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CD/DVDドライブをお持ちでないお客様は、下記URLよりUSB
メモリの作成プログラムをダウンロードすることができます。
作成されたUSBメモリから起動することもできます。

ダウンロードURL
http://www.finaldata.jp/program-files/tmcusb/



■ 作業の流れ

Start

OSごとハードディスクをすべて抹消しますか？

CD/DVDドライブを
搭載していますか？

DOS版をCD-ROMから
起動して抹消する
（37ページを参照）

CD-ROMから起動して
抹消する

Yes No

No

WindowsPEを起動できる
システム環境ですか？

USBメモリから起動可能な
パソコンをお使いですか？

WindowsPEを起動できる
システム環境ですか？

起動用 USB メモリを作成後、
USBメモリからWindowsPEを
起動して抹消する
（24ページを参照）

起動用 USB メモリを作成後、
USB メモリから DOS 版を起
動して抹消する
（37ページを参照）

DOS版をWindowsから
起動して抹消する
（38ページを参照）

No

Yes

Yes

Yes No

Yes No

Windows版プログラムで
メディアなどを抹消する

※USB版のダウンロードが
できます（1ページ参照）
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■ 参照先確認

Start

OSごとハードディスクをすべて抹消しますか？

CD/DVDドライブを
搭載していますか？

DOS版をCD-ROMから
起動して抹消する
（37ページを参照）

CD-ROMから起動して
抹消する

Yes No

No

WindowsPEを起動できる
システム環境ですか？

USBメモリから起動可能な
パソコンをお使いですか？

WindowsPEを起動できる
システム環境ですか？

起動用 USB メモリを作成後、
USBメモリからWindowsPEを
起動して抹消する
（24ページを参照）

起動用 USB メモリを作成後、
USB メモリから DOS 版を起
動して抹消する
（37ページを参照）

DOS版をWindowsから
起動して抹消する
（38ページを参照）

No

Yes

Yes

Yes No

Yes No

Windows版プログラムで
メディアなどを抹消する

※USB版のダウンロードが
できます（1ページ参照）

インストールして抹消する
Windowsにインストールしてそこから抹消
することができます

32ページ参照

CDから起動して抹消する
下記画面が表示されたらパソコンのシステ
ムはBIOSです

下記画面が表示されたらパソコンのシステ
ムはUEFIです
※�ターミネータ10plusデータ完全抹消（BIOS版）で
作成した起動用USBメモリではUEFIで起動しません

22ページ参照

69ページ参照





データ完全抹消（BIOS版）
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「ターミネータ 10plus データ完全抹消」のご使用前に必ずお読みくだ
さい。

本製品は、Microsoft Corporation、およびその関係会社により使用許諾された
Windows ソフトウェアを使用しております。
下記の使用許諾契約は、お客様（個人または法人を問いません）と AOS データ株式会社

（以下、AOS データ）との間に締結される法的な契約書です。AOS データは、お客様
が本使用許諾契約の内容に同意される場合に限り、本使用許諾契約の対象となるソフトウェ
アを使用することを許諾します。ソフトウェアをインストール、複製、使用することまたは
USB メモリや CD-ROM の入った包装を開封することによって（ダウンロードによる購入
の場合は、製品の購入手続きにおいて、本契約書に「同意する」を押下（クリック）され
た時点で）、お客様は本使用許諾契約の条項に同意し、使用許諾契約が成立したものとみ
なしますので、その前に本使用許諾契約をよくお読みください。お客様が本使用許諾契約
の内容に同意されない場合、AOS データは、本使用許諾契約の対象となるソフトウェア
を使用することを許可いたしません。その場合には、お買い上げ後 60 日以内に、ご購入
を証明するものを添えて、お買い上げ店に購入商品をすべてお戻しください。引き換えに、
ご購入代金を払い戻しいたします。（ダウンロードによる購入の場合には、本契約書に「同
意しない」を押下（クリック）してください。購入手続きはキャンセルされ、製品を購入・
ダウンロードすることはできません。また、ダウンロード販売という性質上、同意のうえご
購入された製品の返品・返却は一切できませんのでご注意ください。）

使用許諾契約書

第 1 条 使用権の許諾
AOS データは、本契約記載の条件に従い、「ターミネータ 10plus データ完全抹消」（以
下、本ソフトウェア）に関し、お客様が自己所有するコンピュータ（お客様が自己使用する
リース物件またはレンタル物件を含む）における以下の非独占的、再許諾不可能かつ譲渡
不可能な権利をお客様に対して許諾します。
1.  本ソフトウェアを利用し、コンピュータハードウェア上で使用する権利。
2.  個人のお客様が本ソフトウェアを使用する回数に制限はありません。ただし、法人のお

客様が使用する場合には、１台までとさせていただきます。複数台のご利用を希望され
る場合には、別途法人向けライセンスをご購入ください。なお、1 台のコンピュータ、
1 つの記録媒体、1 つの仮想コンピュータはそれぞれ 1 台と数えます。

3. 本ソフトウェアの媒体破損時に備え、バックアップ用に複製を 1 つ作成することおよび
本ソフトウェアの起動用媒体を作成すること。

第 2 条 著作権等
1. 本ソフトウェアおよびマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウおよびその
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他のすべての知的所有権は AOS データおよび本ソフトウェアの使用許諾権者へ独占的
に帰属します。

2. お客様は、AOS データの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア、マニュアルおよ
び本ソフトウェアのプロダクトキー（以下、「プロダクトキー」）を第三者へ賃貸、貸与、
販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア、マニュアルおよびプロダクト
キーに担保権を設定することはできないものとします。加えて、お客様は、AOS デー
タの書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の顧客サービス（有償・無償を問わ
ず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス）の一環として
本ソフトウェアおよびプロダクトキーを使用することはできないものとします。

3. お客様は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆ア
センブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何
らかの障害が生じた場合、AOS データは当該損害に関して一切の責任を負わないもの
とします。

4. お客様は、本契約書の中で明示的に許諾している場合をのぞき、AOS データの文書に
よる同意なしに、本ソフトウェアを複製すること（メディアからハードディスクへの複製、
本ソフトウェアを含むアーカイブの作成、ネットワークへの送信などを含む）はできませ
ん。

第 3 条 保証および責任の限定
1. AOS データは、本契約の締結日から 60 日に限り、本ソフトウェアのメディアに物理的

な欠陥があった場合、当該メディアを無料交換いたします。交換後のメディアに対しては、
交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとします。この場合には、
本ソフトウェアに領収書を添えて本ソフトウェアをお買い上げになった販売店あてにお戻
しください。なお、ダウンロードによる購入の場合には媒体がございませんので、媒体
の代品の提供はありません。

2. AOS データは、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアルまたは
第 4 条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、AOS 
データは、本ソフトウェアもしくはマニュアルの機能またはサポートサービスがお客様の
特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはマニュアルの
物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償を
いたしません。

3. AOS データは、第 4 条 1 項および 2 項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登録
変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、同社からお客様への
通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害については、
お客様の責任とさせていただきます。

4. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム（本ソフトウェアを含むがこ
れに限られない）の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任
とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはマニュアルの使用、サポートサービスな
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らびに第 4 条 3 項および 4 項によりサポートサービスの提供を受けられないことに起
因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利益
に関して AOS データは一切の責任を負いません。

5. 本契約のもとで、理由の如何を問わず AOS データがお客様またはその他の第三者
に対して負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の
100% を上限とします。

第 4 条 サポートサービス 
1. AOS データは、同社が定める手続に従ってユーザ登録を行ったお客様に対し、当該ユー

ザ登録の日から 1 年を経過する日までを有効期間として、メール、チャットまたは電話
によるサポートサービスを提供いたします。ただし、インターネット接続環境またはメー
ルアドレスをお持ちでないお客様においては、サポートサービスのうち一部が有料とな
ります。

2. お客様は、前項記載のユーザ登録の内容に変更が生じた際には、AOS データに対し遅
滞なく届出を行うものとします。

3. サポートサービスの提供に関する AOS データの義務は、本条 1 項記載の内容に関す
る合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、AOS データは、以下のい
ずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとし
ます。
(a) AOS データが定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様
(b) 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備がある

お客様
(c) サポートサービスの有効期間にないお客様
(d) 本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムとともに

使用しているお客様
(e) 本ソフトウェアに関する内容でない質問のあるお客様

4. AOS データは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの
提供を停止できるものとします。
(a) システムの緊急保守を行うとき
(b) 火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困

難になったとき
(c) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(d) 上記以外の緊急事態により、AOS データがシステムを停止する必要があると判断

