
はじめに 

ハードディスク・ドライブが廃棄され、データ・センターから外部に搬出された
場合、これらのドライブ上のデータは非常に大きいリスクにさらされます。しか
し、IT部門はそれでも下記のようなさまざまな理由からドライブの削除や廃棄を
日常的に行う必要があります。

•	 他のストレージ目的でのドライブの使用 

•	 保証サービス、修理、リース契約の満了のためのドライブの返却

ドライブが最終的にデータ・センターから削除されると、ほとんどすべてのハー
ドディスク・ドライブはそれらの所有者の制御外に置かれます。実際シーゲイト
の概算では、50,000個のドライブが毎日データ・センターから廃棄されています。
データ・センターから外部に搬出されたドライブに保存されている企業情報や個
人情報は、引き続き読み取ることができます。データがRAIDアレイ内で複数の 
ドライブにストライピングされている場合でも、今日の大容量アレイでの通常の
シングル・ストライピングでは数百人分の氏名や個人情報などの機密情報を読み
取るには十分な大きさであるため、データ盗難の被害を受ける可能性があります。
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ドライブ管理の問題と廃棄コスト
データの漏洩を防止し、漏洩の際に個人情報に関する法令で必要とされる顧客へ
の通知を行わなくても済むよう、企業は、ドライブが管理下から離れ悪用される
おそれが生じる前に、廃棄ドライブからデータを消去する方法を数多く試してき
ました。廃棄するドライブ上のデータを読取り不能にする方法は現在、一般的に
多くの人的な作業に依存しており、技術的ミスや人的なミスの影響を受けます。

今日の廃棄ドライブの処理方法における欠点は多く、広範囲に及びます。

•	 ドライブのデータを上書きすることは、コストがかかり、貴重なシステム・リ
ソースを何日も専有してしまいます。また、作業が完了してもドライブからは
通知もされませんし、上書きでは再割当てされたセクターを上書きできないた
め、読取り可能なデータが残ってしまいます。

•	 ドライブを消磁するか、または物理的に破壊するにしてもコストがかかります。
ドライブの種類ごとに消磁の強さを最適に調整することは難しく、ドライブ上
に読取り可能なデータが残る可能性があります。ドライブを物理的に細断する
ことは、環境に悪影響を与え、どちらの方法も保証やリース期間満了時の返品
には使用できないことは明らかです。 

•	 一部の企業では、ドライブを安全に廃棄する唯一の方法は、ドライブを永久に
倉庫に保管することと考えています。しかし、この方法は、 大量のドライブ
の管理に人間が関わる以上、ドライブの紛失や盗難の危険性があり、安全とは言
えません。

•	 他の企業では、専門の廃棄サービスを利用しています。これは、内部のレポー
トや監査に加えて、このサービスのコストが発生することになります。この 
サービスを受けるためにドライブを外部に持ち出すことは、ドライブのデータを
リスクにさらすことになり、より問題が発生しやすくなります。ドライブをわ
ずか1台紛失したとしても、漏洩したデータを補償するには企業にとって莫大
なコストがかかります。

暗号化の使用を必要とするセキュリティ・ポリシーの採用をIT部門が避けてきた
のは、パフォーマンス、拡張性、複雑さに課題があるためでした。また、自社の
データをいつでも確実に解読できるように処理するキー管理についての知識が乏
しい方には、暗号化は危険であるように思われていました。自己暗号化ドライブ	
(SED)	は、廃棄対象のドライブを高速かつ容易に手頃なコストで暗号化すること
で、これらの問題を包括的に解決します。

シーゲイト･インスタント・セキュア削除で安全かつ迅速・簡単に
ドライブを破棄 
ドライブ自体に安全に格納されるデータ暗号化キーを使用し、ドライブにデー
タが入力されると、SEDはすべてのユーザ・データを暗号化します。したがっ
て、SEDに保存されたデータはすべて、デフォルトで暗号化されます。このドラ
イブを廃棄したり再使用する場合、所有者はドライブに対しコマンドを送信し、
シーゲイト･インスタント・セキュア削除	(ISE)	を実行します。シーゲイトISE
は、SEDの暗号削除機能を使用して、データ暗号化キーを変更します1。この暗号
削除機能は、図1に示す通り、SED内で暗号化キーを安全に置き換えます。 

データの暗号化に最初に使用したキーを変更する
と、そのキーで暗号化された全データが読取不可能
となり、絶対に復元できなくなります。このよう
に、シーゲイトISEはデバイス上に保存されたデー
タを直ちに安全かつ効率的に破壊し、ドライブを廃
棄、再利用または販売できるようにします。SED
は、配備の際に使用した方法にかかわらず、ドライ
ブ・コントロールの悩みからも、また廃棄処分の経
費の問題からもIT部門を解放し、IT運営費を削減し
ます。シーゲイトSEDは、米国政府の標準暗号化方
式によるセキュリティを採用し、IT効率を低下させ
ることなく、データ・プライバシー・コンプライア
ンスの点から安全な格納場所を確実に提供します。
また、SEDでは、以下のような方法により、ドライ
ブを返却する場合の消去処理が簡単になり、再利用
する場合もハードウェアの価値を維持できます。

