を妥協することなく、こ
のような省電力を実現することができます。

世界初の2.5インチ、7200RPMのニアライン・
ハード・ドライブ、業界初の10K RPM、600GB
ドライブ、および最高2TBの容量を提供する幅
広い3.5インチ・ドライブを取り揃えた
ConstellationおよびSavvio 10Kシリーズは、
PowerChoiceテクノロジーを搭載することで、
さらに強化されました。際立った省電力機能と
簡単なユーザー設定機能を組み合わせること
で、PowerChoiceテクノロジーは、エンタープ
ライズ・ストレージにおけるエネルギー効率の
レベルを引き上げました。

シーゲイトPowerChoice™ テクノロジーは、
ハード・ドライブにおいてこれまでにない 
省電力と柔軟性を実現します

3



シーゲイトPowerChoice™ テクノロジーは、
ハード・ドライブにおいてこれまでにない 
省電力と柔軟性を実現します

付録 - 実装ガイド
以下の詳細は、企業のシステム構成におけるPowerChoiceテクノロジー機能の展開を分かり易く示して
います。前述のとおり、シーゲイトPowerChoiceテクノロジー機能は、SAS、FCおよびSATAインターフ
ェイスにおいて利用可能です。以下の詳細情報は、SASおよびSATAインターフェイス向けの実装ガイド
です。 

シリアル・アタッチドSCSI（SAS）コマンド実行

以下に、ドライブがサポートする機能を特定するために必要な情報、電源状態タイマーの有効化/無効化
および変更方法、センス・コード応答の解釈、PowerChoiceテクノロジーに関連したアクティビティを
詳しく説明したログ・ページへのアクセス、またスタート/ストップ・ユニット（SSU）コマンドを介し
たホストからのPowerChoiceテクノロジーの調整方法などを説明します。

SAS実装では、SAS通知（スピンアップの有効化）プリミティブを使用して、ホストは各デバイスの時
間差起動を調整することで、スタンバイ_Yまたはスタンバイ_Zからの回復を行うことができます。スタ
ンバイ_Yまたはスタンバイ_Zを使用している場合は、ドライブがアクティブ状態になる前に、2つのイ
ベントを発生させる必要があります。スタンバイ_Y状態からアクティブ状態に入るために必要となる一
連のイベントは、ホストからのメディア・アクセス要求の後に、通知（スピンアップの有効化）プリミ
ティブを受信することです。ドライブは、メディア・アクセス・コマンドを受信した後、通知（スピン
アップの有効化）プリミティブを受信するまで待機状態になります。

PowerChoiceテクノロジーがサポートする機能の特定

PowerChoiceテクノロジー機能は、重要プロダクト・データ（VPD）のページ8Ahを通してレポートさ
れます。このページには、PowerChoiceテクノロジーがサポートする電源状態のレポートが表示されます。

0 周辺機器修飾子    周辺機器デバイス・タイプ
1   ページ・コード (8Ah)

2   留保
3   ページの長さ (OEh)

4  留保    スタンバイ_Y        スタンバイ_Z

5  留保                  アイドル_C  アイドル_B アイドル_A

6 - 7   停止状態の回復時間
8 - 9   スタンバイ_Z 状態の回復時間
10 - 11   スタンバイ_Y 状態の回復時間
12 - 13       アイドル_A 状態の回復時間
14 - 15       アイドル_B 状態の回復時間
16 - 17          アイドル_C 状態の回復時間

                                                  7                       6                       5                       4                       3                         2                              1                               0
ビット

バイト

注： 
バイト4、ビット0～1は、スタンバイ電源状態のサポートをレポートします。
バイト5、ビット0～2は、アイドル電源状態のサポートをレポートします。
バイト6～7は、通常の電源オンの状態を1ms単位でレポートします。
バイト8～17は、関連する各電源状態の通常の回復時間を1ms単位でレポートします。
バイト4または5の1のビット値は、関連する各電源状態のサポートを示します。
関連する各電源状態が0を示す場合は、サポートが存在しないことを示します。
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PowerChoiceテクノロジー設定の特定または変更
PowerChoiceテクノロジーの設定と設定変更の分析は、SCSIモード・センスおよびモード・セレクト・
コマンドを介して行われます。モード・センス・コマンドは、モード・ページ1Ahにアクセスして、
PowerChoiceテクノロジーの現在の設定をレポートする際に使用します。

                                        7                      6                        5                       4                      3                        2                           1                           0
ビット