するとき
5. お客様は、サポートサービスの有効期間が終了する日までに AOS データが定める手続

に従いサポートサービス契約を更新することによって、引き続きサポートサービスの提
供を受けることができます。なお、サポートサービス契約の更新には別途費用が必要と
なります。
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6. 前各項にかかわらず、AOS データは、同社がサポートを終了した本ソフトウェアについて
は、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。

第 5 条 契約の解除
1. お客様が本契約に違反した場合、AOS データは本契約を解除することができます。こ

の場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびプロダクトキーを一切使用するこ
とができません。

2. お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、プロダクトキーおよびそのすべての複製物を
破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約のもとでお
客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。

3. 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、
プロダクトキーおよびそのすべての複製物を AOS データへ返却するかまたは破棄する
ものとします。

第 6 条 守秘義務
1. お客様は、(a) 本契約記載の内容、および、(b) 本契約に関連して知り得た情報（本ソ

フトウェアのプロダクトキー、サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、
メールアドレス、URL、ID、パスワードならびにサポートサービスの一環としてコンピュー
タネットワークを介して提供される情報内容を含む）につき、AOS データの書面による
承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の
履行または権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとします。ただ
し、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではあ
りませんが、その場合には AOS データに対して速やかに事前の通知を行うものとしま
す。

2. 前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。
(1) 開示を受けた時に既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) AOS データの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報

3. 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したとき
であってもなおその効力を有するものとします。

第 7 条 一般条項
1. お客様は、AOS データの事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持ち

出すことはできないものとします。理由の如何を問わず、AOS データからお客様へ通
知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合（サポートサービス提供の場合を含むが、
これに限られない）、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は日本国内に限定され



11

B
I
O
S
版

るものとします。
2. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、特段の特約がない限り本契約の締結以前

にお客様と AOS データとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。
なお、AOS データは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサー
ビスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、
従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効となり、最新の
本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用されるものとします。

3. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決については、
東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

第 8 条 Windows PE に関して
1. Windows PE を含む本ソフトウェアは、販売されるものではなく、使用許諾されるも

のであり、明確に許諾されていない権利はすべて AOS データが留保します。
2. Windows PE を含む本ソフトウェアは、起動、診断、ディザスターリカバリ、セットアッ

プ、復元、緊急サービス、インストール、テスト、設定用ユーティリティプログラムに限
定して使用許諾されるものであり、一般的なオペレーティングシステムの代わりとして、
または完全に機能するバージョンのオペレーティングシステムの代わりとしてはご使用に
なれません。

3. Windows PE は現状有姿のまま提供されます。
4. Windows PE を含む本ソフトウェアは、お客様に事前の通知なしに 72 時間後に自動

的にコンピュータが再起動される安全対策がなされています。
5. Windows PE を含む本ソフトウェアに関して、Microsoft Corporation、およびその

関係会社は一切の責任を負いません。
6. Windows PE を含む本ソフトウェアに関するすべてのサポートサービスは、AOS デー

タが窓口となります。
7. お客様は、Windows PE につき、適用する法律によって明示的に許諾されている場合

を除き、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはでき
ないものとします。

8. Windows PE を含む本ソフトウェアは、米国輸出当局の規制の対象となります。

AOS データ株式会社
東京都港区虎ノ門 5-13-1　虎ノ門 40MT ビル 4F
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上に示されたソフトウェア製品（以下「本ソフトウェア製品」または「本ソ
フトウェア」といいます）は、使用許諾の合意書に基づいて提供されるも
ので、合意書の条項に従う場合にのみ使用することができます。本ソフトウェ
ア製品は、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに
印刷物（マニュアルなどの文書）、「オンライン」または電子文書を含むこ
ともあります。本書に記載された内容は情報の提供のみを目的としており、
予告なしに変更されることがあります。

版権
Copyright © AOS DATA, Inc. All Rights Reserved.
この著作物の全部または一部に関わらず、AOS データの書面による許可な
く複製、複写および他の言語に翻訳することを禁じます。

商標
Microsoft、MS-DOS、Outlook、PowerPoint、Windows、
Windows NT、Windows Server、Windows Vista は、Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他の
社名、ブランド名及び製品名は、各所有者の商標または登録商標です。

著作権
本ソフトウェア製品（本ソフトウェア製品に組み込まれたイメージ、写真、
アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット、その他を含
む）、付属のマニュアルなどの文書、および本ソフトウェア製品の複製物に
ついての著作権は、AOS データまたはその認定サプライヤーが有するも
ので本ソフトウェア製品は著作権法および国際条約の規定によって保護され
ています。本ソフトウェアのソースコードプログラムの著作権は、AOS デー
タ株式会社が所有します。
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　ターミネータ 10plus データ完全抹消（以下、本ソフトウェアと書きます）
は、コンピュータに接続してあるハードディスクや USB メモリーなどのデー
タ および オペレーティングシステム（以下、OS と書きます） を一括で完
全に抹消するソフトウエアです。残存データのセクタを完全に上書きして、
データ復元ソフトなどによるデータ復元を不可能にします。
　Windows 上でファイルを削除したり、フォーマットをかけたりしても、ファ
イル管理情報（FAT、MFT、ファイル名）が削除されるだけで、実際のデー
タそのものは削除されません。データセクタが新しいデータで上書きされ
ない限り、消したはずのデータはドライブに残ったままの状態となります。
本ソフトウェアのデータ抹消機能を使用すると、この痕跡を完全に抹消する
ことができます。本ソフトウェアは個人情報を保護するために必須のセキュ
リティツールです。

　本ソフトウェアには、Windows PE 版、DOS 版、Windows 版の 3 つの
プログラムが入っています。抹消の目的に応じて、使い分けます。

主な機能
1. OS ごとドライブ抹消（Windows PE 版プログラム）
 コンピュータに接続してあるハードディスクや USB メモリーなどの内

容を、OS も含めて、一括で抹消することができます。CD-ROM に
WindowsPE OS が内蔵してあるため、CD-ROM 起動で作業ができ
ます。現在のコンピュータに入っている OS には依存しません。
※ 抹消したいコンピュータに CD-ROMドライブが搭載されていない

場合は、USB メモリーから起動して抹消することができます。

はじめに
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2. OS ごと全ドライブ抹消（DOS 版プログラム）
 Windows PE 版プログラムが起動しない時に使用します。Windows 

PE 版とは異なり、抹消したいディスクを選ぶことはできず、接続され
ているディスクをすべて一括で抹消します。

３. パーティション単位での抹消
 デジカメで使用する SD カードなどのリムーバブルメディアや内蔵・外付

けハードディスクのデータを、パーティション単位（Dドライブ、Eドラ
イブなど）で抹消することができます。（DOS 版プログラムでは、接続
されているディスクをすべて一括で抹消するため、抹消したいパーティ
ションを選択することはできません。）

４. 接続されているドライブ単位での抹消
 接続されているリムーバブルメディアや内蔵・外付けハードディスクのド

ライブを、物理的なドライブ単位で抹消することができます。また、複
数ドライブをマルチスレッドで同時に抹消することができ、抹消時間が
短縮されます。（DOS 版プログラムでは、接続されているディスクをす
べて一括で抹消するため、抹消したいディスクを選択することはできま
せん。また、マルチスレッドで同時に抹消することはできません。）

５. 抹消レポート機能
 データ抹消が完了すると、抹消完了レポートを表示します。レポートに

は、抹消時間、不良セクタ数、セクタ内容、ハードディスクの型番・シ
リアル番号　などが含まれます。抹消レポートはその場で USB メモ
リーなどに保存することもできます。

６. ディスクビューア機能
 ハードディスク上のデータを 16 進数と文字列表示により、セクタダン

プします。この機能により、データが確実に抹消されていることを確認
することができます。
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７. セキュリティレベル
 全部で 10 段階のセキュリティレベルを選択できます。
 　レベル 1 ： ゼロ書込み方式
 　レベル 2 ： 1(0xFF) 書込み方式
 　レベル 3 ： 乱数書込み方式
 　レベル 4 ： 乱数＋ゼロ書込み方式
 　レベル 5 ： 米国国家安全保障局 (NSA) 方式
 　レベル 6 ： 米国国防総省 (DoD5220.22-M) 方式
 　レベル 7 ： 北大西洋条約機構 (NATO) 方式
 　レベル 8 ： 米国国防総省 (DoD5220.22-M ECE) 方式
 　レベル 9 ： シュナイアー (Schneier) 方式
 　レベル10 ： グートマン(Gutmann)方式

