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ユーザは、シーゲイトSecure™ ドライブを活用することで、性能を低下させること
なくシステムに保存されたデータを安全に管理し、必要に応じてすべてのデータを一 
瞬で安全に削除できます。

シーゲイトは、パーソナル・コンピューティングおよびエンタープライズ環境対応
のTCG暗号化を使用し、ISE、SEDおよびSED + FIPSの3つの設定に対応させるこ
とで、ユーザのセキュリティ管理を実現させます。

•	 シーゲイトInstant Secure Erase (ISE) は複数のシーゲイト・エンタープライズ・
ドライブに内蔵されており、ユーザは暗号化キーを変更することにより、全デー 
タを暗号化して消去することができます。これにより、簡単で安全なドライブの 
廃棄と目的変更が可能になります。ドライブを暗号化して消去する方法は2つあ
ります：1) ISE ATAコマンドを使用、または 2) すべてのSeagate Secureドライブ
に記載されているPSID（物理的なセキュアID）番号を活用。両機能は、ドライブ
を出荷時の設定にリセットし、4秒以内にドライブを安全に廃棄および目的変更
できます。  

•	 自己暗号化ドライブ (SED) により、ユーザは、個人レベルおよび企業レベルで
ドライブ・セキュリティを管理することができ、データ・センター向けの用途
に拡張させることができます。サードパーティ・ソフトウェアを使用すると、
パスワードが暗号化され、正しいパスワードが入力されるまで暗号化を維持する 
ため、ハッキングされません。ドライブは、ISEまたはPSID機能を使用しても消
去できます。



セキュリティ・セレクション・ガイド

機能 Laptop Thin HDD Enterprise Value HDD/Terascale Enterprise Capacity 2.5 HDD Enterprise Capacity 3.5 HDD 

ドライブの種類 HDD HDD HDD HDD

フォーム・ファクタ（インチ） 2.5 3.5 2.5 3.5

シーゲイトInstant Secure Erase • • •

自己暗号化ドライブ (SED) • • •

FIPS SED1 • • •

主なアプリケーション

パーソナル・コンピューティング、 
ノートPCコンピューティングおよび
外付けストレージ 

クラウド内の非構造化データ向けに、
優れたコスト効率と低消費電力を実現
する大容量ストレージを構築

•	サーバやブレード・サーバの容量の
最大化 

•	高密度直接接続型ストレージ (DAS)、 
ストレージ・エリア・ネットワーク  
(SAN)、ネットワーク・アタッチド・ 
ストレージ (Enterprise NAS) の構築 

•	リッチ・メディア・コンテンツや一
元管理された監視データの保存 

•	クラウドコンピューティングのスト
レージ要件への対応 

信頼性が高く、安全で一貫性のあるス
トレージ・パフォーマンスと最低限の
消費電力により、あらゆるシャーシや
ストレージ環境において大量の非構造
化データの保存を実現

標準的なデータ形式

ポータブル・コンピューティング、 
ファイル、データベース、アプリ 
ケーション

•	クラウド・ストレージ・サーバ 
•	クラウド・ストレージ・アレイ 
•	クラウド・バックアップ・ 

ストレージ 
•	ダイレクト・アタッチド外付スト 

レージ・デバイス (DAS) 

•	ネットワーク・アタッチド・スト 
レージ・デバイス (NAS) 

•	スペースが制限されているデータ・
センター

•	ストレージを大量に使用するビジ 
ネス・アプリケーション 

•	SAN、NASおよびDAS 

•	大容量サーバおよびブレード・ 
サーバ 

•	リッチ・メディア・コンテンツ・ 
ストレージ 

•	エンタープライズ・バックアップお
よび修復—D2Dおよび仮想テープ 

•	クラウド・コンピューティング 

•	大容量RAIDストレージ 
•	メインストリーム・エンタープ

ライズ外付ストレージ・アレイ
（SAN、NAS、DAS） 

•	大容量クラウド・データ・スト 
レージ 

•	エンタープライズ・バックアップ 
および修復（D2D、仮想テープ） 

•	中央化された監視 

環境
ポータブルなノートPCが外出先での
利便性を実現

SME、クラウドおよびエンタープラ
イズ・クラスのデータ・センターに 
おけるマルチドライブ・システム

温度および湿度が管理されている 
データ・センターおよびマルチド 
ライブ・システム

温度および湿度が管理されている 
データ・センターおよびマルチド 
ライブ・システム

通電時間 必要時にオン、週5日、1日8時間 常にオン、24時間365日 常にオン、24時間365日 常にオン、24時間365日

インターフェイス SATA SATA SATA、SAS SATA、SAS

動作時のデューティ・サイクル 低 中 高 高

回転振動 (RV) サポート 非対応 対応 対応 対応

容量2 250GB～500GB 1TB～4TB 250GB～1TB 1TB～4TB

1 以下でFIPS 140-2レベル2証明をご参照ください：http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 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。

