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３．ハードウェア構成図  ラックキャビネット編  

 

３．１ ラックキャビネット 
 

 

 

（１）ラックキャビネットの種類 
 

  ＨＡ８０００ラックキャビネットは、ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック（38U：GH-RK7385,16U：GH-RK7165） 

 及びＨＡ８０００専用ラック（38U：GH-RK7382,16U：GH-RK7162）［受注生産］をサポート致します。 

  ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラックとＨＡ８０００専用ラックの選択は下記にてお願いします。 

 

 

  ①新規購入(②以外の場合) 

                    ⇒ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック（38U：GH-RK7385,16U：GH-RK7165）を選択 
 

  ②既設ＨＡ８０００専用ラック(38U：GH-RK7382,16U：GH-RK7162)があり連結を行う場合 

                    ⇒ＨＡ８０００専用ラック(38U：GH-RK7382,16U：GH-RK7162)［受注生産］を選択 

 

  ［ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラックは、ＨＡ８０００専用ラックより  

       奥行き寸法が大きくなって いますので、設置場所（スペース）には御注意願います。］  
 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  
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 ■ ラックキャビネット（ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック）の仕様 

 

  ラックキャビネット（ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック）の仕様およびラックキャビネット（ＨＡ８０００専用ラック） 

 との比較は下記のとおりです。 

 

 ●ラックキャビネット３８Ｕ 

品名 
ラックキャビネット 

（HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ） 

ラックキャビネット 

（HA8000専用ﾗｯｸ） 

型式 GH-RK7385 GH-RK7382 

寸法mm（幅×奥行×高さ） 600×1050×1895(38U) 600×850×1895(38U) 

ラックキャビネット質量 *1 159.0kg 132.5kg 

ラックキャビネット最大搭載質量 1000.0kg 617.5kg 

ラックキャビネット最大総質量 1159.0kg 750.0kg 

フロントドアデザイン ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ穴 
GH-RD7382：ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ 

GH-RD7381：ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟ 

通気孔 前面，後面，上面 

鍵の有無 
ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱのみ 

注：ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱはｵﾌﾟｼｮﾝです。 

キャスタの有無 あり（1台あたり4個） あり（1台あたり4個） 

固定脚の有無 あり（1台あたり4個） あり（1台あたり4個） 

仕様 

19型ﾗｯｸ 

取付け穴ﾋﾟｯﾁEIA規格準拠ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟｯﾁ 

ﾘｱﾄﾞｱ標準実装，ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ添付 

19型ﾗｯｸ 

取付け穴ﾋﾟｯﾁEIA規格準拠ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟｯﾁ 

ﾘｱﾄﾞｱ標準実装，ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ添付 

 

 

 ●ラックキャビネット１６Ｕ 

品名 
ラックキャビネット 

（HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ） 

ラックキャビネット 

（HA8000専用ﾗｯｸ） 

型式 GH-RK7165 GH-RK7162 

寸法mm（幅×奥行×高さ） 600×1050×820(16U) 600×850×820(16U) 

ラックキャビネット質量 *1 80.0kg 67.5kg 

ラックキャビネット最大搭載質量 300.0kg 172.5kg 

ラックキャビネット最大総質量 380.0kg 240.0kg 

フロントドアデザイン ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ穴 
GH-RD7163：ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ 

GH-RD7160：ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟ 

通気孔 前面，後面 

鍵の有無 
ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱのみ 

注：ﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱはｵﾌﾟｼｮﾝです。 

キャスタの有無 あり（1台あたり4個） あり（1台あたり4個） 

固定脚の有無 あり（1台あたり4個） なし 

仕様 

19型ﾗｯｸ 

取付け穴ﾋﾟｯﾁEIA規格準拠ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟｯﾁ 

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ添付 

19型ﾗｯｸ 

取付け穴ﾋﾟｯﾁEIA規格準拠ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟｯﾁ 

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ添付 

 

 *1:フロントドア，リアドア，サイドパネルを含んだ質量です。（スタビライザ除く。） 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 

･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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 ■ ラックキャビネット外観図 
 

 （１）ラックキャビネット 

    （３８Ｕ，ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック） 

 

 

（２）ラックラックキャビネット 

   （１６Ｕ，ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ ラックキャビネット（ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック）オプション 

 

   ラックキャビネット（ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック）に対応するフロントドア，サイドパネル及びリアドア 

