
報道機関各位 

                             令和 3年 6月 23日                      

                               日東ホルカム株式会社                        

 

日東ホルカム株式会社(本社：千葉県茂原市高師 585）は、HDD/SSD 等の電子情報媒体（ス

トレージメディア）を物理的に破壊する「Crush Box(クラッシュボックス)」を開発・製造

する日東造機株式会社と連携し、廃棄セキュリティ対策に応える様々な物理破壊装置の需要

拡大に応えるべく、各種ストレージメディアの物理破壊、及び破壊証明書発行ソフト等のＲ

＆Ｄ総合リファレンスパックの提供を開始します。 

 

  

    

（日東造機株式会社）URL:http://www.nittoh.co.jp 

（日東ホルカム株式会社）URL:https://www.nittoh-horukamu.com 

 

■総務省、データ物理破壊を明記の背景 

企業や行政機関、地方公共団体など（「企業等」という）で使用した情報記録媒体には、個人

情報や営業秘密、国家秘密などの多くの秘密情報が記録されている。そのため、企業等が、

不要になった情報記録媒体を廃棄物として処分する場合には、当該情報記録媒体を物理的に

破壊することを定めた。 

情報記録媒体の物理的な破壊方法は、ＨＤＤ/ＳＳＤの単純な孔あけだけでは不十分で、孔あ

け破壊（パンチング）、折り曲げ破壊（ベンディング）、多点破壊（ワッフィング）や、強磁

場を照射する磁気消去装置（デガウサー）が、広く世界「 NSA/NIST」で採用されており、

このように情報記録媒体を物理的に破壊することで、情報記録媒体に記録されたデータを読

み込んだり復元することが不可能となる。 

 

廃棄するストレージメディアの物理破壊、及び破壊証明書発行ソフト

等のＲ＆Ｄ総合リファレンスパックの提供を開始。  

自治ドラインにデータ物理破壊を明記後の需要拡大に対応。 

http://www.nittoh.co.jp/
https://www.nittoh-horukamu.com/


■5W2H2C   ハイリスクアプローチの目線 

廃棄する SSDの物理破壊、「できただろう」誤認識による重大事故が後を絶たない！ 

 

SSD 物理破壊装置の不適切な選定で、重大なインシデント（事故）になった事例を、しばし

ば聞くようになった。 

そこで、市場に参入している新規事業者の破壊レベルを調べたところ、ケースごと破壊が可

能としている製品に、不完全な破壊 SSDが多く発見された。 

5W2H2C   ハイリスクアプローチ（かもしれない対策）の考えは、見えないリスク（不完全

な破壊 SSD）の可視化です。 

「かもしれない対策」は、常に危険意識を持って行う対策で、あらかじめ何かが起こった場

合を念頭に、重大事故が起きる前に可能性を考え準備しておくことで、確実な SSD の物理破

壊対策を行える。  

 

「かもしてない対策」Ｒ＆Ｄ総合リファレンスパック  

型式/価格(税込み) 本体（特徴） HSP付属品 破壊証明書発行ソフト 

・HDB-30V-ZW 

・HDB-30V 

・HDB-30V-HP 

 
価格￥280,000~  

手動式 HDD/SSD破壊機 

 

・ パンチ、ベンド、ワッフル破壊 

・テーパーシャフト２本、反作用

板 2本 合計４箇所の圧壊 

・ハイドロ・モーション・コント

ロール（特許） 

・メカニカルインターロック機能

（特許）     

HK-10MA安心パック  

・ハイエンド SSD 破壊用

カーボンアダプタ 

・各種ストレージ分解 

工具セット 

 

DB-AOS4-CD/USB 

   
破壊装置の運用とトレー 

サビリティ管理。 

国際特許取得済み。 

・DB-70B 

・DB-70B-HS 

・DB-70B-HSP 

 
価格￥669,000~  

小型電動 HDD/SSD破壊機 

 

