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株式会社アスク

ハードディスクの内容を丸ごと消去！
―情報漏えい対策・社内の廃棄資産管理から商用利用まで対応―
すべて

『パソコン 全 消去』
2010 年 8 月 12 日（木）発売
株式会社アスク（本社：東京都新宿区下宮比町 2-6 代表取締役：天谷修身）は、パソコンの内蔵ハードディスク、
USB 接続の外付けハードディスク、USB メモリなどに保存されたデータを完全に抹消するＰＣソフト『パソコン全
（すべて）消去』を、2010 年 8 月 12 日（木）に発売致します。

【製品概要】

個人情報や重要情報の漏えいを未然に防止
パソコンのハードディスク内に記録されてデータは、削除したりフォーマットしただけでは、完全に消去することができま
せん。
現在使用しているパソコンだけでなく、不要になって手放したパソコンや、捨てたハードディスク、USB メモリなど、気に
留めていなかった廃棄物から大切な情報が漏れてしまう可能性があります。
『パソコン全消去』は、パソコンの内蔵ハードディスク、USB 接続の外付けハードディスク、USB メモリなどに保存された
データを完全に消去し、買い替えや交換時の情報漏えいを防ぐソフトです。

すべて

こんなときに『パソコン 全 消去』を！

パソコンを捨てたい／人に譲りたい

クレジットカード番号やパスワードを知られたくない

外付けドライブや USB メモリのデータも消したい

パソコンをリサイクル販売したい

★自分の個人情報は自分で守る！『個人向けパッケージ』
個人のパソコンにも住所や電話番号、メールアドレス、ネットサービスのアカウントやパスワード、クレジットカードの番号
など、重要なデータが山のように入っていることでしょう。
情報漏えい対策はビジネスのみならず、日常生活でも必要不可欠です。
『パソコン全消去』なら、専門業者も認める消去性能を、ご家庭でも簡単に導入できます。
なお、『個人向けパッケージ』では、５種類の消去方式をサポートしています。
★さまざまなニーズに対応する『法人向けシステム』
『パソコン全消去』では、企業内リサイクルから商用利用まで、用途にあわせた３種類の『法人向けシステム』をご用意し
ています。
いずれも、使用回数無制限※１でご利用いただけます。
※１ 同一事業所内に限ります。他事業所（拠点）にてご利用になる場合は別途追加ライセンスが必要となります。

①コーポレートエディション
企業内のパソコンを消去したい要望に応えるシステムです。社内パソコンを廃棄したり、レンタルパソコンの返却時
やリサイクル企業に譲渡する場合など、自社スタッフで消去作業をするときに便利です。
5 種類の消去方式をサポートしています。
※自社以外のパソコンのハードディスクを消去することはできません。
②エンタープライズ
ハードディスクの消去をサービスとして行う企業に最適なシステムです。自社内のパソコンはもちろんのこと、他社の
企業のパソコンのデータの消去を行うことを許可しています。
9 種類の消去方式をサポートしています。
また、消去証明を印刷するプログラムも付属しています。

③プロフェッショナル
パソコンのリユース工場などで効率よくパソコンのハードディスク内のデータを消去することができるシステムで、消
去を管理するサーバーシステムで提供されます。消去したいパソコンをサーバーと LAN で接続し、LAN ブートでサ
ーバーからプログラムを起動します。
同時に複数のパソコンの消去が可能です。
9 種類の消去方式をサポートしています。
消去したパソコンのログはサーバー内に記録され、消去証明として印刷できます。

【特長】
●ウィザード形式だから操作が簡単
●並行処理 OK
●パーティション単位の消去に対応
●Windows が動かないパソコンも消去 OK
●消去ログを保存可能／消去証明書印刷可能
●使用回数無制限

