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ファイソンが業界最先端のエンタープライズ PCIe Gen4 SSD ソリューション「X1」を発表 

~カスタマイズ可能な PCIe Gen4 SSD プラットフォームとなる「X1」は、データセンター向けの大

容量ストレージを、クラス最高の性能と低消費電力で提供します~ 

 

 
ファイソンは業界最先端のエンタープライズクラス SSD ソリューション「X1」を発表 

 

NAND コントローラおよびストレージ・ソリューションのグローバルリーダーであるフィソンエレク

トロニクス（台湾証券取引所 8299 ）は、本日（8 月 2 日）、業界最先端のエンタープライズ PCIe 

Gen4 SSD ソリューションを実現するエンタープライズ向けソリッドステートドライブ（SSD）プラ

ットフォーム「X1」の発売を発表しました。 

 

ファイソンのエンタープライズ向け X1 SSD プラットフォームは、大容量データストレージソリュー

ションのグローバルリーダーである Seagate® Technology Holdings plc (NASDAQ: STX)との提携によ

り設計されたものです。この X1 プラットフォームは、より高速、より高度な処理を求める世界のデ

ー タ セ ン タ ー 市 場 の 要 求 の 変 化 に 対 応 し て い ま す 。 

 

カスタマイズ可能なエンタープライズクラスの SSD プラットフォーム「X1」は、より少ない消費電

力で多彩なパフォーマンスを実現します。「X1」は、同程度の電力を消費する既存の競合製品よりも

30%以上優れたデータ読み取り性能を持ち、パフォーマンスのボトルネックを解消し、費用対効果が

優れた高いサービス品質（Quality of Service;QoS）を提供するエンタープライズクラスの PCIe Gen4 

SSD ソリューションです。 

 

シーゲート・テクノロジー社の製品およびビジネス・マーケティング担当上級副社長である Sai 

Varanasi 氏は、次のように述べました。「我々は、シーゲートのデータ管理機能と顧客統合機能をフ

ァイソンの最先端技術と組み合わせ、進化し続けるエンタープライズストレージ市場のニーズを満た
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す高度にカスタマイズされた SSD を実現しました。 シーゲートは、高度な SSD テクノロジの開発分

野でファイソンと提携し、すべての大容量ストレージシステムのお客様により大容量でより高速なパ

フォーマンス、優れた電力効率を提供する高度な SSD テクノロジを提供できることを嬉しく思いま

す。」(英語の原文は以下の通り。“We combined Seagate’s proprietary data management and customer 

integration capabilities with Phison’s cutting-edge technology to create highly customized SSDs that 

meet the ever-evolving needs of the enterprise storage market,” said Sai Varanasi, senior vice president 

of product and business marketing at Seagate Technology. “Seagate is excited to partner with Phison on 

developing advanced SSD technology to provide the industry with increased density, higher performance 

and power efficiency for all mass capacity storage providers.”) 

 

X1 SSD プラットフォームは、以下のような HPC、AI、超大規模な完全なエンタープライズ・アプリ

ケーションに適しています。 

１）ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）：X1 SSD は、より少ない消費電力でより多く

の演算能力を実現し、パフォーマンスのボトルネックを大幅に解消する高性能エンタープライズ SSD

プラットフォームを提供します。 

２）世の中を一新する人工知能（AI）：X1 SSD は、次世代の人工知能（AI）開発を可能にし、AI に

よる効果的な推奨事項の提供や、医療、教育、科学など様々な重要産業における最適モデルの研究に

使用できるデータの生成などを可能にします。 

３）ハイパースケール性能を求められるデータセンター：X1 SSD は、企業の多様なワークロードを

担うために設計されたクラス最高のパフォーマンスと、貴重な企業データの長期保存を可能にする高

い耐久性を備えています。 

 

ファイソンの最高技術責任者である Sebastien Jean 氏は、次のように述べています。「現在市場に出回

っているエンタープライズストレージ製品は、まだ顧客のニーズを完全には満たしていません。ファ

イソンはこの X1 により、世界クラスのカスタマイズ可能なエンタープライズグレードの PCIe Gen4 

SSD プラットフォームを提供します。これは、エンタープライズストレージの性能水準を引き上げる

というファイソンの強い決意の表れです。さらに、シーゲート社の深い業界経験とファイソンの高度

なアーキテクチャを組み合わせることで、今回発表したエンタープライズクラスの X1 SSD プラット

フォームは人工知能、クラウドストレージ、5G エッジコンピューティングなどのさまざまなアプリ

ケーション向けに先進的なエンタープライズグレードの SSD 製品を提供するように設計されていま

す 。 」 

 