・４箇所べンド、ワッフル 

 破壊 （90箇所） 

・ハイドロ・モーション・コ

ントロール（特許） 

HK-10MA安心パック  

・ハイエンド SSD 破壊用

カーボンアダプタ 

・各種ストレージ分解工

具セット 

 

    画像：同上 

DB-AOS4-CD/USB 

 

 

  画像：同上 

・DB-60PRO 

・DB-60PRO-HS 

・DB-60PRO-HSP 

 
価格￥679,000~ 

プロフェッショナル 

電動 HDD/SSD破壊機  

 

・４箇所パンチ・ベンド・ 

 ワッフル破壊（40箇所） 

・ハイドロ・モーション・コ

ントロール（特許） 

HK-10MA安心パック  

・ハイエンド SSD 破壊用

カーボンアダプタ 

・各種ストレージ分解工

具セット 

 

画像：同上 

DB-AOS4-CD/USB 

 

 

  画像：同上 

・DB-80SS 

・DB-80SSD-HSP 

 
価格￥698,000~ 

プロフェッショナル電動

SSD/HDD破壊機 

 

・パンチ、ベンド、クラスタ

ー貫通破壊（特許） 

・iPAD 等のタブレットス

トレージ分解工具セッ

ト 

       

DB-AOS4-CD/USB 

 

 

画像：同上 

 

■販売 : Crush Boxリセラー及びサービスリセラー（全国代理店販売）・通販サイト 

販売額：３億円/年（国内 80%,海外 20%）  



《資料 2-1 ：出典：JEITAと NSA パソコンのストレージの状況 データ消去方法例 》 

 

(1) パソコンとストレージが稼働する場合  

・専用ソフトウェアにてデータ消去 

・専用装置にてデータ消去 

・ストレージを物理的に破壊 

(2) パソコン本体は稼働しないが、ストレージは

稼働する場合 

・他の稼働可能なパソコンにストレージを  

接続して専用ソフトウェアにてデータ消去 

・磁気消去装置にてデータ消去        □内、パンチ、ベンド、ワッフル（破壊手法） 

・ストレージを物理的に破壊    

(3) ストレージが稼働しない場合 ・ストレージを物理的に破壊 

 

■廃棄パソコンから情報漏洩事故は古今東西、変わらない！その本質（脆弱性）と新たな提案  

データ消去方法   一般の認識   情報流出リスク   本質（脆弱性） 

（廃棄セキュリティ） 

恒久的に安全なリユー

スパソコン 

1.上書き消去 確実に上書きされたかが 

わからない。 

ネット市場、ジャンク 

中古市場へ再販 

解決しない。 HDD/SSD は破壊し新

しい HDD/SSDを搭載 

2.磁気消去 消去されたか見た目にわ

からない。 

ヒューマンエラーにより 

中古市場へ混入し再販 

解決しない。 

SSDは未対応 

SSDは未対応 

HDDは単体で破壊し 

HDD/SSDを搭載 

3.物理的に破壊 だれでも一目瞭然に破壊

がわかる。 

中古市場には流れない 

 

解決する。 

 

HDD/SSD は破壊し新

しい HDD/SSDを搭載 

 

 

< 資料 2-2：出典 総務省 > 

分類 機器廃棄等の方法 確実な履行を担保する方法 

（１）マイナンバー利用事務系の

領域において住民情報を保存する

記憶媒体 

＊マイナンバー利用事務系：社会

保障、地方税、防災、戸籍事務等

に関する情報システム及びデータ 

当確媒体を分解・粉砕・溶解・焼

却・細断などによって物理的に破

壊し、確実に復元を不可能としる

ことが適当である。 

なお、対象となる機器につい

て、リース契約により調達する場

合においても、リース契約終了

後、当該機器の記憶媒体について

は、物理的な破壊を行う。この場

合は、予め仕様に明記のうえ、機

器の廃棄方法を契約において明記

することが望ましい。 

 職員が左記措置の完了まで立ち

合いによる確認を行うほか、庁舎

内において後述（３）で記述する

情報の復元が困難な状態までデー

タの消去を行った上で、委託事業

者等に引き渡しを行い、委託事業

者等が物理的な破壊を実施し、当

該破壊の完了証明書により確認す

る。当該完了証明書については、

破壊の証拠写真が添付されるとと

もに、その提出期限が定められて

いることけすが望ましい。 



 