バイト
0                       PS                  SPF(0b)                                       ページ・コード (1Ah)

1                                                     ページの長さ
2                                          留保                                                                                  スタンバイ_Y

3                          留保                                              アイドル_C  アイドル_B   アイドル_A  スタンバイ_Z

4 - 7   アイドル_A 状態タイマー
8 - 11                                          スタンバイ_Z 状態タイマー
12 - 15   アイドル_B 状態タイマー
16 - 19   アイドル_C 状態タイマー
20 - 23           スタンバイ_Y 状態タイマー
24 - 39   留保

 

 

注：
PSおよびSPFビットの動作は、SPC-4基準によって定義されます。
バイト2ビット0、およびバイト3ビット0～3は、関連する各電源状態の有効化/無効化を示します。
ビット値が1に相当する場合は、関連する各電源状態が有効であることを示します。
ビット値が0に相当する場合は、関連する各電源状態が無効であることを示します。

アイドル_Cおよびスタンバイ_Yは相互に排他的なため、同時に有効にすることはできません。これらの
電源状態は共に、ドライブの回転速度を低RPMに抑えながら、ヘッドをランプにパーキングした状態に
保ちます。異なる点は、ドライブがアクティブ電源状態に戻る方法です。アイドル_C電源状態が有効に
なっている場合、メディア・アクセス・コマンドを受信した時点で、ドライブはアクティブ状態に戻り
ます。スタンバイ_Y電源状態が有効になっている場合、ドライブがアクティブ状態に戻るには2つのイベ
ントを発生させる必要があります。まず、メディア・アクセス・コマンドを受信し、その後必ず通知（
スピンアップの有効化）プリミティブを受信する必要があります。ホストはスタンバイ_Yを使用するこ
とにより、筐体内のドライブを時間差で起動させます。ドライブは、通知（スピンアップの有効化）プ
リミティブを受信するまで、待機状態になります。この動作は、SCSIスタート・コマンドの発行、また
は電源オフ状態からの最初のドライブ・スピンアップに相当します。
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バイト4～23は、コマンド・キューが空になった後、関連する電源状態に切り替えるまでにドライブが待
機する時間を100ms単位で定義します。既定モード・ページは、モード・セレクト・コマンドで設定さ
れる各電源状態タイマーの最小値をレポートします。各タイマーの最小値は、出荷前にメーカーにて設
定されます。 

ホスト・システムは、モード・セレクト・コマンドを使用して、電源状態タイマーを規定値よりも大き
な値に設定することができます。タイマーへの新しい値の適用は、個別にまたはすべて同時に行うこと
ができます。規定値未満の値をタイマーに設定しようとすると、SPC-4基準で定義されている標準レ
ポート方法を通して、ドライブがエラーを報告します。

ドライブは、関連タイマーが終了した時点で各電源状態に入ります。ドライブは、同時に複数のタイマ
ーが終了した場合、最高省電力で電源状態に入ります。

ホストによる電源状態の管理
制限なく柔軟にドライブのPowerChoiceテクノロジー機能を管理するには、スタート/ストップ・ユニッ
ト（SSU）SCSIコマンドを使用します。この方法を使用すると、ホスト・システムでPowerChoiceテク
ノロジーを完全に管理することが可能になり、直接電源の切り替えを行ったり、ドライブの自動タイマ
ーを実行したりすることができます。SSUコマンドは様々な組み合わせで利用することができ、ホスト
に以下のような機能を提供します。

•	 アクティブ状態への切り替え
•	 アイドル電源状態への切り替え
•	 スタンバイ電源状態への切り替え
•	 アイドル電源状態タイマーを強制終了
•	 スタンバイ電源状態タイマーを強制終了
•	 有効なすべてのアイドル電源状態タイマーの初期化および開始
•	 有効なすべてのスタンバイ電源状態タイマーの初期化および開始
ホストは、SSUコマンドの「電源状態」および「電源状態変更子」の項目を使用して、上記の
PowerChoiceテクノロジーの機能を管理します。SSUコマンドの定義は以下のとおりです。

                                                  7                      6                        5                       4                       3                         2                             1                              0
ビット

バイト
0                                                                 操作コード（1Bh）
1                                  留保                              即座
2                                                   留保                                                                                  

3                             留保     電源状態変更子                                           

4  電源状態     留保  N フラッシュ LOEJ スタート                   

5   コントロール

 