•	 ドライブを上書きしたり破壊する必要性がなくなる

•	 保証やリース期限満了時の返却も確実に行える

•	 ドライブを別の目的で安全に再利用または販売 
できる

図1. シーゲイト･インスタント・セキュア削除のプロセス 
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1 シーゲイトは、複数の業界トップや政府機関と連携し、暗号削除を使用したデータ破棄の規格化を完了させようと取り組んでいます。 
これは、ISO/IEC	WD	27040に準じたISO（国際標準化機構）内で実行されています。	



セキュリティに関する各ニーズによって異なるシーゲイトの 
ソリューション
シーゲイトのエンタープライズSEDはすべてシーゲイトISEの機能を発揮します。
その実現方法はさまざまですが、ドライブが使用中になると、いずれかのレベル
のセキュリティが実施されます。いずれのレベルにも既存のレベルの保護機能が
搭載されている点にご注目ください。

•	 保存データの保護および耐タンパー性を用いた保護機能（FIPS	140-2のレベ
ル2）

•	 保存データの保護	

•	 再利用時の保護機能のみ（シーゲイトISE）

これらの各初期設定の当該の削除方法の詳細を表1に記します。ディープSCSIま
たはATAコマンドやコーディングの専門知識を備えたシーゲイトのお客様に向け
て、TCGストレージ、T10、およびT13コマンド・セットおよび仕様を搭載した
シーゲイトSEDを使用する専用ソリューションを開発することも可能です。詳細
は、シーゲイトの販売スタッフにお問い合わせください。	
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シーゲイトの自己暗号化ドライブによる 
インスタント・セキュア削除の実施方法
シーゲイトSEDは、ドライブのインターフェイス・
コマンド・セットと設定に応じてシーゲイトISE
を実行する方法を1つ以上サポートします。たとえ
ば、SATAインターフェイスを搭載したデバイスの場
合、SASインターフェイス対応のものよりもさまざ
まな削除機能がある可能性があります。また、SED
が対応しているTCGストレージ・セキュリティ・プ
ロトコルを介してセキュリティや削除機能をさらに
利用できます。いかなる状況でも、ホスト・コント
ローラは、対応コマンドを介してシーゲイトISEの
サポートを実行する必要がありますのでご注意くだ
さい。	

1.	 保存データの保護機能が設定されたドライブは、
耐タンパー性を用いた保護機能の有無にかかわら
ず、TCGエンタープライズ・プロトコルにより
有効となります。

TCGのストレージ仕様プロトコルを用いて管理
するデバイスは、帯域レベルのシーゲイトISE
に対応しています。帯域レベルのシーゲイトISE
は、ドライブが使用中に、ユーザ・データを保護
するほかに、デバイスに保存したデータの一部ま
たは全部をドライブのほかのデータ帯域に影響を
及ぼすことなく削除できます。データを削除する
この方法は、各帯域でTCGストレージ・セキュ
リティ・プロトコルを使用して行われ、サード・
パーティのソフトウェアを必要とします。	

TCGストレージ仕様プロトコルを用いて管理さ
れたデバイスは、セキュリティ・プロトコルの
RevertSP方法を呼び出して直ちに削除すること
もできます。このタイプのセキュア削除では、ラ
ベルに印字された32文字のPSID（物理的なセキ
ュアID）を読み取り、安全にドライブを削除して
最初の工場出荷時状態に戻すために、デバイスの
物理的な所有が必要となります。

2.		容易な廃棄処分と再利用時の保護機能のみで設定
されているドライブは、ATAセキュリティ・コマ
ンドにより、有効となります。

	 ATAコマンド・セットを実行するシーゲイトSED
は、ATAセキュリティ削除の準備コマンドとセキ
ュリティ削除ユニットのコマンドを呼び出して削
除されます。これは、シーゲイト独自のシーゲイ
トISEの実装である点にご注目ください。
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図2. あらゆるレベルのセキュリティ対策に対応するSeagate Secure™ ソリューション
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表1. シーゲイト･インスタント・セキュア削除のオプション

初期設定 保存データの保護（耐タンパー性を用いた保護機能あり/なし） 再利用時の保護機能のみ 有効なセキュリティ機能なし

削除方法
TCGセキュリティ・プロトコル		

削除
TCGセキュリティ・プロトコル
RevertSP

ATAセキュリティ 
セキュリティ削除の準備およびセキ
ュリティ削除ユニットのコマンド

サニタイズ 
サニタイズ機能セット/コマンド

対応している設定 TCGストレージ搭載シーゲイトSED TCGストレージ搭載シーゲイトSED シーゲイトSATA	SED
対応シーゲイトSATAおよび
SAS	SED