ファイソンの X1 の詳細については、以下をご参照ください。 

https://www.phison.com/zh-tw/solutions/enterprise/pcie/x1-ssd 

X1 を 共 同 開 発 し た フ ァ イ ソ ン と そ の 協 業 パ ー ト ナ ー に つ い て は 以 下 を ご 覧 く だ さ い 。：

https://www.phison.com/zh-tw/solutions/enterprise/pcie/x1-partner 

 
Phison media inquiries: 
greg@alanizmarketing.com 
press_americas@phison.com  

Phison product inquiries: 
sales@phison.com 

https://www.phison.com/zh-tw/solutions/enterprise/pcie/x1-ssd
https://www.phison.com/zh-tw/solutions/enterprise/pcie/x1-partner
mailto:greg@alanizmarketing.com
mailto:press_americas@phison.com
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[PHISON IR Distribution List Application Form] 

If you would like to receive PHISON press release or announcement, please register our IR 

distribution application form from the link: Phison IR Distribution List  

 

[PHISON’s Quick Facts] 

 Over 21 years experiences in NAND controller IC design and module integration. 

 Over 3,400 employees globally, and more than 70% are engineers 

 Nearly 2,000 memory-related patents globally. 

 Target long-term revenue of NT$100 billion through the 5+5 growth strategy 

 The global market share of SSD controller exceeds 20% 

 $2.23B USD sales revenue in 2021. 

 Confident that our unique business model can produce consistently strong cashflows and 

profits over the long-term amidst NAND memory market cycles. 

 Strongly maintain long-term partnerships with our global NAND flash supply sources and 

with our downstream module customers. 

 

[About PHISON] 

Phison Electronics Corp. (TPEX:8299) is a global leader in NAND Flash controller IC and storage 

solutions. We provide a variety of services from controller design, system integration, IP 

licensing to total turnkey solutions, covering applications across SSD (PCIe/SATA/PATA), eMMC, 

UFS, SD and USB interfaces, reaching out to consumer, industrial and enterprise markets. As 

an active member of industry associations, Phison is on the Board of Directors for SDA, ONFI, 

UFSA and a contributor for JEDEC, PCI-SIG, MIPI, NVMe and IEEE-SA. 

To know more about Phison, please visit Phison Website or Phison Q&A for details. 

 

 

PHISON Spokesperson 

Antonio Yu 

TEL: 037-586-896 #1019 

Mobile: 0979-105-026 

Email: antonioyu@phison.com  

PHISON Deputy Spokesperson 

Kuo-Ting Lu 

TEL: 037-586-896 #2622 

Mobile: 0979-075-330 

Email: kuoting_lu@phison.com  

 

 

 
[Forward-looking Statements] 

Information included in this press release that are not historical in nature are "forward-looking statements". 

Phison cautions readers that forward-looking statements are based on Phison’s reasonable knowledge and 

current expectations, and are subject to various risks and uncertainties. Actual results may differ materially from 

those contained in such forward-looking statements for a variety of reasons including without limitation, risks 

associated with demand and supply change, manufacturing and supply capacity, design-win, time to market, 

market competition, industrial cyclicality, customer’s financial condition, exchange rate fluctuation, legal actions, 

amendments of the laws and regulations, global economy change, natural disasters, and other unexpected 

events which may disrupt Phison’s business and operations. Accordingly, readers should not place reliance on 

any forward-looking statements. Except as required by law, Phison undertakes no obligation to update any 

forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise. 

https://forms.gle/e7FUx7WCHN3LnZX3A
https://www.phison.com/phocadownload/PHISON_QA/Phisons%20Resilient%20Business%20Model%20Generates%20Results%20through%20Challenging%20World%20Events_Official.pdf
https://www.phison.com/en/company/about-us
https://www.phison.com/en/investor-relations/shareholder-services#PHISON_QA
mailto:antonioyu@phison.com
mailto:kuoting_lu@phison.com