注：
SSUコマンドにおける全ビットの動作は、「電源状態」および「電源状態変更子」の項目以外はすべて、
SPC-4基準によって定義されます。



シーゲイトPowerChoice™ テクノロジーは、
ハード・ドライブにおいてこれまでにない 
省電力と柔軟性を実現します

7

以下の表は「電源状態」および「電源状態変更子」の項目の定義を示しています。

電源状態
値

電源状態 
変更子値 説明

0h 0h スタート・ビットおよびLOEFビットの処理

1h 0h ドライブをアクティブ電源状態に切り替え

2h 0h ドライブをアイドル_A電源状態に切り替え

1h ドライブをアイドル_B電源状態に切り替え

2h ドライブをアイドル_C電源状態に切り替え

3h 0h ドライブをスタンバイ_Z電源状態に切り替え

1h ドライブをスタンバイ_Y電源状態に切り替え

7h 0h 有効化されているすべてのアイドルおよびスタンバイの 
タイマーを初期化して開始

Ah 0h アイドル_A電源状態タイマーを強制終了

1h アイドル_B電源状態タイマーを強制終了

2h アイドル_C電源状態タイマーを強制終了

Bh 0h スタンバイ_Z電源状態タイマーを強制終了

1h スタンバイ_Y電源状態タイマーを強制終了

 

「電源状態」項目にゼロ以外の値のSSUコマンドを入力すると、すべての電源状態タイマーが無効にな
ります。タイマーは、初期化および開始のSSUコマンドを受信するまで、または論理ユニットのリセッ
トを受信するまで無効状態になります。

「電源状態」項目を2hまたは3hに設定したSSUコマンドを受信すると、ドライブは指定した電源状態に
即座に切り替わります。省電力がより高い電源状態を要求した場合、ドライブはその電源状態に直接切
り替わります。消費電力がより高い電源状態に切り替えるための要求を行った場合、ドライブはまずア
クティブ状態に切り替わってから、要求した電源状態に切り替わります。

「電源状態」項目をAhまたはBhに設定したSSUコマンドを受信すると、ドライブは省電力がより高い状
態に切り替わります。ドライブがアイドル_Cにある状態で、SSUコマンドがアイドル_B電源状態タイマ
ーを終了するよう要求した場合、ドライブはアイドル_C電源状態になります。
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現在のドライブの電源状態の特定

ホストに現在のドライブの電源状態を特定させるためには、SCSIリクエスト・センス・コマンドを発行しま
す。リクエスト・センス・コマンドを受信しても、現在のドライブの電源状態は変更されません。ドライブ
が現在の電源状態にある場合は、以下のとおりセンス・コードがレポートされます。

センス・キー ASCQ 説明

5Eh 00h 低電源状態がオン

5Eh 01h タイマーによってアイドル状態が作動

5Eh 02h タイマーによってスタンバイ状態が作動

5Eh 03h コマンドによってアイドル状態が作動

5Eh 04h コマンドによってスタンバイ状態が作動

5Eh 05h タイマーによってアイドル_B状態が作動

5Eh 06h コマンドによってアイドル_B状態が作動

5Eh 07h タイマーによってアイドル_C状態が作動

5Eh 08h コマンドによってアイドル_C状態が作動

5Eh 09h タイマーによってスタンバイ_Y状態が作動

5Eh 0Ah コマンドによってスタンバイ_Y状態が作動

 

センス・コードは、ドライブの現在の電源状態の表示に加えて、ドライブが現在の電源状態に入る際に使用
された方法も表示します。前述のとおり、ドライブは、モード・ページ・タイマーで定義したタイマーの終
了、またはホストからのSSUコマンドの受信によって、所定の電源状態に入ります。 

電源状態切り替えログ・ページ

ログ・ページ1Ahは、ドライブの特定の電源状態への切り替えを記録するためのカウンターを表示します。
以下の表は、各電源状態の切り替えに関連するパラメータ・コードを定義します。

パラメータ・コード 説明

0000h アクティブへの累積切り替え回数

0001h アイドル_Aへの累積切り替え回数

0002h アイドル_Bへの累積切り替え回数

0003h アイドル_Cへの累積切り替え回数

0008h スタンバイ_Zへの累積切り替え回数

0009h スタンバイ_Yへの累積切り替え回数

 

上記テーブルにあるすべてのパラメータ・コードを要求するドライブに対して、ログ・セレクト・コマンド
を発行する際に受信するペイロード応答は、次のページの表に示します。
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                                             7                      6                       5                      4                       3                      2                      1                      0

ビット

バイト

 

