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本製品を PRIMEQUEST でご使用になる場合のご注意
このたびは、弊社の内蔵 LTO3 ユニット（以降「本装置」）をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。本装置を PRIMEQUEST でご使用になる前に、PRIMEQUEST
本 体 添 付 Drivers CD （ 以 下 Drivers CD ） の "LTO3 TAPE Drive Users Guide
(C122-E080-C2) "、搭載方法は SX10 添付 CD に収められている「SX10 バックアップキャ
ビネット取扱説明書（B7FY-0731）」を、合わせてご一読ください。
本装置をご使用される前に PRIMEQUEST では以下の留意事項がございますので、本書を
よくお読みの上でご使用ください。
2008 年 1 月
富士通株式会社
1. TAPE Maintenance Advisor について
「TAPE Maintenance Advisor」は PRIMERGY 用ソフトウェアであり PRIMEQUEST
では使用できません。3 ヶ月に 1 回お客様にてドライブのクリーニングを実施してください。
2. バックアップソフトウェアについて
下記バックアップソフトウェアは PRIMEQUEST では使用できません。
・BrightStor ARCserve Backup
・NetVault
3. ドライバインストールについて
本装置添付のフロッピーディスクのドライバは PRIMERGY 用であり、PRIMEQUEST
では使用できません。ドライバは以下の Drivers CD からインストールして使用してくださ
い。なお、Linux の場合はデバイスドライバをインストールする必要はありません。
PRIMEQUEST Drivers CD for Microsoft Windows Server 2003 (C122-E024- C2)
イ ン ス ト ー ル 方 法 に つ い て は 、 Drivers CD の "LTO3 TAPE Drive Users Guide
(C122-E080- C2) " を参照してください。
以上
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Notes on using internal LTO3 unit with PRIMEQUEST
Thank you for purchasing the Tape Drv LTO3 Ultrium3 400GB (simply called "this
product"). Before using this product, read following guides in order to handle properly.
•

"LTO3 TAPE Drive Users Guide (C122-E080-C2)" in Drivers CD-ROMs supplied
with the PRIMEQUEST server (simply called "Drivers CD").

•

"SX10 backup cabinet manual (B7FY-0731)" in CD-ROM supplied with the SX10.

Pleases read following attention carefully before using this product.
Jan, 2008
Fujitsu Limited.
1. About TAPE Maintenance Advisor
"TAPE Maintenance Advisor" is software for PRIMERGY and it is not possible to use it
with PRIMEQUEST. Therefore, please perform the head cleaning of the drive once in
every three months manually.
2. About backup software
The following backup software cannot be used with PRIMEQUEST.
•

BrightStor ARCserve Backup

•

NetVault

3. About driver installation
Floppy disk of the attachment for this product is a driver for PRIMERGY, and it is not
possible to use it for PRIMEQUEST. Please install from following Drivers CD (for
PRIMEQUEST) and use the driver in it.
For Linux, installing the device driver is not required.
PRIMEQUEST Drivers CD for Microsoft Windows Server 2003 (C122-E024- C2)
Please refer to "LTO3 TAPE Drive Users Guide (C122-E080-C2)" of Drivers CD (for
PRIMEQUEST) for the installation method.
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