•	 シーゲイトは、最高レベルのセキュリティを搭載した、世界 
唯一のSED + FIPSドライブを提供しています。シーゲイトは、 
慎重な扱いが要求されるが機密扱いでない (SBU) データを使 
用するにあたり、IT製品が準拠する必要のある暗号化および 
関連する安全上の要件を示した米国政府が定める基準である 
FIPS（連邦情報処理規格）140-2認証を取得した、唯一のドラ 
イブメーカーです。SED + FIPSドライブには、シーゲイト
SEDおよびISE設定のすべての機能に加えて、FIPS不正開封
防止ラベルも含まれているため、ドライブが物理的な危険に
さらされたかどうかがはっきりと示されます。FIPS設定は、
米国政府およびカナダ政府によって承認されています。         

シーゲイトは、紛失または盗難の可能性があるデバイス上の 
データをユーザが保護できるようにし、さらに高速で安全な 
データ消去/廃棄の管理を実現します。

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html
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1 以下でFIPS 140-2レベル2証明をご参照ください：http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 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。

機能 Enterprise Performance 10K HDD Enterprise Performance 15K HDD Cheetah® 15K 1200 SSD

ドライブの種類 HDD HDD HDD SSD

フォーム・ファクタ（インチ） 2.5 2.5 3.5 2.5

シーゲイトInstant Secure Erase •

自己暗号化ドライブ (SED) • • • •

FIPS SED1 • • • •

主なアプリケーション

•	ミッション・クリティカルなサーバ
および外付ストレージ・アレイの 
構築 

•	消費電力およびスペースが制限され
ているデータ・センターの強化 

•	セキュリティ強化のためのIT要件へ
の適合 

•	環境を配慮したITの取り組みの実現 
•	3.5インチ・ドライブ・システムか

ら次世代テクノロジーへの移行

•	トランザクションベースのアプリ 
ケーションをホストするブレード・
サーバ、ラック型サーバ、タワー型
サーバの作成 

•	消費電力およびスペースが制限さ 
れているデータ・センター向けの 
ソリューションの実現  

•	従来の3.5インチ・システムからよ
り効率の高い2.5インチ・ソリュー
ションへの移行 

外付け3.5インチSAN、NASおよび
DASストレージ・プラットフォーム 
における業務およびトランザクショ 
ン処理

•	IOPSを必要とする、高性能コン 
ピューティング、オンライン取引 
処理、大容量データ分析といったエ
ンタープライズ・アプリケーション

•	データの高可用性と完全性、およ 
びインターフェイスのフェイルオー
バー冗長化を必要とするエンタープ
ライズ・アプリケーション 

•	外付けエンタープライズ・スト 
レージ・ソリューションおよび
サーバ 

標準的なデータ形式

•	ミッション・クリティカルなサーバ
および外付ストレージ・アレイ 

•	消費電力およびスペースが制限され
ているデータ・センター 

•	環境に優しいITの実現やドライブ破
棄コスト削減に向けた取り組み 

•	コンプライアンスまたはデータ・ 
セキュリティに関する取り組み 

•	3.5インチ・ドライブ・システムか
ら次世代テクノロジへの移行 

•	高性能ティア1エンタープライズ・
サーバ 

•	トランザクション・ベースのアプ 
リケーションをホストするブレー 
ド型、ラック型およびタワー型
サーバ 

•	消費電力およびスペースが
制限されているデータ・ 
センター 

•	コンプライアンスおよびデータ・ 
セキュリティに関する取り組み 

•	業務およびトランザクション処理シ
ステム

•	ストレージ・エリア・ネットワーク 
(SAN) およびネットワーク・アタッ
チド・ストレージ (NAS)

•	Eメール、意思決定支援、インター
ネット、eコマース

複雑で書き込みが多く、さまざまな 
作業負荷が混在する要求の厳しいエ 
ンタープライズ・アプリケーション 

環境
温度および湿度が管理されている 
データ・センターおよびマルチド 
ライブ・システム

温度および湿度が管理されている 
データ・センターおよびマルチド 
ライブ・システム

温度および湿度が管理されている 
データ・センターおよびマルチド 
ライブ・システム

温度および湿度が管理されている 
データ・センターおよびマルチド 
ライブ・システム

通電時間 常にオン、24時間365日 常にオン、24時間365日 常にオン、24時間365日 常にオン、24時間365日

インターフェイス SAS SAS SAS SAS

動作時のデューティ・サイクル 高 高 高 高

回転振動 (RV) サポート 対応 対応 対応 —

容量2 300GB～1,200GB 146GB～600GB 300GB～600GB 200GB～800GB

セキュリティ・セレクション・ガイド

http://www.bis.doc.gov
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html