  形名を下記に示します。 

  （HA8000専用ラックキャビネットのフロントドア，サイドパネル及びリアドア形名は(12)ラックマウントシステム構成図 

   を参照願います。） 

 ラックキャビネット38U ラックキャビネット16U 

ラックキャビネット GH-RK7385 GH-RK7165 

フロントドア GH-RD7385 GH-RD7165 

サイドパネル（2枚組) GH-RS7385 GH-RS7165 

リアドア ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄに標準実装 GH-RD7166 
 

 また、システムの拡張に応じて同一形式のラックを連結することも可能です。 

 ラックキャビネット（ＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラック）用ラック連結キット形名を下記に示します。 

仕様 最大連結台数 形式 備考 

ラック連結キット 38/16U 3 GH-RJ7005 GH-RK7385/GH-RK7165用 

  ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、１セットのみです。 

   ラックキャビネット（ＨＡ８０００専用ラック)（GH-RK7382/GH-RK7162）との連結はできません。 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 

･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  
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 ■ ラックキャビネットと塔載システム装置対応表 
 

  各ラックキャビネットに搭載可能なシステム装置の対応表を以下に示します。 

○：標準搭載可能 

△：ラックマウントキットなどが別途必要 

ラックキャビネット  
（HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ） 

ラックキャビネット  
（HA8000専用ﾗｯｸ） 

38U 16U 38U 16U 
搭載システム装置 形式 

GH-RK7385 GH-RK7165 GH-RK7382 GH-RK7162 

HA8000/380x5 380A5 ○ ○ ○ ○ 

HA8000/30Wx7 30A7,B7,C7 △（別途、GS-AU7A10が必要です。） △（別途、GS-AU7A10が必要です。） 

HA8000/70Wx7 
70K7,L7,M7,N7 
70C7,D7,G7 
70P7,R7 

○ (*1) ○ (*1) ○ (*1) ○ (*1) 

HA8000/110Wx7 
110D7,A7,B7 
110G7,H7 

○ ○ ○ ○ 

HA8000/130Wx7 130A7 ○ ○ ○ ○ 

HA8000/270x7 270G7,A7 ○ ○ ○ ○ 

HA8000/30Wx8 30A8,B8,C8 △（別途、GS-AU7A10が必要です。） △（別途、GS-AU7A10が必要です。） 

HA8000/70Wx8 
70K8,L8,M8 
70P8,R8 

○ (*1) ○ (*1) ○ (*1) ○ (*1) 

HA8000/110Wx8 
110D8 
110G8,H8 

○ ○ ○ ○ 

HA8000/130Wx8 130A8 ○ ○ ○ ○ 

HA8000/270x8 270G8,A8 ○ ○ ○ ○ 

HA8000/20Wx9 
20A9,B9 
20E9,F9 

× × × × 

HA8000/70Wx9 
70K9,L9,M9 
70P9,S9 

○ (*1) ○ (*1) ○ (*1) ○ (*1) 

HA8000/110Wx9 110D9,G9,H9 ○ ○ ○ ○ 

HA8000/130Wx9 130A9 ○ ○ ○ ○ 

HA8000/270x9 270G9,A9 ○ ○ ○ ○ 

 
  *1：キャビネットタイプの場合は、別途下記ラックマウントキットが必要です。 
     HA8000/70W K7,L7,M7,N7,C7,D7,G7,K8,L8,M8：GS-AU7545 
     HA8000/70W P7,R7,P8,R8,K9,L9,M9,P9,S9：GS-AU7544 

 

 

（２）システム装置の占有ユニット数，質量及び電源ケーブル本数 
 

対応 
モデル名 形式 

占有Ｕ
数 
*3 

質量 電源ケーブル本数 
38U 16U 

ＨＡ８０００／２７０ 270 G9,A9 5U 
G9:約47.5kg,最大59.5kg 

A9:約48.5kg,最大63.5kg 
1（2）*2 ○ ○ 

ＨＡ８０００／１３０Ｗ 130 A9 3U 約28.9kg,最大37.2kg 1（2）*2 ○ ○ 

ＨＡ８０００／１１０Ｗ 110 D9,G9,H9 1U 
D9:約14.5kg,最大17.0kg 

G9,H9:約15.0kg,最大17.5kg 
1 ○ ○ 

ＨＡ８０００／７０Ｗ *1 
70 K9,L9,M9 
70 P9,S9 

5U 

K9:約21.4kg,最大25.5kg 

L9:約22.5kg,最大25.0kg 

M9:約21.0kg,最大25.5kg 

P9:約24.0kg,最大34.0kg 

S9:約24.0kg,最大34.0kg 

P9,S9ﾓﾃﾞﾙ以外:1 
P9,S9ﾓﾃﾞﾙ:1(2)*2 

○ ○ 

*1:横置き搭載となります。（ラックキャビネットへ搭載するHA8000/70Wを新規手配の場合は、ラックタイプのセットモデルを 
   選択願います。）又、既設のHA8000/70Wキャビネットタイプをラックキャビネットへ搭載する場合は、別途ラックマウント 
   キット(GS-AU7544)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。 
*2:括弧内はオプションの冗長用電源ユニット搭載時の数量です。 
*3:1Uは、約44.5mmです。 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 

