
はじめに 
莫大な量の機密データを保存するハードディスク・ドライブ (HDD) およびソ 
リッド・ステート・ドライブ (SSD) を搭載したデータ・センターは、そのドライ
ブが寿命を迎えたときに廃棄する方法を見出す必要があります。しかしながら、
最も多く導入されている方法と言えば、ドライブの上書きと破壊（社内対応また
はサード・パーティの利用のいずれか）であり、費用も時間もかかるうえ、機密
扱いのデータを完全に保護できないケースが多くあります。本稿では、データを
しっかりと保護しながら、ハードディスク・ドライブの廃棄に伴う時間もコスト
も煩わしさも劇的に削減できるという、シーゲイト・インスタント・セキュア削除 
(ISE) 機能搭載自己暗号化ドライブ (SED) テクノロジについて説明します。

ジレンマ：データを保護しながらドライブを廃棄する方法
HDDやSSD製品は通常、3年から5年の寿命とされます。これは不具合が生じる
ためではなく、単に技術的進歩によって時代遅れになってしまうからです。これ
により組織はジレンマに悩まされます。どのような方法をとれば、ドライブに含
まれている重大なデータを保護しながら、安全かつ迅速に、そしてコスト効率よ
くエンタープライズ・ドライブを廃棄できるでしょうか？

データ保護は些細な問題ではありません。業界アナリストの概算では、企業のラ
ップトップやデスクトップPCの80%、またエンタープライズ・サーバの場合は
さらに高い割合で、安全を確保すべき機密扱いの個人情報や財務情報、また知的
財産を含んでいるとされています。HIPAA、グラム-リーチ-ブライリー法、サー
ベンス・オクスリー法といった法規は、いずれもこのデータのプライバシー保護
を組織に義務付けています。米国の多くの州にはデータ漏洩通知法があり（カリ
フォルニア州のSB-1386 Security Breach Information Actなど）、データが侵
害された可能性があると思われる理由がある場合には、被害者となり得る対象者
全員に対してその旨を通知することを義務付けています。その結果、これらの法
規では、セキュリティ違反の金額を極めて高く設定しています。セキュリティ違
反に対する全費用は、安全性を損なわれた記録あたり、データの機密性に応じて
50～300米ドルとされ、これには発見、通知、生産性の損失のほか、顧客の喪失
や法令による罰金、また是正措置も含まれます。つまり、廃棄したドライブに残
っているデータが悪意ある人物の手に渡ったら緊急事態です。
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現行のプロセスは時間も費用もかかりすぎるうえ必ずしもデータ
を保護していません。
データ保護に真剣に取り組む組織は、安全な方法でドライブを廃棄する際に相当
な時間と労力と金額を費やしています。組織がドライブを廃棄する場合、通常は
ドライブを上書きするか、物理的に破壊するか、またはその両方を行います。  
データ・センターの場合は、サード・パーティに敷地外でのドライブ破壊作業を
外注することもあります。あるいはIT組織などでは、データ・センター内でドラ
イブを上書きして、別のデータ・センターや場所に発送することによりドライブ
を再利用していますが、コストも時間もかかるプロセスで、うまくいかないこと
もあります。既存のドライブ廃棄方法のメリットとデメリットについて、詳しく
は付属Aを参照してください。

シーゲイト･インスタント・セキュア削除機能搭載SED— 
ドライブの廃棄を単純化しコストを削減
シーゲイト・インスタント・セキュア削除機能搭載SEDは、既存のハードディス
ク廃棄方法に付随するデメリットを排除し、手間要らずで費用対効果の高い安全
な選択肢を提供しています。

SEDはディスクのすべての内容を暗号化します。こうしたソリューションの中で
も最もセキュアなのがAES-256またはAES-128暗号化アルゴリズムであり、レ
ベル2タイプのデータを扱う政府取引でも使用できるものとして、米国標準技術
局 (National Institute of Standards and Technology: NIST) ではこれらの暗号
化アルゴリズムを認可しています。データは専用のASICチップを使用して、デ
ィスクに書き込まれる前にドライブに入って暗号化されます。データ暗号化キー
は、ドライブ内で安全かつアクセス不可能なエリアに格納されます。読出しを実
行する場合、暗号化されたデータはドライブから移るときにディスク上で解読さ
れます。SEDは常にオン、つまり常に暗号化が行われ、暗号化の機能をオフにす
ることはできません。通常動作中のSEDの暗号化の動作は完全にトランスペアレ
ントです。SEDドライブは、システムのパフォーマンスに一切影響を与えず、非
暗号化ドライブと同様に使用できます。 

