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はじめにお読みください
このたびは、弊社の内蔵 LTO4 ユニット(LTO-4 Half-Height SAS Tape Drive)(以降、本製品)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。
2011 年 8 月

1 添付品がそろっていることを確認してください。
PG-LT403/PGBLT403 の添付品
□
□
□
□
□

内蔵 LTO4 ユニット *1
クリーニングカートリッジ
保証書 *2
ネジ [4 本] *1
富士通バックアップデバイスの情報／Relevant Information for Fujitsu Backup Devices

*1：カスタムメイド型名[PGBLT403]の場合は、サーバ本体に組み込まれています。
*2：カスタムメイド型名[PGBLT403]の場合は、サーバ本体の保証書に含まれます。

PGBLT403C の添付品
□
□
□
□
□
□

内蔵 LTO4 ユニット *3
クリーニングカートリッジ
保証書 *4
ネジ [4 本] *3
内蔵 SAS ケーブル *3
富士通バックアップデバイスの情報／Relevant Information for Fujitsu Backup Devices

*3：サーバ本体に組み込まれています。
*4：サーバ本体の保証書に含まれます。

PY-LT411/PYBLT411 の添付品
□
□
□
□
□
□
□

内蔵 LTO4 ユニット *5
クリーニングカートリッジ
保証書 *6
ネジ [4 本] *5
内蔵 SAS ケーブル *5
富士通バックアップデバイスの情報／Relevant Information for Fujitsu Backup Devices
PRIMERGY 製品の取り扱いについて *7

*5：カスタムメイド型名[PYBLT411]の場合は、サーバ本体に組み込まれています。
*6：カスタムメイド型名[PYBLT411]の場合は、サーバ本体の保証書に含まれます。
*7：標準型名[PY-LT411]の場合のみ添付されています。

2 マニュアルおよびドライバの入手先
本装置のマニュアルおよびデバイスドライバは、ServerView Suite DVD に含まれています。
また、以下の公開サイトからも入手可能です。
・デバイスドライバ：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads
・マニュアル：http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html
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3 本装置の搭載、接続
【重要】本装置をサーバ/バックアップキャビネットに搭載する際は、必ず本装置に添付のネジを使用して
ください。 （添付のネジ以外を使用すると本装置を破損する恐れがあります）
【重要】装置の破損を防止するため、静電気対策を施してください。

(1) 固定レールの取り付け
サーバ / バックアップキャビネットの 5 インチベイから固定レールを取り外し、本装置の左右両側に
ネジ止めしてください。固定レールは、必ず本装置下部 2 箇所のネジ穴を用いて取り付けてください。
【重要】本装置の左右に固定レールを取り付ける場合は、必ず本装置下部の 2 箇所のネジ穴を使用して
下さい。（上部のネジ穴を使用すると本装置を破損する恐れがあります）

本装置前面

ネジ取り付け位置

(2) 本装置の搭載、接続
搭載手順は、サーバ / バックアップキャビネット 等の付属資料をご参照ください。
電源コネクタおよび SAS コネクタをそれぞれ接続する必要があります。

電源コネクタ
SAS コネクタ

4 デバイスドライバのインストール
ご使用になるオペレーティングシステムやバックアップソフトウェアによって適用方法が異なります。
バックアップソフトウェアをご使用になる場合は、バックアップソフトウェアの指示に従ってください。