0                           DS            SPF (0b)           ページ・コード (1Ah)    

1                                    サブページ・コード (00h)

2                        (MSB)                                                   ページの長さ (30h)

3                                                     (LSB)

4                        (MSB)                                                       パラメータ・コード (0000h)                 

5                                                        アクティブ状態への累積切り替え回数                                                 (LSB)

6                          DU             廃止            TSD                ETC                          TMC                         FMTおよびリンキング
7                                パラメータの長さ (04h)

8                        (MSB)                                アクティブへの累積切り替え回数
11                        (4バイト2進数)                     (LSB)

12                      (MSB)                                            パラメータ・コード (0001h)

13       アイドル_A状態への累積切り替え回数                    (LSB)

14                        DU             廃止            TSD                ETC                          TMC                         FMTおよびリンキング
15                                パラメータの長さ (04h)

16                      (MSB)                                アイドル_Aへの累積切り替え回数
19                          (4バイト2進数)                                                (LSB)

20                      (MSB)                                              パラメータ・コード (0002h)

21                                                      アイドル_B状態への累積切り替え回数                   (LSB)

22                       (DU)            廃止            TSD                ETC                          TMC                         FMTおよびリンキング
23                                パラメータの長さ (04h)

24                      (MSB)                                アイドル_Bへの累積切り替え回数
27                          (4バイト2進数)                                                (LSB)

28                      (MSB)                                            パラメータ・コード (0003h)

29       アイドル_C状態への累積切り替え回数                   (LSB)

30                       (DU)            廃止            TSD                ETC                          TMC                         FMTおよびリンキング
31                                パラメータの長さ (04h)

32                      (MSB)                                               アイドル_Cへの累積切り替え回数
35                          (4バイト2進数)                                                (LSB)

36                      (MSB)                                         パラメータ・コード (0008h)

37                                                       スタンバイ_Z状態への累積切り替え回数                   (LSB)

38                       (DU)            廃止            TSD                ETC                          TMC                         FMTおよびリンキング
39                                パラメータの長さ (04h)

40                      (MSB)                                スタンバイ_Zへの累積切り替え回数
43                        (4バイト2進数)                                                (LSB)

44                      (MSB)   パラメータ・コード (0009h)

45  スタンバイ_Y状態への累積切り替え回数                    (LSB)

46                        DU             廃止            TSD                ETC                          TMC                         FMTおよびリンキング
47                                パラメータの長さ (04h)

48                      (MSB)                                スタンバイ_Yへの累積切り替え回数
51                        (4バイト2進数)                                                (LSB)

   

一つの電源状態が別の電源状態に切り替わると、1カウントとします。ドライブの現在の電源状態と同じ電
源状態に切り替える要求は、カウントされません。すべてのカウンターは飽和カウンターで、リセットや
繰り越しは行いません。
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開始/停止サイクル・カウンター・ログ・ページ

ログ・ページ0Ehには、「デバイス寿命を通じた指定ロード/アンロード・カウント」（パラメータ・コー
ド 
0005h）および「累積ロード/アンロード・サイクル」（パラメータ・コード0006h）の2つの項目が追加
されました。指定カウントは固定値であり、ユーザーがドライブのロード/アンロードのサイクル機能を
特定できるようにするためのものです。累積ロード/アンロード・カウンターは、ドライブが完了したロ
ード/アンロードの回数をリアルタイムで特定するためのものです。累積カウントには、ドライブの電源
のオン/オフ、または電源状態の切り替えにより生じたロード/アンロードがすべて含まれます。すべて
のカウンターは飽和カウンターで、リセットや繰り越しは行いません。 

ロード/アンロード・サイクルとは、ヘッドが回転中のメディアにロードされている間は継続し、ヘッド
がメディアからアンロードされた時点で終了する、メディアからアンロードされたヘッドの動作サイク
ルを指します。 

パラメータ・コード0005hおよび0006hを要求するドライブに対して、ログ・セレクト・コマンドを発
行する際に受信するペイロード応答は、以下に従って返されます。

                                        7                      6                        5                       4                      3                        2                        1                     0
ビット

バイト
0                            DS                SPF(0b)                                       ページ・コード (0Eh)

1                                      サブページ・コード (00h)

2                          (MSB)                       ページの長さ (0052h)                                                                                 

3                                                                         (LSB)

4   

:   

39   

40                        (MSB)   パラメータ・コード (0005h)

41                             デバイス寿命を通じた指定ロード/アンロード・カウント                                                      (LSB)