シーゲイト・インスタント・セキュア削除機能搭載SEDの廃棄
Seagate Secure™ SEDは、NISTによって安全性が検証された方法を駆使してそ
れ自体の暗号化キーを生成します。ドライブの廃棄時期が来たら、管理者はデー
タ暗号化キーを変えるだけでよいのです。そして、正しいデータ暗号化キーのな
いドライブ上のデータはそのまま自動的に読取不能となることから、ドライブを
安全に再フォーマットできます。

ほかの方法と比較すると、シーゲイトISEなら、あらゆるドライブの処理にかか
る時間を大幅に節約することができます。ドライブを3回上書きすると39時間か
かるのに対し、3TBドライブの削除は暗号化によって1秒未満で完了します。 
シーゲイトISEは、破壊または上書きによるサニタイズにかかるすべてのコスト
を抑えます。データ・センターはもはやドライブを上書きする必要はなく、ドラ
イブを破壊するための機械代を支払う必要もなく、またサード・パーティに依頼
してドライブを廃棄する必要もありません。ハードディスク・ドライブは破壊さ
れないため、暗号によってサニタイズされたドライブは、再利用に向けて組織内
で安全に再支給するか、販売、または寄付できます。 

結論
ドライブを廃棄して再利用する従来の方法は、コス
トと時間がかかるうえ、デー タ・センターが最大限
努力してもデータ保護違反のリスクを完全に抑えら
れないおそれがあります。シーゲイト･インスタン
ト・セキュア削除機能搭載SEDテクノロジーなら、最
適で安全確実なソリューションを実現できます。デ
ータがドライブに書き込まれるときに自動的に暗号
化されるため、そのドライブを廃棄する際、データ・
センターは暗号化キーを文字通り捨てることができ
ます。ドライブ上に残っているデータには、もはや
誰もアクセスできません。データ・センターは時
間、労力、そしてコストを大幅に節減することがで
きますので、ドライブを真の意味で廃棄したり再利
用したりできます。しかもそのデータの安全性の維
持について一切悩む必要がないのです。
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付録A：既存のドライブの廃棄方法のメリットとデメリット
現在最も一般的に導入されているドライブの廃棄方法は2つあります。

•	 ドライブの上書き

•	 ドライブの物理的な破壊

本セクションでは、各アプローチのプラス面とマイナス面について述べます。

ドライブの上書き
データ・センターは通常、ドライブをその後に破壊するか再利用するかといった
プランとは関係なく、データを上書きします。上書きは、データが破壊設備に向
かう途中で侵害されることを回避し、ドライブを再利用する新ユーザがデータに
一切アクセスできないようにするものです。

ドライブに上書きするため、データ・センターはハードディスク上の各位置に0
と1の組合せを書き込むソフトウェア・プログラムを使用し、旧データを隠すた
め、有用なデータをゴミ・データに置き換えます。データの価値および/または業
界基準に応じて、複数回の上書きが必要となります。

組織はデータの上書きの基準に従うことで、それらのデータを復元できないよう
にします。上書きの基準として、機能的ドライブの廃棄または再利用にあたり3
回上書きすることを規定した米国国防総省 (DoD) の5220.22や、1回のワイピン
グ・パス後にドライブを復元不可能にすることを定めた米国国立標準技術研究所 
(NIST) の800-88などがあります。

ドライブの上書きのメリット

上書きはハードドライブを破壊するものではないため、デバイスを再利用できます。
これにより企業にとっては、ドライブの残りの寿命や新品の購入費用に応じて、
ドライブあたり数百ドルの節約となります。ドライブを物理的に破壊する場合
は、データが悪意ある人物の手に渡ることを回避できます。

ドライブの上書きのデメリット

しかしながら、ドライブの上書きには時間がかかるだけでなく、失敗する傾向が
みられ、費用もかさみます。

時間の消費—今日のデータ・センターでは、ハードディスクが非常に大容量とな
っています。3TBが一般的ですが、4TBや5TBドライブを搭載するデータ・セン
ターも登場しています。このような大容量の場合、上書き動作の完了には、実施
されるパスの数やドライブのサイズ、またシステムの速度に応じて、数時間ある
いは数日かかるおそれがあります。たとえば、3TBドライブを1回再フォーマッ
ト/上書きするには13時間かかります。通常、ドライブが再利用される場合、上
書きのプロセスは3回実施されます。ドライブあたり計39時間の計算です。ドラ
イブが大容量になるにつれて、必要な上書き時間は増える一方です。