< 特許 > 

１．Crush Box（クラッシュックス）商標登録済み。（日東造機株式会社） 

２．HORUKAMU（ホルカム）商標登録済み。（日東ホルカム株式会社） 

３．HDD/SSD/LTO等の物理的な破壊（圧壊装置）、様々な特許取得済み。（三央工業） 

４．物理破壊装置の運用管理、国際特許取得 特許番号：第 6734498号 （日東ホルカム株式会社） 

 

 

■日東造機株式会社（設立は 1950年（昭和 25年 5月 27日））は、千葉県茂原市に本社工場を置く日東グ

ループの会社で、小型モーター、コイル・アッシー等の電子部品を製造する株式会社日東電機と、情報記

録媒体（ストレージメディア）を物理的に破壊する「Crush Box(クラッシュボックス)」を製造する三央

工業株式会社をはじめ、世界市場に向けた製品を提供する革新者であり、多くの特許技術を有している。 

 

株式会社日東電機 https://www.nt-denki.jp/index.html 

 

（２）機密性２以上に該当する情

報を保存する情報記憶媒体（上

記）（１）に該当するものを除

く。） 

 一般的に入手可能な復元ツール

の利用を超えた、いわゆる研究所

レベルの攻撃からもたえられるレ

ベルで抹消を行うことが適当であ

る。 

 具体的には、①物理的な方法に

よる破壊、②磁気的な方法による

破壊、③ＯＳ等からのアクセスが

不可能な領域も含めた領域のデー

タ消去装置又はデータ消去ソフト

ウェアによる上書き消去、④ブロ

ック消去、⑤暗号化消去のうちい

ずれかの方法を選択することが適

当である。 

 庁舎内においては後述（３）で

記述する情報の復元が困難な状態

までデータの消去を行った上で、

委託事業者等に引き渡しを行い、

抹消装置の完了証明書により確認

する方法など適切な方法により確

認を行う。 

  

（３）機密性１に該当する情報を

保存する記憶媒体 

 一般的に入手可能な復元ツール

の利用によっても復元困難な状態

に消去することが適当である。 

 具体的には、（２）に記述した方

法①～⑤のほか、ＯＳ等からアク

セス可能な全てのストレージ領域

をデータ消去装置又はデータ消去

ソフウェアにより上書き消去する

方法がある。 

 ＯＳ  及び記憶装置の初期化

（フォーマット等）による方法

は、ＨＤＤの記憶演算子にはデー

タが残った状態となるため、適当

ではない。 

 庁舎内において消去を実施し、

職員が作業完了を確認する方法な

ど適切な方法により確認を行う。 

＊上記（１）は、オンプレミスの場合を想定したもの（ハウジングやプライベートクラウドを含む） 

https://www.nt-denki.jp/index.html


■日東ホルカム株式会社 東京 R＆D事業所は、2019年 千葉県茂原市大雨よる河川氾濫被害を受けたこ

とから、新たなソリューションを行う会社として、ハードディスクドライブ(HDD)、フラッシュ系メモリ

ー(SSD)、リムーバブルディスク（DVD/BLD/ZIP/MO/FD/、iPDA、スマートフォン等の物理破壊装置

「CrushBox(クラッシュックス)」のレンタル・通販・ソリューション事業を国内外に展開している。 

 

日東ホルカム株式会社 東京Ｒ&Ｄ事業所 

〒130-0014 東京都墨田区亀沢 2-4-10 コーポリヴァーストン 101 

電話:03-6240-4555  FAX:03-6240-4566 

代表取締役 唐鎌益男 

 

この件の問い合わせは→ 広報・唐鎌（カラカマ）：info@nittoh-horukamu.com 

電話:03-6240-4555   FAX:03-62404566 

mailto:info@nittoh-horukamu.com