８. 抹消後自動フォーマット機能
 メディア抹消完了後、Windows ですぐに使用可能なようにそのドライ

ブに対して自動的にフォーマットを行います。初心者でも簡単に、デー
タを抹消した後にドライブを再使用することができます。

 ※ FAT32 形式でフォーマットします。

９. 2TB を超えるハードディスクに対応
 2TBを超える容量を持つハードディスクの抹消に対応しています。また、

BigDrive（48bit LBA）にも対応しています。

■ 注意事項

1. 本ソフトウェアの実行時に、ハードディスクへの電源が供給されていな
い場合、またはハードディスクとパソコン本体が接続されていない場合
は、ハードディスク上のデータを消去することはできません。データ抹
消時に対象となるハードディスクが画面リストに表示されていることを
必ずご確認ください。
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2. 本ソフトウェアはソフト的にディスク上のデータを抹消します。したがっ
て、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、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。物理的にアクセス
できなくなっているとは、ディスクが水に濡れたり、高温下での保管、
燃焼、落雷、落下などの為に部品やディスク自体が受けた何らかの損傷、
もしくは電気系統の異常などを原因として、ディスクが BIOS から正常
に認識できない状態をいいます。

3. 本ソフトウェアで抹消作業を実行した後は、セキュリティレベルの低い
方式での抹消であっても、一切のソフト的なデータ復元が不可能とな
ります。抹消作業はお客様自身の責任で、十分注意を払って実行して
ください。間違って異なるファイルやディスクを抹消してしまった場合
でも、その作業や結果に関して AOS データ株式会社は一切の責任を
負いません。

4. UEFI 搭載のパソコンの場合、本ソフトウェアを CD または作成した
USB メモリーから起動する際には、ブートモードを［レガシー］また
は［Legacy］に変更する必要があります。なお、［レガシー］または

［Legacy］に変更できないパソコン（例：Surface Pro 3）につい
ては抹消を行うことはできません。

5. セキュリティレベルの低い方式で抹消作業を実行した場合、ソフト的な
復元はできなくなりますが、残留磁気を高精度で読み取る専門的な機
器を使用することでデータを復元できる可能性があります。

6. BIOS のアクセス許容範囲を超えた容量の IDE または E-IDE のハード
ディスクのデータは抹消できません。データ抹消の前に画面に表示さ
れるディスク容量を必ずご確認ください。Windows がハードディスク
の容量を正しく認識できていない場合もデータが抹消できませんので、
ご注意ください。
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7. BIOS の設定で省電力設定が on になっている場合、抹消中に画面が
省電力モードになったり、ハードディスクが止まったりする場合がありま
すので、必要に応じて省電力設定を off にしておいてください。

8. 本ソフトウェアを Windows PE で実行する場合、Windows PE の仕
様により、OS の起動後 72 時間後に自動的に再起動がかかるという
制限があります。Windows PE 版プログラムで抹消する際に高い抹
消レベルを選択した場合、ディスクの容量によっては抹消が完了でき
ないことがあります。

9. 本ソフトウェアに搭載されている Windows PE は、USB3.0 をサポー
トしておりません。Windows PE版プログラムでUSB接続のハードディ
スクなどを抹消する場合は、USB1.1/2.0 端子に接続してください。

10. NTFS フォーマットのドライブを選んで抹消した場合、Windows の
仕様により、最終セクタ付近のデータが抹消されない場合があります。
この場合は、物理的なドライブを選択して、データを抹消してください。

11. ハードディスクのリカバリ領域を残しての抹消について、一部機種では
Ｃドライブを抹消すると、ハードディスクからのリカバリ機能が使えなく
なります。事前にメーカーにご確認下さい。

12. SSD に対してパーティション単位で抹消を行っても、ウェアレベリング
により物理的に異なる場所に抹消書き込みを行う可能性が高いため、
SSD のパーティション単位での抹消は推奨しません。また、抹消レベ
ル 4 までの方式の場合、ウェアレベリングにより完全に抹消できない
場合がありますので、レベル 5 以上で抹消を行うことを推奨します。

13. 2TB を超えるハードディスクは、DOS 版プログラムでは、2TB 以上
の領域を抹消することはできません。CD または USB メモリーから
Windows PE 版プログラムを起動して抹消してください。
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14. 2TB を超えるハードディスクを、外付け USB ハードディスクケーブル
に接続して抹消する場合、その USB ハードディスクケーブルが 2TB
以上のハードディスクに対応している必要があります。

■ システム必要条件

動作環境
＊ PC/AT 互換機

※ NEC PC-98 シリーズでは使用できません。
※ BIOS がハードディスクの容量を正しく認識していない場合には、正

常に動作しないことがあります。
※ UEFI 搭載のパソコンの場合、CD-ROM 等から本ソフトを起動して

システムドライブを抹消するには起動モードを［Legacy］に変更す
る必要があります。

システム必要条件
＊ Windows 版、Windows PE 版プログラム

※ Windows XP/Vista/7/8（8.1）/10/Server 2003/Server 
2008/Server 2012（起動用 USB メモリーを作成する場合、ま
たは Windows 版を使用する場合）

※ 上記の OS が正常に動作し、かつ 300 MHz 以上の Intel または
互換 CPU

※ 上記の OS が正常に動作し、かつ 512 MB 以上の RAM
※ 65536 色以上 XGA 解像度
※ 2 倍速以上の CD-ROMドライブ（CD からインストール、または

起動する場合）
※ 256MB 以上の USB メモリー（起動用 USB メモリーを作成する

場合）
※ 200MB 以上のハードディスク空き容量（起動用 USB メモリーを

作成、または Windows 版プログラムを使用する場合）
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＊ DOS 版プログラム：Windows PE が起動しない環境で全ドライブ抹
消を行う場合に使用します。
※ 300MHz 以上の Intel または互換 CPU
※ 2MB 以上の RAM
※ 256 色以上 VGA 解像度
※ 2 倍速以上の CD-ROM ドライブ（CD から起動する場合）
※ 256MB 以上の USB メモリー（起動用 USB メモリーから起動す

る場合）

注意事項  DOS 版プログラムでは 2TB 以上のハードディスクを抹消す

ることはできません。

対応インターフェース
＊ IDE、E-IDE、SATA、SCSI、USB、IEEE1394(iLINK)

※ USB は「USB Mass Storage Class 仕様準拠」のデバイスの
みに対応しています。

※ DOS 版は、インターフェースによっては、対応するドライバが必要
となります。

対応メディア
※ 内蔵 および 外付けハードディスク、SSD
※ USB メモリー
※ SD カード、メモリースティックなどのリムーバブルメディア
※ フロッピーディスク、MO などのディスクメディア

＊ CD-RW や DVD-RW などの光学ディスクは抹消できません

注意事項  Windows が BigDrive（137GB を超える大容量ディスク）

に対応していない場合、Windows 版でデータ抹消を行いますと、当該ディ
スクのデータが完全に抹消できなかったり、抹消が必要でないパーティ
ション内のデータの破損や紛失が発生する恐れがありますので、抹消は行
わないでください。
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OS ごと全ドライブ抹消をしたいときに、Windows PE 版プログラムを使用
します。CD-ROM に Windows PE OS が内蔵しているため、CD-ROM 
起動で作業ができます。抹消するコンピュータに入っている OS には依存し
ません。Windows PE 版プログラムが起動しない場合は、DOS 版プログ
ラムを使用します。

注意事項 OS を抹消せず、ディスクメディアを抹消（パーティションや

USB メモリー、外付けハードディスクなどを抹消）する場合は、「Windows 
版の操作方法」（P.32）を参照してください。

■ プログラムの使用方法

プログラムを使用するためには、以下の手順に従って実行してください。

Ⅰ. OS ごとドライブ抹消する場合
—Windows PE 版を CD-ROM から起動—

① Windows が起動しているコンピュータに本ソフトウェアの CD-ROM 
を挿入します。

② そのままコンピュータの電源を一度落とし、再度電源を入れます。
③ 自動的に CD-ROM から本ソフトウェアが起動し、ブートメニューが表示

されます。このメニューから［TERMINATOR 10（Windows PE）］
を選択して Enter キーを押すと、Windows PE 版プログラムが起動し
ます。

Windows PE 版の操作方法
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※ CD から起動するときに "Press any key to Boot from CD" と表示
される場合は、キーボードから任意のキーを 1 回押してください。

※ 使用前に準備・確認してください。
＊  コンピュータの BIOS が CD 起動（CD boot）に設定されていない

と CD からの起動ができません。BIOS の設定で、CD 起動ができ
るように設定してあることをご確認ください。BIOS の設定を確認・
変更する方法は、コンピュータの取扱説明書やコンピュータ メーカー
のサポートにお問い合わせください。

＊ BIOS の設定で省電力モードが有効になっている場合、データ抹消
中に画面表示が省電力モードで暗くなったり、ハードディスクが停まっ
たりすることがあります。あらかじめ省電力モードを無効の設定にし
てから作業を開始してください。