42                          DU               廃止             TSD                 ETC                            TMC                          FMTおよびリンキング
43                                       パラメータの長さ (04h)

44                        (MSB)                           デバイス寿命を通じた指定ロード/アンロード・カウント
47                                                                               (4バイト2進数)                              (LSB)

48                        (MSB)                                               パラメータ・コード (0006h)

49                  累積ロード/アンロード・サイクル                            (LSB)

50                          DU               廃止             TSD                 ETC                            TMC                          FMTおよびリンキング          

51                                    パラメータの長さ (04h)

52                        (MSB)                               累積ロード/アンロード・サイクル
55                   累積ロード/アンロード・サイクル                                                     (LSB)

  

事前に定義されたバイト
(SCSIコマンド・マニュアルを参照)



電源状態の名前 電源状況ID 説明

アイドル_A 81h 低電力

アイドル_B 82h ヘッドはアンロード状態：ディスクはフルRPMで回転

アイドル_C 83h ヘッドはアンロード状態：ディスクは低RPMで回転

スタンバイ_Z 00h ヘッドはアンロード状態：モーターは停止状態（ディスク
未回転）
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電源状態滞留中のSCSIコマンド相互作用

ドライブが電源状態に入っている場合、利用できるコマンド機能は制限されます。以下のコマンドは、 
アクティブ電源状態に切り替わることなく、ドライブが状態を実行したり返したりします。

•	 テスト・ユニット・レディ
•	 リクエスト・センス
•	 レポートLUN

•	 スタート/ストップ・ユニット 

注: スタート/ストップ・ユニット（SSU）コマンドを使用すると、アクティブ状態またはSSUコマンド
の「電源状態」および「電源状態変更子」の項目で定義した電源状態に切り替わります。

PowerChoiceテクノロジーとバックグラウンド・ドライブ・アクティビティの相互作用

ドライブは、ログ・ページやS.M.A.R.T.情報の更新や、メディアに書き込まれたデータの完全性を維持
するために、様々なバックグラウンド・アクティビティを実行します。PowerChoiceテクノロジーは、
この点を考慮した上で、バックグラウンド・アクティビティと調和しながら機能します。ある電源状態
タイマーが終了した時点で、いずれかのバックグラウンド・アクティビティがアクティブになっている
場合、次の電源状態への切り替えは、必要なバックグランド・アクティビティが完了するまで保留され
ます。この待機期間中は、すべての電源状態タイマーが保留状態になります。電源状態の切り替えがホ
ストからのSSUコマンドによる要求である場合も、バックグランド・アクティビティが完了するまで切
り替えは保留されます。 

ドライブがBMS（バックグラウンド・メディア・スキャン）サイクルの完了プロセス中である場合は、
ドライブは、052C0005（不正な電源状態の要求）のセンス・コードでSSUコマンドに応答します。ホス
トはログ・セレクト・コマンドを発行して、ログ・ページ15h（バックグラウンド・スキャンの結果）に
戻り、「バックグラウンド・メディア・スキャンの進捗状況」項目を評価することで、現在のBMSサイ
クルの進捗状況を監視することができます。

SATAセット・フィーチャーズ・コマンド 

拡張電源状態—PowerChoiceテクノロジー

ロード/アンロードのアーキテクチャを駆使したプログラム可能な電源管理インターフェイスが、消費電
力を削減し、パフォーマンス要件を満たすためにシステムを調整します。 

以下の表は、PowerChoiceテクノロジーにおいてサポートされる電源状態の一覧です。電源状態は、消
費電力が最も高い（回復時間が最短）から最も低い（回復時間が最長）順に、以下のとおり一覧表示さ
れています：アイドル_A電源≥アイドル_B電源≥アイドル_C電源≥ スタンバイ_Z電源。表の下へ進むほ
ど、達成される省電力が高くなります。たとえば、アイドル_Bは、アイドル_A電源状態よりも、省電力
が高くなります。スタンバイ状態は、省電力が最も高い状態です。 
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各電源状態には、現在の設定、保存済みの設定、既定の設定があります。既定の設定は変更できませ
ん。既定の設定と保存済みの設定は、パワーオン・リセットを行っても保持されます。現在の設定は、
パワーオン・リセットを行うと削除されます。メーカー出荷時点では、電源状態ログの既定、保存済
み、現在の各設定は一致しています。

