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GRANPOWER 5000シリーズ
内蔵DATユニット
（GP5-DT301）

内蔵DATユニットの特長

はじめに
このたびは、GRANP0WER5000 シリーズ用内蔵DATユニット（GP5−DT301）をお買いあ
げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、内蔵DATユニット（以下、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説明

本製品は次のような特長を持っています。
ﾁ

サーバ本体に内蔵するタイプなので、場所を取りません。

しています。
お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたし

ｪ

磁気記録方式により、何度でもデータの消去、書き込みが可能です。

ます。

｣

記憶容量は、テープ一巻で12GB（圧縮時24GB）と大容量の情報が記録できます。

｢

記録フォーマットはANSI DDS（Digital Data Storage）規格に準拠しています。

梱包物を確認してください

取り扱い上の注意

●内蔵DATユニット（GP5−DT301）
●サーバ取付け用レール（２種類）
●クリーニングカセット

注意
本製品は精密機器ですので以下のことに注意してください。

●取扱説明書（本書）
万一、不備な点がございましたら、おそれいりますが、お買い求めの販売店または弊社担
当保守員までお申し付けください。

・ 装置内にデータカセットを入れっぱなしにしないでください。データカセットの寿命が
極端に短かくなったり、装置が故障したりする恐れがあります。データカセットは、
バックアップ処理の開始に先立ちセットし、バックアップ処理完了後は速やかに取り出
してください。
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・ クリーニングカセットによる磁気ヘッドの定期的な清掃を必ず実施してください。磁気
ヘッドの清掃に関する詳細は、「清掃について」を参照してください。

安全にお使いいただくために

・ 極端な高温や低温の場所、または温度変化の激しい場所での保管は避けてください。
・ 直射日光のあたる場所や発熱器具のそばには近づけないようにしてください。
・ 衝撃や振動の加わる場所での使用は避けてください。

本製品をお使いになる際は次の点にご注意ください。
●本書中の「 注意」には、本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されて
います。本製品の取り扱いおよび操作の際には、「 注意」文をよくお読みください。
●本書は、本製品の使用中いつでも参照できるよう、大切に保管してください。

・ 湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
・ 内部に液体や金属など異物が入った状態で使用しないでください。もし、何か異物が
入ったときは、お買いあげの販売店または弊社担当保守員にご相談ください。
・ サーバ本体の電源を切るときは、データカセットを取り出してください。

注意 について
正しく使用しない場合、次の危険性があることを示します。
●
●

・ 本製品前面の汚れは、やわらかい布でからぶきするか、布に水または中性洗剤を含ませ
て、軽くふいてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。
・ 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温を急に上げたりした直後は、内部が結露す
る場合がありますので、お使いにならないでください。結露したままお使いになると、
本製品やデータカセットを損傷することがあります。大きな温度変化があったときは、
１時間以上待ってから電源を入れてください。

傷害を負う危険性
本製品やサーバ本体が破壊される危険性

・ お使いにならないときは、本製品からデータカセットを取り出してください。また、
データカセットを入れたまま本製品を持ち運ばないでください。
・ 本製品を分解したり、解体したりしないでください。
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各部の名称と働き

SCSI-ID 番号の設定について
サーバ本体にDATユニットを内蔵する場合は、SCSI-ID番号の設定が必要になります。
SCSI-ID番号は、内蔵DATユニット背面のディップスイッチで設定します。
(1) ショートジャンパの位置
ショートジャンパ

装置後面

ﾁ Tapeランプ（グリーン）
ｪ Cleanランプ（オレンジ）
｣ 取り出しボタン

SCSIコネクタ

１ Tapeランプ（グリーン）
データカセットがローディングされているとき、点灯します。
また、下記のときに点滅します。
・テープからデータを読み出しているとき ……………………… 高速で点滅します
・テープにデータを書き込んでいるとき ………………………… 高速で点滅します
・テープをロードしているとき …………………………………… 低速で点滅します
・テープをアンロードしているとき ……………………………… 低速で点滅します
注：高速で点滅しているときは、データカセットを取り出さないでください。

電源コネクタ

DATドライブ背面
(2) ショートジャンパの設定方法

ショートジャンパ
（デフォルト設定）

２ Cleanランプ（オレンジ）
ハードが故障しているときに点灯します。
弊社担当保守員にご相談ください。
また、ヘッドの汚れまたはデータカセットの劣化により、訂正可能な内部エラーが多発
しているとき、点滅します。書き込みおよび読み出しデータに異常はありませんが、エ
ラーの発生を防ぐためヘッドの清掃を行ってください。清掃後も点滅が止まらない場合
は、新しいデータカセットと交換してください。
読み出しができない場合は、数回ローディングを繰り返してみてください。
それでも読み出しができない場合は、弊社担当保守員にご相談ください。