 Windows PE が起動しましたら、「Windows PE 版（OS まるごと
抹消）の操作方法」（P.26) を参照して作業を進めてください。
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Ⅱ. OS ごと全ドライブを抹消するが、コンピュータに
CD-ROMドライブが搭載されていない場合

 ― 起動用 USB メモリーを作成後 USB メモリーか
ら Windows PE 版を起動―

① CD-ROMドライブが搭載されているコンピュータで Windows を起動
します。アドミニストレータ ( 管理者 ) 権限でログオンしてください。

② 本ソフトウェアのインストール（P.32）を行います。
③ 本ソフトウェアを実行します。メインメニューが表示されます。

＊ Windows Vista/7/8/10 を使用している場合には、ユーザーアカウン
ト制御の画面が表示されますので、［続行］または［はい］をクリックします。

④ [ 起動用 USB メモリーの作成 ] のボタンをクリックしてください。
⑤ 起動用にしたい USB メモリーをコンピュータに挿入します。このとき、

USB メモリー以外の外付けメディア（外付けハードディスクやカードリー
ダーなど）を取り外してください。

＊ USB メモリー内のデータはすべて消去されますので、ご注意ください。
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⑥ [OK] をクリックすると、起動用 USB メモリーが作成されます。
⑦ ハードディスクのデータを抹消したいコンピュータに、作成された起動

用 USB メモリーを挿入し、コンピュータを再起動してください。
⑧ 自動的に USB メモリーから本ソフトウェアが起動し、ブートメニューが

表示されます。このメニューから［TERMINATOR 10（Windows 
PE）］を選択して Enter キーを押すと、Windows PE 版プログラム
が起動します。

 Windows PE が起動しましたら、「Windows PE 版（OS まるごと
抹消）の操作方法（P.26）」を参照して作業を進めてください。

＊ BIOS の設定で、USB メモリーを起動順位の最優先に設定しておく必
要があります。
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■  Windows PE 版（OS まるごと抹消）の
操作方法

最初にプロダクトキーを入力します。

お手元のプロダクトキーを、ハイフンも含めてすべて半角英数文字で入力し、
［次へ］をクリックします

抹消ドライブの選択

抹消したいデータのあるドライブを選択します。
ハードディスク全体を抹消したい場合は、[ ハードディスクを選んで抹消 ] を
選択します。

※ こちらを選択すると、複数のハードディスクが同時に抹消されるため、
作業時間が大幅に短縮されます。

パーティション単位で抹消したい場合や、リカバリ領域がハードディスクに
含まれている場合は、[ドライブを選んで抹消 ] を選択し、リカバリ領域を
抹消しないように注意します。
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抹消したいドライブにチェックをつけて、[ 次へ ] をクリックしてください。

ドライブをダブルクリックすると、ディスクビューアでディスクの中身を見る
ことができます。

抹消方法の選択

ここで、データ抹消に使用する抹消方式を選択します。セキュリティの強度
としてはレベル 10 が最高です。レベル１でも通常の復元ソフトでは復元
不可能ですので、ソフト的な復元を防止することになります。ただし、特殊
なハード装置を使用した復元防止まで視野に入れるなら、より高いレベルの
抹消方式を選択してください。
抹消方法を選択したら、[ 次へ ] をクリックしてください。
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※ セキュリティレベルが高いほど、安全性が高まりますが、それだけハー
ドディスクへの書込み回数が増えるため、データの抹消処理時間は長く
かかります。

※ Windows PE は、仕様上起動から 72 時間後に強制再起動されます。
高い抹消レベルを選択した場合、ディスクの容量によっては抹消が完了
できないことがあります。

《具体的な例》
抹消時間は、一回の書き込みあたり平均 1GB あたり20 〜 30 秒です。
抹消レベルによって書き込み回数が異なります。書き込み回数分の時間が
追加されます（例えば、抹消レベル５の場合は３回書き込みが行われるため、
約３倍程度の時間がかかります）。
この場合、1TB のハードディスクをレベル 1 で抹消すると 5 〜 8 時間か
かることになりますので、このハードディスクを Windows PE 版プログラ
ムを用いてレベル 10 で抹消することはできません。
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データ抹消の確認

データ抹消の最終確認の警告メッセージが表示されます。[ はい ] をクリッ
クすると、データ抹消処理が開始されます。

※ 抹消したハードディスクのデータは二度と復元できなくなりますので、
十分ご注意ください。

データ抹消中

抹消ドライブの選択で、[ ハードディスクを選んで抹消 ] を選択した場合は、
ディスクドライブが同時に抹消されていきます。
[ドライブを選んで抹消 ] を選択した場合は、ディスクドライブが順番に抹
消されていきます。
データ抹消を行っている最中は、画面に抹消状況などが表示されます。
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すべてのドライブのデータ抹消が完了すると、[ 次へ ] ボタンが有効になり
ますので、クリックしてください。

データ抹消完了レポート

データ抹消完了レポートを保存できます。必要であれば、レポートを保存し
たい USB メモリーなどをコンピュータに接続し、レポートを保存してくださ
い。

※ 一部のディスクでは、ディスクの型名、シリアル番号が表示されない場
合があります。

※ レポート保存用の USB メモリーは、あらかじめフォーマットされている
必要があります。

抹消データの確認

「ドライブの選択」画面が表示されます。ここで、中身を確認したいドライ
ブをダブルクリックすると、ディスクビューアの画面が表示されます。
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抹消データの確認が終わったら、ディスクビューアを閉じ、[ 完了 ] をクリッ
クしてください。

終了

終了確認のメッセージが表示され、[OK] をクリックすると、ターミネータ
が終了し、自動的にコンピュータの電源が切れます。
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■ インストール方法

メディア抹消する場合
Windows 版プログラムをインストールする手順は以下の通りです。

① Windows が起動しているコンピュータに本ソフトウェアの CD-ROM
を挿入します。

② 「自動再生」メニューが表示されますので、［setup.exe の実行］を
選択してください。

＊ 　「自動再生」メニューが自動的に表示されない場合は、CD-ROMド
ライブ直下の setup.exe をダブルクリックしてください。

＊ Windows Vista/7/8/10 では、「ユーザーアカウント制御」ダイア
ログが表示されますので、［続行］または［はい］ボタンをクリックします。

③ インストーラが起動します。
④ 使用許諾契約が表示されますのでよくお読みになり、ご同意いただける

場合には［はい］をクリックしてください。

Windows 版の操作方法
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⑤ プロダクトキーを入力します。半角英数モードで、パッケージに同梱さ
れているプロダクトキーをハイフンも含めて入力してください。

⑥ 以降、画面に表示される指示に従って操作してください。
 インストールが完了すると、完了画面が表示されます。
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■ メイン画面の起動

Windows のタスクバーから［スタート］ボタンをクリックし、［すべてのプ
ログラム］−［ターミネータ 10plus データ完全抹消］−［データ完全抹消］
をクリックします。

Windows 8/10 の場合は、スタート画面から［データ完全抹消］アイコ
ンをクリックします。
起動すると、メインメニューが表示されます。
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［ドライブのデータを抹消］をクリックします。次の画面が表示されます。

Windows 版の操作方法は、WindowsPE 版と同じです。「Windows 
PE 版（OS まるごと抹消）の操作方法」（P.26) を参照して作業を進め
てください。

注意事項  Windows 版では、OS を含むシステムドライブを抹消すること

はできません。
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■ アンインストール方法

以下の手順でターミネータをアンインストールすることができます。

① Windows のタスクバーから［スタート］ボタン−［コントロール パネル］
（Windows ８の場合は、デスクトップを開き、チャームから［設定］−
［コントロール パネル］）をクリックし、［プログラムのアンインストール］
（Windows XP では［プログラムの追加と削除］）をクリックします。

② ［ターミネータ 10plus データ完全抹消］を選択し、［追加（または変
更）と削除（R）...］ボタンをクリックします。

 Windows Vista/7/8/10 では、ユーザアカウント制御画面が表示さ
れます。［続行］または［はい］ボタンをクリックします。

③ 本ソフトウェアのファイルおよびフォルダが自動的に削除されます。
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版が起動しない場合
―DOS 版を CD-ROM/USB メモリーから起動―

① Windows が起動しているコンピュータに本ソフトウェアの CD-ROM
または作成した起動用の USB メモリーを挿入します（起動用 USB メ
モリーを作成する方法は P.24 を参照してください）。

② そのままコンピュータの電源を一度落とし、再度電源を入れます。
③ 自動的に CD-ROM から本ソフトウェアが起動し、ブートメニューが表

示されます。このメニューから［TERMINATOR 10（DOS）］を選
択して Enter キーを押すと、DOS 版プログラムが起動します。

 起動しましたら、「DOS 版（OS まるごと抹消）の操作方法（P.41）」
を参照して作業を進めてください。

DOS版（OSまるごと抹消）の操作方法
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Ⅱ． OS ごと全ドライブを抹消するが、Windows PE
版が起動しない場合