削除範囲 帯域レベルの暗号削除 全ドライブが暗号によって削除 全ドライブが暗号によって削除 全ドライブが暗号によって削除

悪影響 帯域のロック解除と帯域パスワード
のリセット SEDが工場出荷時状態に戻る ドライブのロック解除とATAセキュリ

ティの無効化
誤消去を防ぐ初期のセキュリ 
ティがない

アクセス制御
ホスト管理されたパスワードまたは
デバイスのデフォルト・パスワード
による認証が必要

ドライブのラベルに印刷された 
(およびバーコード化された）パス 
ワードによる認証が必要

ホスト管理されたパスワードによる
認証が必要

認証されない設計 
(ドライブがロックされている
場合、オペレータはドライブの
操作前にロックを解除する必要
がある）

利点

保存データの保護

FIPS	140-2のレベル2のバリデー
ション

TCGストレージの仕様に基づく		
フル機能のセキュリティ・マネジメ
ント・インターフェイス

保存データの保護

FIPS	140-2のレベル2のバリデー
ション

TCGストレージの仕様に基づくフ 
ル機能のセキュリティ・マネジメ 
ント・インターフェイス

ATAドライブレベル・セキュリティ

標準ATAセキュリティ・コマンド
を使用

管理のオーバヘッドなしで安全
に消去できる（すなわちパス 
ワード管理が不要）

備考 TCG適合ハードウェアおよびソフト
ウェアが必要

ドライブ・セキュリティ・コード
の読み取りにはSEDの物理的な所
有が必要	

標準ATAセキュリティ・コマンド
を利用

コマンドが保護されないため、
データの誤消去や悪意あるデー
タ消去が生じる可能性あり

表1は、SEDでSeagate	ISEを展開するさまざまな方法の概要をまとめたものです。表の脚注もご参照ください。

注

1. ほとんどの場合、高いセキュリティ設定で安全にドライブを消去する方法は、低いセキュリティ設定の場合にも機能します。たとえば、TCGコマンド・セットにも対応する
ドライブを想定した場合（セキュリティ・サポートは、ドライブ・モデルに応じて異なる可能性があります）、RevertSPのプロトコルはATAモードで設定されたドライブ
で動作します。

2. 「保存データの保護」という用語は、動作中のコンピュータ環境で不正アクセスが発生した場合、データ・インターフェイスをロックするように設定されたドライブ上で、
データのセキュリティ侵害に対して非常に強力な保護を発揮するSEDの機能を指しています。

3.	 Federal	Information	Processing	Standard	(FIPS)	Publication	140-2は、暗号モジュールの認証に使用されている米国政府のコンピュータ・セキュリティ基準です。 
これは「Security Requirements for Cryptographic Modules (FIPS PUB 140-2)」と題し、米国国立標準技術研究所 (National	Institute	of	Standards	and	
Technology:	NIST)	が公表したものです。この基準は、慎重に扱うべきではあるが極秘扱いではない、また保護クラスのデータを保護するセキュリティ・システムの範囲 
内で利用されている、暗号モジュールによって満たされるセキュリティ要件を指します。シーゲイトのFIPSドライブは、レベル2（耐タンパー性）の認定を受けています。
詳細は以下をご覧ください。www.seagate.com/docs/pdf/whitepaper/mb605_fips_140_2_faq.pdf	
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シーゲイトSEDでのシーゲイト･インスタント・セキュア削除の 
実施方法
SEDの種類と、安全にデバイスを削除するための選択肢に基づき、実際のデータ
削除はさまざまな方法で提供されます。以下のソリューションが利用できます：

•	 シーゲイトSeaTools™	Windows版ソフトウェア：内外に接続されているス
トレージ・デバイスを診断するPC用フリー・ツール。SeaToolsソフト 
ウェアはシーゲイトISEに対応しています。SeaToolsソフトウェアは、 
www.seagate.co.jp内の、SeaTools	–	診断ソフトウェアのサポートと 
ダウンロードタブにあります。

•	 サードパーティの既製のソリューション：LSIおよびIntelのRAIDコントロー
ラを使用するか、またはIBM(Tivoli	Key	Lifecycle	Manager)、Wave、 
Winmagicなどのフル・キー・マネジメ ント・ソリューションを使用します。	

•	 カスタム/内蔵ソリューション：システムまたはホスト・アプリケーションに
統合された（社内）開発機能でシーゲイトISEをサポート。詳細は、シーゲイ
トの販売スタッフにお問い合わせください。

参考資料
TCGストレージの仕様	—		
www.trustedcomputinggroup.org/developers/storage/specifications

ATAの仕様	—		
www.t13.org/

SCSIの仕様	—		
www.t10.org/

シーゲイトSeaToolsソフトウェア—	
http://www.seagate.com/jp/ja/support/downloads/seatools/

http://www.bis.doc.gov
http://www.seagate.co.jp
www.seagate.co.jp

