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IoTをさらに加速させる
ウエスタンデジタルからのご提案

厳しい性能要件に対応
超高速NVMeフラッシュストレージ

Western Digital® CL SN720 NVMe 
SSD は、商用および組み込みのアプ

リケーションにあったパフォーマンスの限界
を打破し、最も過酷な IoT および組み込みア
プリケーションに卓越した性能、信頼性およ
び大容量をコンパクトなサイズで提供します。
PCI e  G e n 3  x4 をサポートする Western 
Digital CL SN720 NVMe SSD は、 高 パ
フォーマンスと低消費電力の両方を必要と
するアプリケーションのために設計されてお
り、64 層 3D NAND、自社製コントローラー、
ファームウェア、徹底したテストを含めて完
全に統合されたソリューションによって堅牢

で信頼性の高いデザインを長期間に渡って提
供します。
　将来の需要に備えたスケーラブルなウエ
スタンデジタル独自の階層キャッシュ NVMe
ア ー キ テ ク チ ャで 設 計 さ れ た Western 
Digital CL SN720 NVMe SSD は、読み取り
最大 3,400MB/ 秒、書き込み最大 2,800MB/
秒の高速のシーケンシャルアクセス速度と 
最 大 50 0TBW の 高 耐久性を提 供します。
本製品は、M.2 2280 の各フォーム ファク
ター、256GB から 2TB の容量モデルで提
供されます。

パフォーマンスとコストの最適なバランス
高速 NVMeフラッシュストレージ

Western Digital
CL SN520 NVMe SSD

Western Digital®

CL SN720 NVMe SSD

Western Digital CL SN520 NVMe 
SSD は、 革 新 的 な 新 世 代 の IoT

アプリケーション開発を推進する堅牢なソ
リューションを提供します。スケーラブルな
NVMe アーキテクチャは、SATA SSD をは
るかに凌ぐパフォーマンスを発揮するととも
に電力消費を 2.5mWの低いレベルにまで最
適化します。
　PCIe Gen3 x 2 をサポートする Western 
Digital CL SN520 NVMe SSD は、ストレー
ジに使用できる PCIe レーンの数が限られた
IoT 機器でも、高パフォーマンスと低消費電
力の両方を必要とするアプリケーションのた

めに設計されており、64 層 3D NAND、自
社製コントローラー、ファームウェア、徹底し
たテストを含めて完全に統合されたソリュー
ションによって、堅牢で信頼性の高いデザイ
ンを長期間に渡って提供します。
　Western Digital CL SN520 NVMe SSD
は、読み取り最大 1,700MB/ 秒、書き込み
最大 1,400MB/ 秒の高速のシーケンシャル
アクセス速 度と最大 300TBW の高耐久性
を提供します。本製品は、M.2 2230、M.2 
2242、M.2 2280 の各フォームファクター、
128GB から 512GB の容量モデルで提供さ
れます。
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HDD からの置き換えに最適
汎用的な 2.5 インチ SATA SSD

SanDisk® X600
 3D NAND SATA SSD
Product

SanDisk® X600 3D NAND SATA SSD
は、ウエスタンデジタル の 64 層 3D 

NAND と実績のある SSDプラットフォーム
を組み合わせることにより、IoT 機器に必要
な高い信頼性、耐久性、性能および大容量を
提供します。
　nCache™ 2.0 およ び DataGuard™ クラ
イアント テクノロジーの搭載で優れた耐久性
を実現するとともに、想定外の出来事が発生
した場合でもシームレスに回復することが可
能です。さらに、S.M.A.R.T. 属性を使用し
て正常性を監視および分析し、重要なイベン
トやメンテナンスが必要なイベントが発生し

たときにシステムにアラートを送信します。
　最 大 560MB/ 秒のシーケンシャル読み取
り速度と最大 530MB/ 秒の書き込み速度は、
起動やアプリケーションの読み込み速度の向
上につながり、より多くのユーザーに高品質
なサービスを提供できるとともに、ダウンタ
イムの短縮と最適な運用を可能にします。
　本 製品は HDD を簡単に置き換えること
ができる 2.5 インチケースと薄い片面実装
の M.2 2280 のフォームファクターでそれぞ
れ 128GB から 2TB までの容量モデルで提
供され、幅広いエッジ デバイスで利用でき
ます。

超小型、超薄型の産業用機器に最適化
エッジデバイス向けフラッシュストレージ

Industrial SD Card
microSD Card

ユビキタスの接続性とコンピューティン
グ能力の向上の結果、ネットワークに

接続されるデバイスやセンサーの数は飛躍
的に増加しています。これらのデバイスやセ
ンサーは過酷な環境下における超小型の機
器に搭載され、驚異的な量のデータを生み
出しています。
　ウ エスタンデジタルが 提 供する産業 用
SD™ カード、microSD™ カードおよび組込
み用フラッシュドライブは、これらのデータ
をプライマリまたはバックアップ ストレージ
としてローカルに取得することに加えて、ネッ
トワークの効率性を最大化し、システムが