―DOS 版を Windows から起動―

① Windows を起動します。アドミニストレータ（管理者）権限でログオ
ンしてください。

② 本ソフトウェアのインストール（P.32) を行います。
③ 本ソフトウェアを実行します。メインメニューが表示されます。

＊ Windows Vista/7/8/10 を使用している場合には、ユーザーアカ
ウント制御の画面が表示されますので、［続行］または［はい］をクリッ
クします。

④ ［Windows ごと抹消］のボタンをクリックします。

⑤ ［はい］をクリックします。コンピュータが自動的に再起動されます。
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⑥ Windows ブート マネージャー が表示されます。［TERMINATOR 
10］を選択して Enter キーを押します。

これで DOS 版プログラムの画面が自動的に立ちあがります。DOS 版プロ
グラムが起動しましたら、「DOS 版（OS まるごと抹消）の操作方法（P.41）」
を参照して作業を進めてください。

※ Windowsブート マネージャーで［Windows x］（xはWindowsのバー
ジョン）を選択して Enter キーを押すと、元の Windows が起動します。

※ Windows ブート マネージャーを表示させないようにするには、本ソフ
トウェアのメインメニューから、もう一度［Windows ごと抹消］をクリッ
クします。
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※ ディスクのパーティション構成によっては、Windows から DOS 版プロ
グラムが起動できないことがあります。CD-ROM や USB メモリーか
ら Windows PE 版または DOS 版プログラムを起動してください。

Ⅲ． OS ごと全ドライブを抹消するが、Windows PE
版が起動しない場合

―DOS 版をフロッピーディスクから起動―

① Windows を起動します。アドミニストレータ（管理者）権限でログオ
ンしてください。

② 本ソフトウェアのインストール（P.32）を行います。
③ 本ソフトウェアを実行します。メインメニューが表示されます。

＊ Windows Vista/7/8/10 を使用している場合には、ユーザーアカ
ウント制御の画面が表示されますので、［続行］または［はい］をクリッ
クします。

④ ［起動用 FD の作成］のボタンをクリックします。
⑤ 起動用にしたいフロッピーディスクをコンピュータに挿入します。このと

き、フロッピーディスク以外の外付けメディア（USB メモリー、外付け
ハードディスクやカードリーダーなど）を取り外してください。
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＊ フロッピーディスク内のデータはすべて消去されますので、ご注意く
ださい。

⑥ ［OK］をクリックすると、起動用フロッピーディスクが作成されます。
⑦ ハードディスクのデータを抹消したいコンピュータに、作成された起動

用フロッピーディスクを挿入し、コンピュータを再起動してください。本
ソフトウェアの DOS 版プログラムが自動的に起動します。

起動しましたら、「DOS 版（OS まるごと抹消）の操作方法（P.41）」を
参照して作業を進めてください。

■ DOS 版（OS まるごと抹消）の操作方法

最初にプロダクトキーを入力します。

お手元のプロダクトキーを、ハイフンも含めてすべて半角英数文字で入力
し、[Enter] キーを押します。
DOS 版のメインメニュー画面が表示されます。
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メインメニュー
DOS 版プログラムではマウスは使えませんので、キーボードの上下キーや
数字キー、（　）内の文字キーを押して操作します。

DOS 版プログラムでは、メインメニューで実行したい項目を選択して
Enter キーを押します。

1．データの抹消 ： 任意のセキュリティレベルで、コンピュータに
接続してある全ハードディスクのデータを抹消
し、結果をレポートなどで確認することができ
ます。

2．ディスク内容の表示 ： 指定したハードディスクについて、セクタの内
容をダンプ表示します。

3．終　　了 ：プログラムを終了します。

1. データの抹消

コンピュータに接続されている全てのハードディスク上のデータを抹消しま
す。操作の手順は以下の通りです。
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1） ハードディスク情報
 ターミネータが認識したハードディスクの一覧が表示されます。ここで、

コンピュータに接続されている全てのハードディスクが表示されている
ことを確認してください。その際にディスク容量もあわせて確認してく
ださい。
※ ターミネータはここで認識していないハードディスク上のデータを

抹消することはありません。また、BIOS がハードディスクの容量
を正しく認識していない場合は、正常に動作しないことがあります。
抹消が必要なハードディスクが全て、正しい情報でリストアップされ
ていることを必ずご確認ください。

※ お使いのハードディスクがリストアップされない場合、DOS 版プ
ログラムではサポートされていないハードディスクと考えられます。
Windows PE 版をご使用ください。

※ USB 接続のドライブには非対応です。
※ 2TB を超えるハードディスクには非対応です。
※ ハードディスクのシリアル番号、型名の表示はありません。

確認ができたら、[ 次へ (N)] キーを押して、次に進みます。
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2） セキュリティレベルの選択
 ここで、データ抹消に使用する抹消方式を選択します。セキュリティの

強度としてはレベル 10 が最高です。レベル１でも通常の復元ソフトで
は復元不可能ですので、ソフト的な復元を防止することになります。た
だし、特殊なハード装置を使用した復元防止まで視野に入れるなら、よ
り高いレベルの抹消方式を選択してください。

※ セキュリティレベルが高いほど、安全性が高まりますが、それだけハー
ドディスクへの書込み回数が増えるため、データの抹消処理時間は
長くかかります。

3） データ抹消の確認
 データ抹消の最終確認の警告メッセージが表示されます。［はい（Y）］ 

キーを押すと、データ抹消処理が開始されます。
※ 抹消したハードディスクのデータは二度と復元できなくなりますの

で、十分ご注意ください。
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4） データ抹消中
 データ抹消を行っている最中は、画面に抹消状況などが表示されます。

5） データ抹消完了レポート
 データ抹消が完了すると、状況を示すレポートが画面に表示されます。
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6） データ抹消完了レポートの保存
 データ抹消完了レポートをフロッピーディスクに保存します。空き容量

のあるフロッピーディスクを用意し、挿入後、[Enter] キーを押してく
ださい。

 次に、レポートファイルのファイル名を半角英数字 8.3 形式で入力し、
[Enter] キーを押してください。レポートの保存が完了したら [Enter] 
キーを押すとメイン画面に戻ります。レポートを保存する必要がない場
合は [ キャンセル (C)] を押してください。メイン画面に戻ります。
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※ Windows のメインメニューから［Windows ごと抹消］を選択、また
は CD-ROM/USB メモリーから DOS 版プログラムを起動した場合、
レポートの保存処理が行われますが、実際にレポートを保存することは
できません。

※ レポート保存用のフロッピーディスクはあらかじめ FAT 形式でフォー
マットしておいてください。

※ フロッピーディスクに既に作業レポートが存在している場合、自動的に
そのファイルの後方に追記されます。空き容量が不足していると、レポー
トが書き込めません。空き容量を確認の上、フロッピーディスクを挿入
してください。

※ レポートの保存ができるのは作業終了直後のみです。一度キャンセル
すると、後からその抹消レポートを保存し直すことはできません。

※ ファイル名を付けずにそのまま保存すると「REPORT.TXT」というファ
イル名で保存されます。

2. ディスク内容の表示
 ハードディスク上のデータが完全に抹消されていることを確認すること

ができます。
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1） ドライブの選択
 内容を確認したいハードディスクのドライブを選択します。カーソルキー

で選択し、[Enter] キーで決定してください。

2） セクタ番号の入力
 内容を確認したいセクタのセクタ番号を数字で入力します。このとき 

END と入力すると、最終セクタを指定することができます。
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3） セクタ内容の確認
 セクタの内容が 16 進数と文字列でダンプ表示されます。他のセクタ

も見たい場合は、[ 前へ（P）]、[ 次へ（N）]、[ セクタの入力（S）] 
キーでセクタの範囲を変えて、内容を確認することができます。

 内容の確認が終わったら［キャンセル（C）］を押すと、メイン画面に戻
ります。

3. 終了
 ［終了］を選択して [Enter] キーを押すと、ターミネータ が終了します。

 次に、［コンピュータの電源を切ってください］というメッセージが出たら、
コンピュータの電源を切って、作業を終了してください。
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■ セキュリティレベル

全部で 10 段階のセキュリティレベルがあります。各々の詳細は、以下の
通りです。

レベル１. ゼロ書込み方式：セキュリティレベル 低
各セクタに16進で"00"の値(ヌル値)を書き込みます。いわゆる「物理フォー
マット」がこれにあたります。ソフト的にデータを復元することはできなくなり
ますが、全領域に同じ値を書き込むために、ディスク上の残留磁気を読み取
る装置を用いればもとのデータパターンを解読される可能性があります。

