
大容量ドライブ
テクノロジーの概要

互換性の問題とは?
レガシー BIOS やマスター ブート レコード (MBR) パーティション テーブル スキームを使用する Windows® XP 演算環境などの従来
のオペレーティング システムには、2.19 TB という障壁があります。これらのオペレーティング システムは、MBR (マスター ブート レコ
ード) パーティション フォーマット ドライブしかサポートしてしないため、さらに大容量のドライブに移行しようとするときに制限があ
ります。

OS 制限の問題とは?
Windows Vista の 32 ビットあるいは Windows 7 の 32 ビットなど、現在ご使用の 32 ビットの Windows オペレーティングシステム
のバージョンは、現在、MBR パーティショニング方式を使用してフォーマットされたドライブのブートのみをサポートしています。した
がって、大容量ドライブではこれらのオペレーティングシステムによるブートを選択することができません。

解決策はありますか?
WD は、面密度の先駆者として、業界のパートナー、システム プロバイダ、オペレーティング システム ベンダーと協力して 2.19 TB を
超えるドライブのソリューションの実現に取り組んでいます。 現在の 2.19 TB 容量という障壁を超えるドライブに対するサポートと
は 、大 容 量ドライブ をうまく統 合 するた め にこれらのソリューションを 実 行 することを 意 味します。詳 細 に つ いては 、 
http://products.wdc.com/largecapacitydrives をご覧ください。

現在、SATA ハード ドライブ は、単一のドライブに最大 3 TB を保
存することが可能です。このような大容量ではある種の互換性に
関する問題が発生します。WD® は、業界に先駆けて、2.19 TB 以上
の大容量ドライブを実装する場合、このような互換性の問題を軽
減するソリューションを提供しています。
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ストレージ容量の仕様は、1 メガバイト(MB) = 100 万バイト、1 ギガバイト(GB) = 10 億バイト、1 テラバイト(TB) = 1 兆バイトです。合計アクセス可能容量は、動作環境によって変動する場合があります。転
送レートまたはインターフェースの仕様は、メガバイト/秒(MB/s) = 100 万バイト/秒、ギガビット/秒(Gb/s)=10 億ビット/秒です。 

                                      2178-771136-R00 2010 年 10 月

大容量ドライブの実装に関する詳細な情報とサポートについては WD 担当にご連絡いただくか、またはウェブサイトの 
http://products.wdc.com/largecapacitydrives をご覧ください。
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1  現在 WD は、これらのアプリケーションに直接サポートを提供していません。 弊社はパートナーと広く協力をしており、ソリューションを提供する可能性があります。 HBA および RAID コントローラ ベンダーは、こ
れらのアプリケーションのソリューションを開発している可能性があります。

2 Linux ソリューションが使用可能です。 大容量ドライブ用の使用については、御社のオペレーティング システム プロバイダにご相談ください。
3 HBA に使用可能な PCI-E スロットが必要です。 ネイティブ Windows Advanced Host Controller Interface (AHCI) ドライバの使用によってのみサポートされます。
4 Apple Bootcamp は、現在サポートされていません。 サポートは、オペレーティング システムのみに限定されます。
5 ブート サポートには、UEFI サポートと 64 ビット バージョンの OS  システムが必要です。 UEFI サポートのマザーボードのリストをご覧ください。
6 32-ビットの Windows は、大容量ドライブのブートをサポートしていません。 

解決策はありますか? (続く)
WD は、既存技術によるコンピュータ システム構成であっても、大容量ドライブを利用するために使用できる多くのオプションを提
供します。

•   WD バンドル （AHCI 対応 HBA 付属の大容量 WD Caviar Green 2.5 TB および 3 TB） を実装すると、お客様のシステムのオペレ
ーティング システムは、現在のドライバを使用して大容量ドライブを正確にサポートできるようになります。

•   大容量の WD ドライブをシステム起動ドライブとして実装してください。これには、UEFI サポートを含むシステムが必要であり、
GPT パーティションを使用します。Windows は、64 ビット バージョンのオペレーティング システムが必要です。

•   レガシー システムに大容量の WD ドライブを実装してください。これによって、GPT パーティションを使用して、大容量ドライ
ブを 2 次ストレージ のみに使用することが可能になります。

下記の Windows をベースとするオペレーティング システムを再度ご検討いただき、現在ご使用のシステムで大容量ドライブを実
装できるオプションの決定、また将来のオペレーティング システムとコンピュータ システム購入計画の一助にしてください。