製品の特長
■ウィザード形式だから操作が簡単
５ステップで画面の指示に従って操作するだけで、どなたでも簡単に消去作業を実行できます。

Step1

Step2

Step3

パソコンの情報を自動的に取得します。

消去領域の設定を⾏います。

消去⽅式と消去後の処理⽅法、ログに
関する設定を⾏います。

Step4

Step5

消去の実⾏状況がリアルタイムで把握で

消去結果が一目で確認できます。

きます。

■並行処理ＯＫ
『個人向けパッケージ』および『法人向けシステム』の「コーポレート」「エンタープライズ」では、内蔵ハードディスクは一
度に４台まで、 USB 接続のハードディスクや USB メモリはあわせて４台まで、合計８台までのドライブを一度に消去でき
ます。
また、CD ブートを利用してプログラムが一旦起動すれば、CD を取り外すことができますので、次から次へと消去作業
を始めることができます。

『法人向けシステム』の「プロフェッショナル」では、LAN に多くのパソコンを接続することにより、大量のパソコンを同時
に消去することができます。

サーバー

ターゲット PC

■パーティション単位の消去に対応
ディスク全体の消去のほか、パーティション領域ごとに消去も可能です。どのパーティション領域を消去するか、画面で
簡単に設定できます。
■Windows が動かないパソコンも消去 OK
CD ブートに対応しているので、OS がインストールされていないパソコンや、Windows 以外の OS（Linux）がインストール
されている PC/AT 互換機でもプログラムを起動し、消去を実行できます。

■消去ログを保存可能／消去証明書印刷可能
消去作業の結果やハードウェア情報などを、27 項目（最大 104 項目）にわたって詳細に記録したログ（CSV 形式）を保
存できます。
システムや資産管理などの企業ユースにも適応します。
また、法人向けシステム「エンタープライズ」「プロフェッショナル」では、消去ログをもとに消去証明書を印刷することが
できます。
アスク『パソコン全消去』

A 社製消去ソフト

B 社製消去ソフト

14 項目

14 項目

27 項目
基本項目

・作業者

・担当者名

・資産番号
パソコン
情報

・メーカー名

・製造元

・型番

・型番

・シリアル番号

・製造番号

・マザーボードのメーカー名

・CPU 名

・マザーボード名

・メモリ容量

・マザーボードのシリアル番号
・CPU 名
・クロック
・メモリ総容量
・スロット１のメモリ容量
・スロット２のメモリ容量
・スロット３のメモリ容量
・スロット４のメモリ容量
ドライブ
情報

消去情報

・メーカー名

・シリアル番号

・ドライブ名

・型番

・容量

・型番

・シリアル番号

・シリアル番号

・容量

・容量

・インターフェイス

・総セクタ数

・パーティション情報

・不良セクタ数

・消去方式

・消去方式

・抹消レベル

・消去指定

・抹消結果

・消去方式

・エラーの個数

・書き込み回数

・消去開始日時

・抹消開始日時

・消去開始日時

・消去終了日時

・抹消終了日時

・消去時間

・消去結果

・先頭セクタのスナップショット

・先頭セクタのスナップショット

（ドライブ/パーティション単位）

・消去後の処理

・中間セクタのスナップショット
・最終セクタのスナップショット

■使用回数無制限
『個人向けパッケージ』は、個人利用の場合に限り、何台でも無制限に消去作業を行うことができます。
法人向けの方は、『法人向けシステム』を導入いただくことで、使用回数無制限でご利用いただけます。