レベル２. 1(OxFF) 書込み方式：セキュリティレベル 低
各セクタに 16 進数で“FF”の値を書き込みます。ソフト的にデータを復
元することはできなくなりますが、ディスク上の残留磁気を読み取る装置を
用いて解析すればもとのデータパターンを解読される可能性があります。

レベル３. 乱数書込み方式：セキュリティレベル 低
各セクタにランダムな値を書き込みます。ソフト的にデータを復元すること
はできなくなりますが、ディスク上の残留磁気を読み取る装置を用いて解
析すればもとのデータパターンを解読される可能性があります。

レベル４. 乱数＋ゼロ書込み方式：セキュリティレベル 中低
各セクタに一旦ランダムな値を書き込んだ後に、その上にヌル値を書き込
んでいく方法です。ソフト的にデータを復元することはできなくなりますが、
ディスク上の残留磁気を読み取る装置を用いて解析すればもとのデータパ
ターンを解読される可能性があります。

レベル５. 米国国家安全保障局 (NSA) 方式：セキュリティレベル 中低
各セクタに一旦ランダムな値を書き込んだ後に、もう一度ランダムな値を書

技術情報
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き込み、その上にヌル値を書き込んでいく方法です。ソフト的にデータを
復元することはできなくなりますが、ディスク上の残留磁気を読み取る装置
を用いて解析すればもとのデータパターンを解読される可能性があります。

レベル６. 米国国防総省 (DoD5220.22-M) 方式：セキュリティレベル 中低
各セクタに文字、その文字の補数、ランダム値による書き込みを行います。
ソフト的にデータを復元することはできなくなりますが、ディスク上の残留
磁気を読み取る装置を用いて解析すればもとのデータパターンを解読され
る可能性があります。

レベル７. 北大西洋条約機構（NATO）方式：セキュリティレベル 中
各セクタに文字、その文字の補数、その文字、その文字の補数、その文字、
その文字の補数、最後にランダム値による書き込みを行います。ソフト的に
データを復元することはできなくなり、またディスク上の残留磁気を読み取る
装置を用いて解析しても、もとのデータパターンを解読されにくくなります。

レベル８. 米国国防総省 (DoD5220.22-M ECE) 方式：セキュリティレベル 中
各セクタに文字、その文字の補数、ランダム値、ランダム値を書き込んだ後
にもう一度文字、その文字の補数、ランダム値を書き込みます。ソフト的にデー
タを復元することはできなくなり、またディスク上の残留磁気を読み取る装
置を用いて解析しても、もとのデータパターンを解読されにくくなります。

レベル 9. シュナイアー（Schneier）方式：セキュリティレベル 中
各セクタに文字、その文字の補数、ランダム値 5 回を書き込みます。ソフト的
にデータを復元することはできなくなり、またディスク上の残留磁気を読み取
る装置を用いて解析しても、もとのデータパターンを解読されにくくなります。

レベル 10. グートマン（Gutmann）方式：セキュリティレベル 高
各セクタに DoD を超える安全性を誇る Gutmann 方式にしたがって計 35
回データを上書きします。ソフト的にデータを復元することはできなくなり、
またディスク上の残留磁気を読み取る装置を用いて解析してももとのデー
タパターンを非常に解読されにくくなります。



52

■  UEFI 搭載のコンピュータで 
本ソフトウェアを CD-ROM または 
USB メモリーから起動する方法

Windows 8/10 プリインストールパソコン（一部 Windows 7 を含む）で、
本ソフトウェアの Windows PE 版プログラムを CD-ROM/USB メモリー
から起動するには、起動モードを［UEFI］から［Legacy］に変更する必
要があります。変更するには、BIOS メニュー（UEFI メニューと呼ばれる
こともありますが、本ドキュメントでは BIOS メニューという呼称を使用し
ます）を開きます。

注意事項  起動モードを［Legacy］に変更できないパソコン（Surface 

Pro 3 など）は、CD-ROM 等から本ソフトを起動しシステムドライブを抹
消することができません。

BIOS メニューの開き方

多くのパソコンの場合、電源投入時にメーカーロゴが表示されているとき
に F2 キー、または DEL キーを数回連打すると BIOS メニューを開くこと
ができます。

 

なお、SONY VAIO SVE1412 のパソコンの場合、上記方法では BIOS
メニューを表示できません。
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次の手順を行います。

1. パソコンの電源を OFF にします。
2. ［ASSIST］キーを押します。パソコンの電源が投入されます。

3. カーソルキー［↑］［↓］で［BIOS 設定メニューを表示］を選択し、
Enter キーを押します。

BIOS メニューでの設定方法

1. カーソルキー［←］［→］で Boot を選択します。
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2. カーソルキー［↑］［↓］で［UEFI］と表示されている部分を選択し
て Enter キーを押します。

3. 画面中央に選択項目が表示されます。Legacy を選択して Enter キー
を押します。

4. カーソルキー［←］［→］で Exit を選択します。
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5. カーソルキー［↑］［↓］で Exit Setup を選択して Enter キーを押し
ます。パソコンによっては Save and Exit となっている場合がありま
す。

6. 画面中央に選択項目が表示されます。Yes を選択して Enter キーを押
します。

これで CD ブートが可能になります。

なお、再度通常の Windows を起動する場合、上記作業を行って起動モー
ドを［UEFI］に戻してください。





ターミネータ
データ完全抹消（ＵＥＦＩ版）

データ完全抹消ソフト
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「ターミネータ　データ完全抹消（UEFI版）」のご使用前に
必ずお読みください。

下記の使用許諾契約は、お客様（個人または法人を問いません）とAOSデータ株式
会社（以下　AOSデータ）との間に締結される法的な契約書です。AOSデータはお
客様が本使用許諾契約の内容に同意される場合に限り、本使用許諾契約の対象となる
ソフトウェアを使用することを許諾します。ソフトウェアをインストール、複製、使
用することまたはUSBメモリやCD-ROMの入った包装を開封することによって（ダ
ウンロードによる購入の場合は、製品の購入手続きにおいて、本契約書に[同意する]
を押下（クリック）された時点で）、お客様は本使用許諾契約の条項に同意し、使用
許諾契約が成立したものとみなしますので、その前に本使用許諾契約をよくお読みく
ださい。お客様が本使用許諾契約の内容に同意されない場合、AOSデータは、本使
用許諾契約の対象となるソフトウェアを使用することを許可いたしません。その場合
には、お買い上げ後60日以内に、ご購入を証明するものを添えて、お買い上げ店に
購入商品をすべてお戻しください。引き換えに、ご購入代金を払い戻しいたします。
（ダウンロードによる購入の場合には、本契約書に「同意しない」を押下（クリック）
してください。購入手続きはキャンセルされ、製品を購入・ダウンロードすることは
できません。また、ダウンロード販売という性質上、同意のうえご購入された製品の
返品・返却は一切できませんのでご注意ください。）

使用許諾契約書

第1条　使用権の許諾
AOSデータは、本契約記載の条件に従い「ターミネータ　データ完全抹消（UEFI
版）」（以下　本ソフトウェア）に関し、お客様が自己所有するコンピュータ（お客様
が自己使用するリース物件またはレンタル物件を含む）における以下の非独占的、再
許諾不可能かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して付与します。
1	本ソフトウェアを利用し、コンピュータハードウェア上で使用する権利
2		個人のお客様が本ソフトウェアを使用する回数に制限はありません。ただし、法
人のお客様が使用する場合には、1台のコンピュータにつき1ライセンスが必要で
す。規定台数を超えてご利用される場合は、別途使用台数分のライセンスが必要と
なります。なお、1台のコンピュータ、1つの記憶媒体、1つの仮想コンピュータ
はそれぞれ1台と数えます。

3		本ソフトウェアの媒体破損時に備え、バックアップ用に複製を1つ作成することお
よび本ソフトウェアの起動用媒体を作成すること。

第2条　著作権等
1		本ソフトウェアおよびマニュアルに関する著作権、特許、商標権、ノウハウおよび
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その他すべての知的所有権はAOSデータおよび本ソフトウェアの使用許諾権者へ
独占的に帰属します。

2		お客様は、AOSデータの事前承諾を得ることなく、本ソフトウェア、マニュアル
および本ソフトウェアのプロダクトキー（以下　「プロダクトキー」）を第三者へ
賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア、マニュア
ルおよびプロダクトキーに担保権を設定できないものとします。加えて、お客様は
AOSデータの書面による事前の承諾を得ることなく、第三者へのサービス（有償・
無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービ
ス）の一環として本ソフトウェアおよびプロダクトキーを使用することはできない
ものとします。