PowerChoiceテクノロジーは、以下の2つの方法のいずれかを使用して呼び出すことができます。

•	 各電源状態タイマーが終了すると、自動的に電源切り替えがされます。これらのタイマー値は、標準
化セット・フィーチャーズ・コマンド・インターフェイスを使用した拡張電源状態（EPC）機能を使
用することで、カスタマイズおよび有効化することができます。

•	 ホスト・コマンドによる即時の電源切り替えは、サポートされているいずれかの電源状態に入るため
のEPCセット・フィーチャーズ「電源機能に移行」サブコマンドを使用して実行できます。また、レ
ガシー・パワー・コマンドであるスタンバイ・イミディエートおよびアイドル・イミディエート・コ
マンドを使って、ドライブをサポートされている電源状態に直接切り替えることもできます。 

PowerChoiceテクノロジーは、以下の状態になると省電力状態を終了します。

•	 ドライブをPM0またはアクティブ状態(メディア・アクセス)にすることを要求するコマンド
•	 パワーオン・リセット

PowerChoiceテクノロジーには、追跡目的のために以下のレポート方法が備わっています。 

•	 チェック・パワー・モード・コマンド 
 - ドライブの現在の電源状態をレポート
•	 アイデンティファイ・デバイス・コマンド
 - EPC機能がサポートされているフラグを設定
 - 1つ以上のアイドル電源状態タイマーが有効になっている場合は、EPC機能が有効化されたフラグが 

   設定される

電源状態ログは、各電源状態について以下をレポートします。 

•	 アクティブにする電源状態の所定の回復時間
•	 電源状態のサポート、変更可能、保存可能の各状態
•	 既定の有効な状態およびタイマー値
•	 保存済みの有効な状態およびタイマー値
•	 現在の有効な状態およびタイマー値

S.M.A.R.T.読取データ・レポート：

•	 属性192 – 緊急退避カウント
•	 属性193 – ロード/アンロード・サイクル・カウント

PowerChoiceテクノロジーのメーカー既定電源状態タイマー値

製品の信頼性およびデータの完全性を確保するために、既定の電源状態タイマー値が設定されています。 
2分の最低タイマーしきい値は、ドライブのメンテナンスのためのバックグラウンド・アクティビティを
行うために必要となる時間を確保します。指定された最低タイマーしきい値未満のタイマー値を設定し
ようとすると、異常EPCの「電源状態タイマーの設定」サブコマンドが発行されます。
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電源状態の名前 メーカー既定タイマー値

アイドル_A 2分

アイドル_B 4分

アイドル_C 10分

スタンバイ_Z 15分

電源状態タイマー値をメーカー指定の規定値未満に設定したり、EPCの「電源状態に移行」のサブコ
マンドを既定タイマーを超える割合で発行したりすると、本製品の信頼性およびデータの完全性に影
響が及ぶ可能性があります。

サポートされる拡張電源状態機能のサブコマンド

EPCサブコマンド 説明

00h 電源状態の設定の復元

01h 電源状態に移行

02h 電源状態タイマーの設定

03h 電源状態の設定

PowerChoiceTM テクノロジーにおいてサポートされる拡張電源状態の識別子

電源状態の識別子 電源状態の名前

00h スタンバイ_Z

01. 80h 留保

81h アイドル_A

82h アイドル_B

83h アイドル_C

84..FEh 留保

FFh すべてのEPC電源状態

詳細な情報については： 

PowerChoice™テクノロジーの
実装に関して他にご質問がある
場合は、シーゲイトの技術担当者
までお問合せください。

 南北アメリカ Seagate Technology LLC   920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, United States, +1 831 438 6550
 アジア/太平洋 Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.   7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 6485 3888
 ヨーロッパ、中近東、およびアフリカ Seagate Technology SAS  16–18 rue de Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 1 41 86 10 00

© 2010 Seagate Technology LLC. All rights reserved. Printed in USA. Seagate、Seagate Technology、およびWaveのロゴは、米国およびその他の国々におけるSeagate Technology LLCの登録商標です。Barracuda、
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は各社の所有物です。ドライブの容量を示す場合、1ギガバイト（GB）は10億バイトに、1テラバイト（TB）は1兆バイトに相当します。コンピュータのオペレーティング・システムでは異なる測定基準が使用さ
れている場合があり、容量が低く表示されることがあります。また、容量の一部はフォーマットやその他の機能に使用されるため、データの保存用には使用できません。製品内容または仕様は、予告なく変更され
る場合があります。予めご了承ください。TP608.1-1003JP、2010年3月


