
概略

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一定の互換性問題が発生
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問題を軽減するソリューションを提供し
ています。

この情報シートをお読みいただくと、標準部品で構成される今日のシステムについての最新の大容量ドライブの技術をどのように利用で
きるのかが理解できるようになります。WD は、現在の規格品システムの使用に関するソリューションを提供します。エコシステムの未
完部分が追いつくのを待つ必要はありません。

大容量ドライブ用標準システムの最適化

512 バイト セクタ サイズの制限

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 システムは、2.19 TB という障壁に遭遇しています。これらのオペレーティング システムが対応できるのは最大容量
232 論理ブロック x（セクタ サイズ）にすぎず、最も一般的に使用されているセクタ サイズが 512 バイトだからです。計算をしてみれば、
容量制限が 2.19 TB（2,199,023,255,552 バイト）であることがわかります。Windows XP などのオペレーティング システムには、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 ドライブからのブートにしか対応しないものがあるので、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。システムの BIOS とオペレーティング システム ドライバは、正しくブートし、動作する
ためには、ハード ドライブの容量と幾何学的形状が一致している必要があります。システムを問題なくブートするには、複数のソフト
ウェア層に渡って一致がなされていけなければなりません。

512 バイト以上（2.19 TB 以上）のセクタ サイズに移行するためのソリューションを WD が提供

WD は、面密度のリーダーシップを背景として、業界のパートナー、システム プロバイダ、およびオペレーティング 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ためのソリューション提供を先導しています。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。

オペレーティング システムに関する考察 :

大容量ドライブにブートするには、Globally Unique Identifier (GUID) パーティションを使用する Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
に適合するシステムが必要です。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 システムや UEFI システムに関連して GPT パーティショニングを使用する 32 ビットおよび 64 ビット オペレーティング シス
テムについては 2 次ストレージ を使用できます。

Windows XP は、2.19 TB 以上のドライブの実装を可能にする GPT などの新しいパーティション タイプには対応していません。XP は現
在サポートされていません。

USB 搭載ストレージ ソリューション プロバイダは、USB Bridge ファームウェア内の大容量ドライブに関連する多くの問題を解決して
きました。大きなセクタ サイズを使用する大容量ドライブを単一のドライブで提供するプロバイダがいる一方、ホストに大容量ドライ
ブを 1 台以上の小型のドライブで提供するプロバイダもいます。これらのソリューションの実行に関する詳細については USB Bridge プ
ロバイダにご相談ください。
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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。当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 ベンダーがこれらの
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。

6
* 大容量ドライブがサポートされるかどうか、およびサポート方法については、USB Bridge プロバイダに確認してください。
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業界の進歩が大容量ドライブを可能にする

業界には大容量ドライブを可能にする前進がいくつかあります。

大型セクタ サイズの使用

2.19 TB の境界を突破する 1 つの方法は、使用セクタ サイズを大きくし、アドレス可能なブロックの数を同じに維持することでしょう。
4096 (4K) バイトのセクタ サイズを使用することによって、最大容量 232 x 4096 バイトまたは 17.59 TB にアドレスするシステムが可能に
なります。残念ながら、WD は、512 バイトを超えるセクタ サイズを使用する装置との多くのアプリケーションの非互換性があるため、
現時点では実行可能ではないテストによって確認しています。しかしながら、ハード ドライブ メーカーは、業界のパートナーと協力し
て、将来はさらに大きなネイティブ セクタ サイズを使用しようとしています。

WD は、いくつかのハード ドライブ モデルで 4096 バイトまたは 4 KB の物理的セクタ サイズ使用に移行しています。これは アドバンス
ト フォーマット (AF) 技術と呼ばれています。このドライブはメディアにデータを保存するために 4096 バイトのセクタ サイズを使用して
いることがありますが、アプリケーションの非互換性を避けるため、512 バイト (512e) を使用するディスクについてレポートし、エミュ
レーションを行っています。

MBR の代わりに GPT を使用

業界で採用されているソリューションは、マスター ブート レコード (MBR) パーティション テーブルの代わりに、別名 GPT として知られ
る GUID パーティション テーブルを使用することです。UEFI は、ブート プロセスを改革するためのコンピュータ業界の多くの企業によ
るコミュニティの努力です。このパーティショニングの方法は、最大 18 エクサバイト (264) の論理ブロック アドレス指定に対応します。
UEFI 可能システムはすでに出荷されており、さらに多くが準備中です。現在の Windows オペレーティング システムを 2.19 TB を超える
ドライブからブートするには、システムには UEFI サポートと 64 ビット バージョンの OS が必要であり、GPT パーティションを作成し
たり使用することが必要です。

UEFI 仕様はオペレーティング システムとプラットフォーム ファームウェア間のインタフェース用新モデルを定義します。インタフェー
スは、プラットフォーム関連情報、およびオペレーティング システムとそのローダーに使用できるブートおよびランタイム サービス コー
ルを含むデータ テーブルで構成されます。これらを合わせて、オペレーティング システムをブートし、プレブート アプリケーションを
実行する標準環境を提供します。

大容量ドライブを実装するための WD の暫定ソリューションの実行

既存のレガシー（UEFI 非対応）BIOS マザーボードと、Windows Vista や Windows 7 のような GPT 対応オペレーティング システムは、適
切なストレージ クラス ドライバと組み合わされて、2 次ストレージ として 2.19 TB を超えるドライブを使用することができますが、現
在、2.19 TB を超えるドライブをサポートするドライバを提供しない多くのホスト バス アダプタ (HBA) およびチップ セット ベンダが存
在します。このようなタイプの互換性問題にソリューションを提供するため、WD は、大容量の WD Caviar® Green™ 2.5 TB と 3 TB ドラ
イブを、AHCI 適合 HBA でバンドリングしていますが、これをインストールすると、オペレーティング システムが既知のドライバを使用
して大容量のドライブを正確にサポートすることが可能になります。このバンドリングは、大容量ドライブのためのサポートで更新され
たストレージ ドライバとシステム ソフトウェアが使用可能になるときまで、短期ソリューションを提供します。

具体例：エンド ユーザーが、既存のデスクトップ コンピュータ システムに 2 次ドライブを追加し、Windows などのオペレーティン
グ システムを実行するレガシー（UEFI 非対応）マザーボードに Intel ベースのチップセットなどのチップセットを組込む場合、サー
ド パーティのストレージ クラス ドライバは 2.19 TB を超えるドライブを適切にサポートできないことがあります。大容量ドライブ
が直接ネイティブ マザーボード SATA コントローラに取り付けられる場合、サード パーティのドライバがトライブに付随している
ことがあり、ドライバはドライブの全容量を認識せず、結果として非互換性の問題が発生します。ドライバをアンインストールする
場合にステム全体が動作不能になる可能性があります。

しかし、ドライブを WD によってバンドリングされた HBA に接続すると、Windows オペレーティング システムはネイティブ AHCI
ドライバをロードし、それによって大容量ドライブを正確にサポートし、正常なパーティショニングとドライブの使用が可能になり
ます。

上の例は WD がバンドリングを行った HBA が非互換性ドライバによる問題を解決する多くの事例の 1 つにすぎません。

大容量ドライブの利用方法

WD は、今日の技術による現在のコンピュータシステムの構成であっても、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）を実装し、お客様のシステムのオペレーティング シ
ステムが既知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してください。

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するには、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 には 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。

大容量の WD ドライブをレガシー システムで実装すると、大容量ドライブを 2 次ストレージ として使用することが可能になり、GPT
パーティションを使用します。

上記の 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。

大容量ドライブの実装に関する詳細な情報と支援については WD 担当に連絡するか、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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