3		お客様は本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは
逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフト
ウェアに何らかの障害が生じた場合、AOSデータは当該損害に関して一切の責任
を負わないものとします。

4		お客様は、本契約書の中で明示的に承諾している場合をのぞき、AOSデータの文
書による同意なしに、本ソフトウェアを複製すること（メディアからハードディス
クへの複製、本ソフトウェアを含むアーカイブの作成、ネットワークへの送信など
を含む）はできません。

第3条　保証及び責任の限定
1		AOSデータは、本契約の締結日から60日に限り、本ソフトウェアのメディアに
物理的な欠損があった場合、当該メディアを無料交換いたします。交換後のメディ
アに対しては、交換前のメディアに適用されるべき保証期間が適用されるものとし
ます。この場合には、本ソフトウェアに領収書を添えて本ソフトウェアをお買い上
げになった販売店あてにお戻しください。なお、ダウンロードによる購入の場合に
は媒体がございませんので、媒体の代品の提供はありません。

2		AOSデータは、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアル
または第4条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。ま
た、AOSデータは、本ソフトウェアもしくはマニュアルの機能またはサポート
サービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフト
ウェアまたはマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客
様の損害につき一切の補償をいたしません。

3		AOSデータは、第4条1項および2項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登
録変更の届け出がされない場合またはその内容に不備がある場合、同社からお客様
への通知、郵送およびその他のコンタクトの不達により生じる不利益および損害に
ついては、お客様の責任とさせていただきます。

4		お客様の期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム（本ソフトウェアを含
むがこれに限らない）の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様
の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはマニュアルの使用、サポー
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トサービスならびに第4条3項および4項によりサポートサービスを受けられない
ことに起因してお客様または第三者に生じた結果的損害、付随的損害および逸失利
益に関してAOSデータは一切責任を負いません。

5		本契約のもとで、理由の如何を問わずAOSデータがお客様または第三者に対して
負担する責任の総額は、本契約のもとでお客様が実際に支払われた対価の100％
を上限とします。

第4条　サポートサービス
1		AOSデータは、同社が定める手続に従ってユーザ登録を行ったお客様に対し、当
該ユーザ登録の日から1年を経過する日までお有効期限として、メール、チャット
または電話によるサポートサービスを提供いたします。ただし、インターネット接
続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、サポートサービス
のうち一部が有料となります。

2		お客様は、前項記載のユーザ登録の内容に変更が生じた際には、AOSデータに対
し遅滞なく届出を行うものとします。

3		サポートサービスの提供に関するAOSデータの義務は、本条1項記載のサポート
サービスに関して合理的な努力を行うことに限られるものとします。また、AOS
データは、以下のいずれかに該当するお客様に対してサポートサービスを提供する
義務を負わないものとします。
（a）	AOSデータが定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様
（b）		前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があ

るお客様
（c）	サポートサービスの有効期限にないお客様
（d）		本ソフトウェアを、日本語以外の言語に対応するオペレーティングシステムと

ともに使用しているお客様
（e）	本ソフトウェアに関する内容でない質問のあるお客様
4		AOSデータは、以下の場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービ
スの提供を停止できるものとします。
（a）	システムの緊急保守を行うとき
（b）		火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が

困難になったとき
（c）	天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
（d）		上記以外の緊急事態により、AOSデータがシステムを停止する必要があると

判断するとき
5		お客様は、サポートサービスの有効期間が終了するその日までにAOSデータが定
める手続きに従いサポートサービス契約を更新することによって、引き続きサポー
トサービスの提供を受けることができます。なお、サポートサービス契約の更新に
は別途費用が必要になります。

6		前各項にかかわらず、AOSデータは、同社がサポートを終了した本ソフトウェア
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については、お客様に対するサポートを提供する義務を負わないものとします。

第5条　契約の解除
1		お客様が本契約に違反した場合、AOSデータは本契約を解除することができます。
この場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアルおよびプロダクトキーを一切使
用することができません。

2		お客様は、本ソフトウェア、マニュアル、プロダクトキーおよびそのすべての複製
物を破棄することにより本契約を終了させることができます。この場合、本契約の
もとでお客様が支払われた一切の対価は返還いたしません。

3		本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュア
ル、プロダクトキーおよびそのすべての複製物をAOSデータへ返却するかまたは
破棄するものとします。

第6条　守秘義務
1		お客様は、（a）本契約記載の内容、および、（b）本契約に関連して知りえた情報
（本ソフトウェアのプロダクトキー、サポートサービスに関する電話番号、ファッ
クス番号、メールアドレス、URL、ID、パスワードならびにサポートサービスの
一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含む）につ
き、AOSデータの書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないもの
とし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き方法
を問わず利用しないものとします。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる
事由に基づき開示する場合はこの限りでありませんが、その場合にはAOSデータ
に対して速やかに事前通知を行うものとします。

2		前項にかかわらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものと
します。
（1）	開示を受けた時に既に公知である情報
（2）	開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
（3）	開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
（4）	第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
（5）	AOSデータの機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報
3		前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したと
きであってもなおその効力を有するものとします。

第7条　一般条項
1		お客様は、AOSデータの事前の承認を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外
へ持ち出すことはできないものとします。理由の如何を問わず、AOSデータから
お客様へ通知、郵送およびその他のコンタクトを行う場合（サポートサービス提供
の場合を含むが、これに限らない）、当該通知、郵送およびコンタクト等の宛先は
日本国内に限定されるものとします。
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2		本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、特約がない限り本契約の締結以前に
お客様とAOSデータとの間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。
なお、AOSデータは、お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポー
トサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなさ
れた場合、従前の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は無効と
なり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用される
ものとします。

3		本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約に起因する紛争の解決につい
ては、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有するものとします。

※	本ソフトウェアは株式会社ウルトラエックス製「FlashErase	UEFI	 v1.0x」を
もとにして、AOSデータが提供するものです。

AOSデータ株式会社
東京都港区虎ノ門5-13-1　虎ノ門40MTビル4F
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ターミネータ　データ完全抹消（UEFI版）
上に示されたソフトウェア製品（以下　「本ソフトウェア製品」また

は「本ソフトウェア」といいます）は、使用許諾の合意に基づいて提供
されるもので、合意書の条項に従う場合にのみ使用することができま
す。本ソフトウェア製品は、コンピュータソフトウェアおよびそれに関
連した媒体、ならびに印刷物（マニュアルなどの文書）、「オンライン」
または電子文書を含むこともあります。本書に記載された内容は情報の
提供のみを目的としており、予告なしに変更されることがあります。

版権
Copyright©AOS DATA, Inc. All Rights Reserved.
この著作物の全部または一部に関わらず、AOSデータの書面による

許可なく複製、複写および他の言語に翻訳することを禁じます。

商標
WindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国にお

ける登録商標です。その他の社名、ブランド名および製品名は、各所有
者の商標または登録商標です。

著作権
本ソフトウェア製品（本ソフトウェア製品に組み込まれたイメージ、

写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット、
その他を含む）、付属のマニュアルなどの文書、および本ソフトウェア
製品の複製物についての著作権は、AOSデータまたはその認定サプラ
イヤーが有するもので本ソフトウェア製品は著作権法および国際条約の
規定によって保護されています。本ソフトウェアのソースコードプログ
ラムの著作権は、AOSデータ株式会社が所有します。
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はじめに

■  ターミネータ　データ完全抹消
（UEFI版）について
ターミネータ　データ完全抹消（UEFI版）（以下、本ソフトウェア

と書きます）は、UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）
を搭載したコンピュータに接続してあるハードディスク等を一括で完全
に抹消するソフトウェアです。残存データのセクタを完全に上書きし
て、データの復元ソフトなどによるデータの復元を不可能にします。

Windows上でファイルを削除したり、フォーマットをかけたりして
も、ファイル管理情報（FAT、MFT、ファイル名）が削除されるだけ
で、実際のデータそのものは削除されません。データセクタが新しい
データで上書きされない限り、消したはずのデータはドライブに残った
ままの状態となります。

本ソフトウェアのデータ抹消機能を使用すると、この痕跡を完全に抹
消することができます。本ソフトウェアは個人情報を保護するために必
須のセキュリティツールです。

主な機能
1　高速起動

UEFIを搭載したコンピュータ（以下、UEFIコンピュータと書きま
す）に接続してあるハードディスク等の内容をOSも含めて、一括で
抹消することができます。CD-ROMから起動（UEFIコンピュータに
CD-ROMドライブが搭載されていない場合は、USBメモリ、FD等か
ら起動して抹消することができます）することで高速に起動し、短時間
で作業を実施することが可能です。抹消する予定のUEFIコンピュータ
に入っているOSには依存しません。
2　高速抹消