３ 取り出しボタン
ドライブに入っているデータカセットを取り出すときに押します。

ポイント
サーバ本体の電源が入っていない状態では、データカセットのセット、取り出しはできませ
ん。

Termination
Power
［ショート固定］

SCSI ID
Bit2 Bit1 Bit0

SCSI
ID番号

Bit2

ショートジャンパ
Bit1

Bit0

0
1
2
3
4＊
5
6
7

オープン
オープン
オープン
オープン
ショート
ショート
ショート
ショート

オープン
オープン
ショート
ショート
オープン
オープン
ショート
ショート

オープン
ショート
オープン
ショート
オープン
ショート
オープン
ショート

＊：デフォルト設定

データカセットについて

清掃について
１

磁気ヘッドの清掃

本製品には、下記のデータカセットをお使いください。
品

名

商品番号

備

考

データカセットDAT CT12000

0121180

12GB （125mテープ）

データカセットDAT CT4000

0121160

4GB （120mテープ）

データカセットDAT CT2000

0121150

2GB （ 90mテープ）

データカセットDAT CT1300

0121110

1.3GB （ 60mテープ）

ポイント
本製品は、データの書き込み・読み取りに磁気ヘッドを使っています。
ヘッドがほこりやゴミで汚れていると、データの書き込み・読みとりが正常に行われませ
ん。また、データカセットの寿命が短くなる、データカセットのテープ表面に傷が発生し使
用できなくなる等の不具合が発生します。
このようなことを未然に防ぐために、クリーニングカセットによる定期的な清掃（磁気ヘッ
ドのクリーニング）を必ず実施してください。
清掃の実施方法は以下のとおりです。

使用上の注意
(1) 使用環境
データカセットは以下の環境でお使いください。
温度
相対湿度

(1) 本製品使用時間、５〜２５時間ごとに１回の割合で清掃してください。
《清掃周期の目安》
１日に約２〜３時間のバックアップ処理を、月曜日から金曜日に行う場合は、１週間に

：５℃〜35℃
：20％〜80％（結露しないこと。）

１回の清掃が必要です。『毎週月曜日の朝』といったような判り易い予定を立てて、定
期的な清掃を実施してください。

最高湿球温度：26℃
・結露を避けるため、急激な温湿度変化（15℃／時間、20％／時間）のもとにさらさな
いでください。
・使用環境が変わった場合は、新しい環境のもとに24時間程度放置してからお使いくだ
さい。
(2) 書き込み保護について
カセットテープのデータを保護（ファイ

(2) 本製品をまったく使用しない場合でも、１カ月に１回の清掃が必要です。
(3) 本製品の『Ｃｌｅａｎランプ』が点滅したときは、その都度清掃を実施してください。
なお、清掃後も点滅が止まらない場合は、新しいデータカセットをお使いください。
(4) 新しいデータカセットに交換する前に清掃を実施してください。

ルプロテクト）するときは、図のように
タブをスライドさせてください。

２

使用できるクリーニングカセット

本製品には下記のクリーニングカセットをお使いください。
品

名

クリーニングカセットDAT-N

商品番号
0121170

(3) データカセットの寿命について
カセットテープは消耗品であり、使用回数に限りがあります。300回を目安にしてくだ

クリーニングカセットをセットしても、すぐに排出されてしまう場合は、新しいクリーニン
グカセットと交換してください。

さい。なお、お使いになる環境（温度、湿度など）や使用方法、装置のクリーニング状
況によってはテープの傷みが早い場合もありますので、早めの交換をお薦めします。

クリーニングカセットの使用可能回数は約２５回です。カセット内の右リールにすべての
テープが巻き付いていればクリーニングカセットの寿命です。

仕様
型名

GP5-DT301

記憶容量

12GB（125mテープ使用時）

記録密度

122,000bpi（125mテープ使用時）
10 -15 ビット以下

エラーレート（リード時）
実効転送速度

1MB/sec（非圧縮時）

インタフェース

SCSI-2

バックアップソフトウェア
本製品は、以下に示すバックアップソフトウェアにて使用可能です。
・
・
・
・

Windows NT 4.0のNTBACKUP（NT 3.51以前は未サポート）
ARC serve for Windows NT J6.0 L20
ARC serve for NetWare J6.0
NetWare, IntranetWareのSBACKUP
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