商品情報
■発売日

2010 年 8 月 12 日（木）

■製品情報

http://www.ask-ware.jp ※発売日間近に製品情報を掲載予定

■製品ラインナップ
法人向けパッケージ

個人向け
パッケージ
7,140 円→3,980 円

標準価格（税込）

対象

（発売記念・数量限定）
個人

エンタープライズ

プロフェッショナル

98,000 円

198,000 円

1,480,000 円

一般企業

消去証明が不要な企業

提供媒体

対応起動方式

コーポレート

消去サービスを行なって

リユース業者

いる企業

中古パソコンの売買を

一般企業・業者

行なっている企業

ソフトウェア CD


Windows からアプリケーションを起動して消去



CD ブート消去

サーバ PC

※パソコンの設定により、Windows 上からアプリケーションが起動できない場合があり



LAN ブート消去

ます。

対応消去

消去方式



システムドライブ以外を消去



ハードディスクを指定して消去



パーティションを指定して消去



外付けハードディスクを指定して消去



リムーバブルメディア（USB メモリ、ブリッジメディアなど）を指定して消去


ハーフブロック 00 書き込み



全セクタ 00 書き込み（ゼロライト）



ハーフブロック 00 書き込み



全セクタランダム書き込み



全セクタ 00 書き込み（ゼロライト）



NSA 方式（米国国家安全保障局方式）



全セクタランダム書き込み



DoD5220-22M（米国国防省方式）



NSA 方式（米国国家安全保障局方式）



US Army（米国陸軍方式）



DoD5220-22M（米国国防省方式）



US Navy（米国海軍方式）



Air Force（米国空軍方式）



グートマン方式

対応

IDE／E-IDE／SATA／USB

インターフェース
対応ドライブ数

１度の消去で、最大８台（内蔵ハードディスク４台＋外部接続４台）
使用回数無制限
同一事業所内での利用に限る

個人利用の場合に限り

使用回数無制限

無制限

利用可能台数

（法人利用の場合は
10 台まで）

他事業所（他拠点）にて

他事業所（他拠点）にて

同一事業所内での

ご利用の場合は、別途追

ご利用の場合は、別途追

利用に限る

加ライセンスが必要

加ライセンスが必要

（10,500 円/事業所）

その他機能

（FAT32）


商用利用

データ消去後、ハードディスクをフォーマット
消去ログ作成（CSV）
×

（21,000 円/事業所）


データ消去後、ハードディスクをフォーマット
（FAT32）



消去ログ作成（CSV）



消去証明書印刷機能
○

動作環境
●パソコン本体： PC/AT 互換機
●OS： CD ブート時は不要。インストールして使用する場合は、Windows 7*/Windows Vista*/Windows XP
●CPU： Intel Pentium III

*32/64 ビット対応

333MHz 以上、または、その互換以上

●メモリ： 256MB 以上
●HDD： インストールしない場合は不要。インストールして使用する場合は、400MB 以上の空き容量
●モニタ： 画像解像度 800×600 以上、32 ビットカラーが使用できるビデオカードとモニタ
●ディスクドライブ： CD-ROM の読み取りが可能な光学ドライブ（CD ブート時は、ブート可能は光学ドライブ）
●その他：


外付けハードディスク/USB メモリの消去、消去ログの保存を行なう場合は、USB ポート（バージョン 1.1 以上）が必要です。



LAN ブートを行なうときは、LAN カードが必要です（「プロフェッショナル」のみ）



インストールを行なうときは、管理者権限でログインしている必要があります。



他のアプリケーションを終了したうえで、消去作業を実行してください。



RAID、GPT（GUID パーティションテーブル）、SCSI には対応していません。



お使いのパソコンにブートに関するユーティリティを使っている場合（マルチブートシステムなど）は、Windows からの消去システム
が正常に起動しない場合があります。その場合は、CD ブートの消去プログラムをご使用ください。

＜ご注意ください＞


消去したデータは、どのような手段を用いても、復元することはできません。



USB 接続の容量の大きいハードディスクを消去する場合、非常に時間のかかる場合があります。



ディスク上のセクタに異常がある場合は、異常セクタのデータは消去することができません。また、損傷や電気系統の異常など、
物理的にアクセスできなくなっているディスク上のデータも消去することはできません。

お客様 お問い合わせ先
■アスクカスタマーサポートセンター
ご購入前相談窓口： http://www.ask-ware.jp/salessupport.html
報道関係者様 お問い合わせ先
■株式会社アスク ソフトウェア事業部
Tel 03-3267-6808

e-mail pr@ask-digital.co.jp

評価版をご希望の場合はご連絡ください。
------------------------------------------------------------------------------------------------※記載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です