データを分析して分析結果にリアルタイムで
対応可能にします。
　ウエスタンデジタルの産業用製品は、最
も厳しい条件に耐えることができるよう設計
およびテストされており、電源瞬断耐性の強
化や自動 / 手動のリードリフレッシュ、ECC、
ウェア レベリングなどの高度なメモリー管
理機能を搭載しています。また、高耐久性
かつ長期のライフサイクルを実現することで、
コストを要する再設計や再検証、不必要な
メンテナンスを削減し、システムの総所有コ
スト（TCO）の削減に貢献します。

IoT の要件、それは瞬時の判断が求められる状況でトラン
ザクションを迅速に処理できること。そして AI を活用した
ビッグデータ解析のためにデータを欠損なく正確に記録し
続けること。これらの要素を満たすための高信頼のエッジ
ストレージをウエスタンデジタルはお届けしています。
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ウエスタンデジタルジャパン
〒 108-0075 東京都港区港南 1-6-31 品川東急ビル 3F （サンディスク内）
https://www.westerndigital.com/ja-jp

Western Digital について

日本の開発・製造拠点から送り出す
世界最高峰のテクノロジー
　ウエスタンデジタルは Western Digital® ブランド
を中核に、メモリーカード、スマートフォンや自動車、
IoT 機器などの組み込み用エッジストレージからク
ラウド、データセンター用途まで、エンタープライズ
のあらゆるストレージニーズをカバーするストレージ
業界最大手のベンダーです。
　最先端のストレージ技術は日本の研究開発機関で
生み出され、三重県四日市市にある世界最大規模の
メモリー製造工場にて、高性能・大容量の NAND
フラッシュメモリーを製造しています。日本の高度な
技術力と努力で培われた最先端のストレージ技術を
全世界のお客様にお届けし、IT およびそれを活用し
たビジネスにイノベーションをもたらします。

© 2018 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved. Western Digital、Western Digital ロゴ、WD，WD Purple、NAND、nCache および Data Guard は、米
国およびその他の国における Western Digital Corporation またはその関連会社の商標です。
NVMe および NVM Express は NVM Express, Inc. の商 標または登 録 商 標です。PCIe および PCI Express は PCI-SIG の 登 録 商 標です。SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、
microSDXC のマークおよびロゴは SD-3C,LLC の商標です。e.MMC は JEDEC/MMCA の商標です。その他の商標も特定の目的のために使用されるものであり、各権利者によって商標登録され
ている可能性があります。製品仕様は、将来予告なしに変更されることがあります。掲載した写真は、実際の製品と異なる場合があります。

藤 沢
HDD 研究開発

大 船
NAND フラッシュ研究開発

過酷な環境にも対応する
車載用エッジストレージ

ProductAutomotive SDカード/iNAND®

16 年以上の車載向けストレージを提供し続けてき
たウエスタンデジタルの NAND フラッシュベー

スのエッジストレージが Western Digital iNAND® 車
載用組み込みフラッシュドライブと車載用 SD カードです。
JEDEC47 や AEC-Q100 などの業界標準に対応したウエ
スタンデジタルの車載用製品は高度なメモリー管理、高

性能ヘルスステータス監視、電源瞬断耐性の強化といっ
た機能を搭載することにより、過酷な環境で安定

した動作を保証する高い耐久性と信頼性を兼
ね備え、先進運転支援システム（ADAS）、

センサーフュージョン、e コックピット、
自動運転といった厳しい要件の最先端
アプリケーションに求められる、より
大容量のリアルタイムデータ処理を実
現します。

長時間連続録画対応の
監視カメラ専用microSDカード

Product WD Purple microSDカード

WD  Purple™ microSD™ カードは、過去 3
世代に渡って提供してきた高耐久仕様の

産業用 SD カード製品のノウハウに基づき、監視カメ
ラ専用に最適化して開発されました。優れた耐久性と
大容量を特徴とする WD Purple microSD カードは、
監視カメラから取り外すことなく長期間連続して使用

することができ、カード稼働状況監視機能によって
不具合を事前に予測できる高度なストレージ

管理を提供します。並外れた性能と信頼性
は、監視カメラの増加でニーズが高まる

24 時間無休の HD 録画にも対応しま
す。 信 頼 のウエ スタン デ ジタルが
お届け する WD Purple microSD
カードは、監視カメラやエッジ デバ
イスに理想的なメモリーカードです。

四日市

世界最大規模のNANDフラッシュ製造拠点