動作に不具合が生じる可能性—データのエラーや
何らかの不具合により、ドライブが廃棄対象となれ
ば、それが上書きのタイムアウトや失敗の原因とな
る場合もあります。サーボ・エラーによって、ドラ  
イブのデータ検出や上書きが不可能になることもあり
ます。上書きプロセスにたびたび失敗したというお
客様の例もありました。動作が1、2時間後にハング
した場合はプロセスを再開するでしょう。8～10時
間後にハングした場合は、プロセスを中止し構内で
ドライブを破壊することになるため、コストがかさ
み、セキュリティのリスクが生じます。そのため、
データ・センターのスタッフがベビーシッターのよ
うに近くに待機して、プロセスのどの時点で障害が発
生するかを判断する必要が生じることから、上書きプ
ロセスに付随する人員コストがアップするのです。

コスト—データ・センターのスタッフがベビーシッ 
ターのように上書きプロセス中に待機することに
伴うコストのほかに、ハードディスク・ドライブを
サニタイズするためのソフトウェア・プログラムの
コストも、フリーウェアから、1ユーザ・ライセンス
の場合は70米ドル、1,000ユーザ・ライセンスの場
合は4,000米ドル程度1 と、広範囲に変動します。

ドライブの物理的な破壊
組織は一般に、再利用しないドライブを破壊します。
多くは上から下にかけてドリルで穴をあけたり、細
断したり、ハンマーでたたいたり、破砕したりしま
す。組織には、ドライブを社内で破壊するか、デー
タ・センター内で外部企業に破壊させるか、あるい
はサード・パーティにドライブを発送して社外で破
壊させるという選択肢があります。
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1 出典—Survey of solutions from Multi-wipe（www.multiwipe.com）、 
iolo Technologies DataScrubber（www.iolo.com）、 
Lsoft Technologies Active@KillDisk（www.killdisk.com）、 
White Canyon Software WipeDrive（www.whitecanyon.com）、 
Jetico BCWipe（www.jetico.com）、 
Kroll Ontrack Eraser (www.krollontrack.com）。



社内での破壊

ドライブを上書きできない場合、セキュリティ上の理由から、データ・センター
によってはドライブをデータ・センターの外に持ち出せないことがあります。 
部外者がデータ・センターに立ち入れないため、自らドライブを破壊することが
最高レベルのセキュリティとなります。デメリットは、時間、労力、コストの問
題です。破壊を行う機械の費用は、小さな手動の破壊用機械なら950米ドル程度
ですが、業務用複写機サイズの装置になると45,000米ドルまで跳ね上がります2。 
ITスタッフがドライブを破壊するための時間を割く必要があります。物理的に 
ドライブを細かく切断するのは環境上危険なため、ITスタッフは輸送や投棄を 
慎重に手配する必要があります。

外注による敷地内での破壊

外部企業がデータ・センターに立ち入ることが可能な場合、敷地内で破壊させ、
安全性の確保されていないドライブが敷地から流出しないようにします。この方
法を選択することで、ドライブの紛失というリスクは消えます。ITスタッフが物
理的にドライブを破壊してそれを運搬する必要がなくなるため、便利な方法だ
といえます。この選択肢の問題はコストが高いという点です。サード・パーティ
は、標準的なドライブの破壊料金に加えて、運搬料金を請求します。また、部外
者をセキュリティ管理されたエリアに立ち入らせることで、セキュリティのリス
クも生じます。

外注による敷地外での破壊

多くの企業が採用するのは、上書き済みのドライブを敷地外で破壊するよう外部
企業に依頼する方法です。この場合、外部企業はデータ・センターに入ることな
くドライブを廃棄処理します。ただし、台数に応じてコストが跳ね上がるだけで
なく、セキュリティのリスクが完全に解消されたとは言えません。特にデータ・
センターがドライブに適切に上書きしなかった場合にはリスクが伴います。した
がって、データ・センターは、外部企業のシステムが整っており、ドライブ廃棄
のベスト・プラクティスが実践されていることを確認する必要があります。外注
された企業には、信頼できる過程管理体制を確立することが求められます。企業
によっては、顧客がドライブを固定するコンソールを用意し、ドライブが破砕さ
れるまで、そのコンソールを使用して待機中のトラックにドライブを運搬すると
ころもあります。その後、外注された会社は、そのプロセスが終始実行されたこ
とを証明する破壊証明書を発行します。 
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2 出典—Data Devices International (www.datadev.com)
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