 Microsoft Windows Server 2003
Windows Server 2003 の NTBackup をご使用になる場合は、ドライバのインストールが必要です。
ご使用になっているオペレーティングシステムに合わせ、32bit または 64bit のインストーラ
『 install_nonexclusive.exe 』を実行し、ドライバをインストールしてください。
【重要】ServerView Suite DVD1 を使用してドライバをインストールする場合は、ご使用になる
SeverView Suite DVD のバージョンによってインストーラの格納場所が異なりますので
ご注意ください。
・32bit オペレーティングシステム用インストーラ
¥SVSSoftware¥Software¥TapeDriver¥IBM_LTOx¥Windows_32¥install_nonexclusive.exe
または
¥DRV¥TAPE¥IBM¥LTOx¥Windows_32¥install_nonexclusive.exe
・64bit オペレーティングシステム用インストーラ
¥SVSSoftware¥Software¥TapeDriver¥IBM_LTOx¥Windows_x64¥install_nonexclusive.exe
または
¥DRV¥TAPE¥IBM¥LTOx¥Windows_x64¥install_nonexclusive.exe
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【重要】Windows Backup (NTBackup)を使用しない場合、Removable Storage Manager(RSM)の
無効化を要求されることがあります。バックアップソフトウェアのマニュアル、ヘルプを
ご参照ください。
 Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 オペレーションシステムをご使用の場合は、ドライバインストールは
必要ありません。
 Linux
LINUX ベースのオペレーションシステムをご使用の場合は、ドライバインストールは必要ありません。

5 バックアップソフトウェアについて
本装置をサポートするバックアップソフトウェアに関する情報は、以下を参照ください。
・CA ARCserve Backup をご利用になる場合
http://software.fujitsu.com/jp/arcserve/
・NetVault をご利用になる場合
http://software.fujitsu.com/jp/netvault/
・Symantec Backup Exec をご利用になる場合
http://software.fujitsu.com/jp/symantec/protection/backupexec.html

6 使用できるカートリッジについて
本製品には、次の富士通純正品を使用されることをお勧めします。
品名
商品番号
購入単位
備考
Ultrium2 データカートリッジ[注 1]
0160310
1巻
容量 200GB [注 2]
Ultrium3 データカートリッジ
0160320
1巻
容量 400GB [注 2]
Ultrium3 WORM データカートリッジ
0160325
1巻
容量 400GB [注 2]
Ultrium4 データカートリッジ
1巻
容量 800GB [注 2]
0160330
Ultrium4 WORM データカートリッジ
0160335
1巻
容量 800GB [注 2]
Ultrium1 クリーニングカートリッジ U
1巻
ユニバーサルクリーニングカートリッジ
0160280
注 1：読み取りのみ対応しております。書き込みはできません。
注 2：データ圧縮機能を使わない場合の値です。 記憶容量は、1GB=1000 × 1000 × 1000byte 換算です。
【 お問合せ先 】
上記の富士通純正品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター(http://jp.fujitsu.com/group/coworco/)
電話:0120-505-279
ご利用時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:30(土、日、祝日、年末年始を除く)
また、データカートリッジの取り扱いについては、上記ホームページ内の
「サプライ商品」→「データメディア」→「LTO テープ」の『LTO Ultrium カートリッジテープ説明書』
もあわせてご覧ください。

7 本装置のクリーニング
本装置のヘッドクリーニングは、次の場合に行ってください。
・本装置前面パネルの 1 文字ディスプレイに大文字の「C」が表示されたとき
・定期的なヘッドクリーニング(3 ヶ月に 1 回)
クリーニングは、本装置に Ultrium1 クリーニングカートリッジ U を挿入することで自動的に開始されます。
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8 ご使用上の注意
本装置をご使用になる上での注意事項がございますので、以下をよくお読みの上ご使用くださいますよう
お願いいたします。
 Windows Backup ご使用時のデータカートリッジのいれかえについて
Windows Backup をご使用時にデータカートリッジをいれかえる場合は、一旦データカートリッジを
本装置から完全に取り出した後、次のカートリッジをセットするまで 30 秒以上お待ちください。
30 秒以内でデータカートリッジのいれかえを行った場合、データカートリッジが認識されない場合が
あります。
認識されなかった場合は、一旦データカートリッジを排出後完全に取り出し、30 秒以上待った上で
次のデータカートリッジをセットしてください。
 Windows 自動システム回復（Automated System Recovery）について
本装置で Windows 自動システム回復（以降、ASR）をご使用になる場合は、以下アドレスより
ドライバをダウンロードし、ドライバ添付のドキュメントを参照してください。
http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
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