1分 に つ き 約4GBの デ ー タ を 抹 消 し ま す。（CPU：corei7、
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360GB時の計測）＊UEFIコンピュータのスペックにより抹消時間は
異なります。
3　強力な消去方式

FlashErase（Quick：消去データの先頭、中間、末尾にRandom
書き込み）、Full（ゼロの1回書き込み方式）、NSA（米国国家安全
保障局準拠による3回（ゼロ1回、ランダム2回）書き込み方式）及
びRandom（1回ランダム書き込み方式）から選択可能です。また、
SSD（SolidStateDrive）はSSDイレーズを選択することにより消去
することができます。
4　セキュアブートへの対応

セキュリティの標準機能としてUEFIに実装されているセキュアブー
トに対応しています。このため、セキュアブートの設定のまま本ソフト
ウェアを起動しデータを抹消することができます。
5　ログファイル保存機能

データ抹消が完了すると、抹消状況に関するログをUSBメモリ等に
保存することができます。

■ 注意事項
1　本ソフトウェアの実行時に、ハードディスクへの電源が提供されて

いない場合、またはハードディスクとパソコン本体が接続されていな
い場合は、ハードディスク上のデータを消去することはできません。
データ抹消時に対象となるハードディスクが画面リストに表示されて
いることを必ずご確認ください。

2　本ソフトウェアはソフト的にディスク上のデータを抹消します。し
たがってディスク上のセクタに異常のある場合は、異常セクタのデー
タは消去することができません。また、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。物理的
にアクセスできなくなっているとは、ディスクが水に濡れたり、高温
化での保管、焼却、落雷、落下などのために部品やディスク自体が受
けた何らかの損傷もしくは電気系統の異常などを原因として、ディス
クがUEFIから正常に認識できない状態をいいます。
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3　本ソフトウェアで抹消作業を実行した後は、一切のソフト的なデー
タ復元が不可能となります。抹消作業はお客様自身の責任で十分注意
を払って実行してください。間違って異なるディスクを抹消してし
まった場合でも、その作業や結果に関してAOSデータ株式会社は一
切の責任を負いません。

4　UEFIコンピュータでブートモードが「レガシー」である場合には、
ブートモードを「UEFI」に変更した後、本ソフトウェアを起動し抹
消を実行してください。

5　書き込み回数の少ない抹消作業を実施した場合、ソフトウェア的な
復元はできなくなりますが、残留磁気を高精度で読み取る専門的な機
器を使用することでデータを復元できる可能性があります。

6　UEFIの設定で省電力設定がONになっている場合、抹消中に画面
が省電力モードになったり、ハードディスクが止まったりする場合が
りますので、必要に応じて省電力設定をOFFにしておいてください。

7　SSDの抹消は独自の方式で実施します。

■ システム必要条件
動作環境
＊UEFI設定画面やブートメニューで「UEFI」から始まるドライブが

選択可能であること

対象ストレージ
＊HDD、SSD、SATA、IDE/ATA、eMMC、SCSI、SAS 等
　（ファームウェアが認識可能であること）
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データ完全抹消（UEFI版）の操作方法
1　本ソフトウェアの起動

（1）本ソフトウェアCDを抹消するUEFIコンピュータのCDドライブ
にセットしてください。

（2）UEFIコンピュータをシャットダウン（電源OFF）してください。
（3）UEFIコンピュータを起動（電源をON）し、ブートメニューから

「UEFI」によるブートモードを選択してください。
（4）プロダクトキーを入力してください。
（4）本ソフトウェアが起動します。

2　ドライブの抹消
（1）抹消するドライブの選択

「矢印（↑↓）」キーで移動させ、「スペース」キーを用いて抹消した
いドライブを選択（複数選択可能）し、「Enter」キーで決定してく
ださい。

（2）消去方式の選択
消去方式の画面が表示されますので「矢印（↑↓）」キーで移動さ

せ、消去方式を選択してください。
①　FlashErase（Quick）：ドライブの先頭、中間、末尾に乱数
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を書き込みます。
②　FULL（00h）：ドライブ全域に0（ゼロ）を書き込み消去しま

す。
③　NSA（Random-Random-00h）： 米 国 国 家 安 全 保 障 局
（NSA）に準拠した消去方式です。ドライブ全域に乱数を2回書き
込んだ後に0（ゼロ）を1回書き込み消去を実施します。

④　Random：ドライブ全領域に乱数を書き込み消去します。
⑤　SSD Erase：SSDを消去する際に選択します。
⑥　US DoD5220、22-M：米国国防総省の消去方式。ドライブ

全域に文字、文字の補数、乱数を書き込み消去します。
⑦　US DoD5220、22-M ECE：米国国防総省の消去方式。ド

ライブ全域に文字、文字の補数、乱数を2回書き込んだあとに、
文字、文字の補数、乱数を書き込み消去します。

⑧　セクタビューア：ドライブのデータが直接確認できます。

＊⑧はドライブのデータを確認するためのもので抹消方式ではありま
せん。
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（3）抹消の実施
消去方式を選択し、「Enter」キーを押すと警告画面が表示され、

実施するか確認を求められます。実施の場合は「Y」キーを、実施し
ない場合は「N」キーを押してください。

（4）抹消の中止
抹消を中止する場合は「ESC」キーを押してください。中止の確

認画面が表示されますので、中止の場合は「Y」キーを、中止しない
場合は「N」キーを押してください。
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（5）抹消の完了
抹消が完了すると「成功しました」と表示されます。また、ログ

の保存画面が表示されます。USBメモリ等にログを保存する場合は
「USBデバイス」を選択して「Enter」キーを押してください。ログ
を保存しない場合は「保存しない」を選択して「Enter」キーを押し
てください。

（6）終了処理
上記（5）のログの保存画面の選択を実施すると、「保存成功　

電源をお切りください」と表示されます。終了する場合は、電源を
切ってください。引き続き利用する場合には「ESC」キーを押して
シャットダウン画面を表示して、「再起動」を選択し「Enter」キー
を押してください。（シャットダウンを選択して終了することもでき
ます。）
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技術情報とサポート

■  セキュリティレベル 
（弊社　10段階のセキュリティレベルから）

レベル1 
1回（ゼロ）書き込み方式：セキュリティレベル低

各セクタに16進で“00”の値を書き込みます。いわゆる物理フォー
マットがこれにあたります。ソフト的にデータを復元することはできな
くなりますが、全領域に同じ値を書き込むために、ディスク上の残留磁
気を読み取る装置を用いれば元のデータパターンを解読される可能性が
あります。

レベル3 
1回ランダム書き込み方式：セキュリティレベル低

各セクタにランダムな値を書き込みます。ソフト的にデータを復元す
ることはできなくなりますが、ディスク上の残留磁気を読み取る装置を
用いて解析すれば元のデータパターンを解読される可能性があります。

レベル5 
米国国家安全保障局（NSA）方式： 
 セキュリティレベル中低

各セクタに一旦ランダムな値を書き込んだ後に、もう一度ランダムな
値を書き込み、その上に16進で“00”を書き込んでいく方法です。ソ
フト的にデータを復元することはできなくなりますが、ディスク上の残
留磁気を読み取る装置を用いて解析すれば元のデータパターンを解読さ
れる可能性があります。
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■ ユーザ登録と技術サポート

ユーザ登録
ユーザ登録は、技術サポートを受けたり、製品の最新情報を受け取る

などのために必要です。
1　電子メール/チヤット/電話によるサポート
2　ダウンロードによるアップデートの提供
3　プロダクトキートラッキング（プロダクトキーが分からなくなった場

合、登録していただいたプロダクトキーを調査してお知らせします。）
4　電子メールによる優待販売などの告知

登録方法
https://www.finaldata.jp/support/new_registration.html　から
オンライン登録を行ってください。

技術サポート
ご購入いただきましたソフトウェアに関するご質問は、「よくあるご

質問」（http://aostech.co.jp/ask/）の「データ抹消ソフトターミ
ナータシリーズ」をご覧ください。「よくあるご質問」をご覧いただい
ても解決できない場合は、AOSデータ技術サポートまでお問い合わせ
ください。専門スタッフが問題解決のお手伝いをさせていただきます。
なお、サポートをお受けになる場合は

下記事項を確認の上、ご連絡ください。

1　電源が正しく接続されており、ハードディスク及び接続コネクタ類
が正しく接続されているでしょうか？

2　お客様のご使用になっているコンピュータは「システム必要条件」
を満たしているでしょうか？

3　コンピュータのOS、ドライブ構成、容量、その他の周辺機器はど
のようになっているでしょうか？

4　障害発生後どのような操作を行ったでしょうか？
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