･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 
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（３）ラックキャビネット関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様 
 

HA8000/HA8500 

共通ﾗｯｸ 

HA8000 

専用ﾗｯｸ オプション品名 形 式 
占有 
Ｕ数 

質量 
(kg) 

電源 
ｹｰﾌﾞﾙ 
本数 38U 16U 38U 16U 

仕 様 

ラックサイドパネル(38U) 

 [HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ用] 
GH-RS7385 － － － ○ － － － 2枚1組 

フロントドア(38U) 

 [HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ用] 
GH-RD7385 － － － ○ － － － ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ 

ラックサイドパネル(16U) 

 [HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ用] 
GH-RS7165 － － － － ○ － － 2枚1組 

フロントドア(16U) 

 [HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ用] 
GH-RD7165 － － － － ○ － － ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ 

リアドア(16U) 

 [HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ用] 
GH-RD7166 － － － － ○ － － 16Uﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用 

ラック連結キット(38/16U) 

 [HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ用] 
GH-RJ7005 － － － ○ ○ － － ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄを最大3台まで連結可 

ラックサイドパネル(38U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RS7381 － － － － － ○ － 2枚1組 

フロントドア(38U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RD7382 － － － － － ○ － ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ 

フロントドア(38U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RD7381 － － － － － ○ － ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟ *16 

ラックサイドパネル(16U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RS7160 － － － － － － ○ 2枚1組 

フロントドア(16U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RD7163 － － － － － － ○ ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ 

フロントドア(16U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RD7160 － － － － － － ○ ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟ *16 

リアドア(16U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RD7161 － － － － － － ○ 16Uﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用 

ラック連結キット(38U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RJ7001 － － － － － ○ － 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄを最大3台まで連結可 

(ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ用) 

ラック連結キット(16U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RJ7002 － － － － － － ○ 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄを最大3台まで連結可 

(ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ用) 

ラック連結キット(38/16U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RJ7000 － － － － － ○ ○ 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄを最大3台まで連結可 

(ｱｸﾘﾙ窓付きﾌﾛﾝﾄﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ用) 

ラック延長キット(38U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RJ7138 － 26.5 － － － ○ － 

ラック延長キット(16U)【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RJ7116 － 12.5 － － － － ○ 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄを後方へ200mm延長する為の 

補助金具 *9 

ケーブル用アーム【受注生産】 

 [HA8000専用ﾗｯｸ用] 
GH-RJ7200 － 3.0 － － － ○ ○ 

ｼｽﾃﾑ装置をﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄから引き出す為の 

ｹｰﾌﾞﾙ補助機構(270用) *9 

ブランクパネル(1U) GH-RP7011 1U 0.2 － ○ ○ ○ ○ ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内の未搭載空きｴﾘｱを塞ぎます 

バックアップキャビネットセット GS0BS201-R1xxxxx 4U 
12.3 

*7 
1 ○ ○ ○ ○ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

バックアップキャビネットセット 

 (2台目増設用) 
GS0BS201-R2xxxxx － 

6.9 

*7 
1 ○ ○ ○ ○ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(2台目増設用) 

リムーバブルデバイスユニットセット GH0RR163-R1xxxxx 4U 
12.5 

*7 
1 ○ ○ ○ ○ ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ﾕﾆｯﾄ 

リムーバブルデバイスユニットセット 

 (2台目増設用) 
GH0RR163-R2xxxxx － 

7.1 

*7 
1 ○ ○ ○ ○ ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載用ﾕﾆｯﾄ(2台目増設用) 

ディスクユニットセット GH0RA163-R10xxxx 4U 
25.4 

*8 
1 *4 ○ ○ ○ ○ ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ増設用 

ディスクユニットセット 

 (2台目増設用) 
GH0RA163-R20xxxx － 

20.0 

*8 
1 *4 ○ ○ ○ ○ ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ増設用(2台目増設用) 

ディスプレイ収納ユニット GH-RC7110 9U 7.4 － ○ ○ ○ ○ 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置(PC-DC5202,PC-DC5203, 
PC-DC5203A)/液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置(PC-DT3171)用, 
別途ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置/液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置手配要 

GH-RL7200 
3U 
*5 

7.0 － ○ 
○ 
*14 

○ 
○ 
*14 

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置(PC-DT3155A)用 
別途液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置手配要 *1 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

GH-RL7500 
3U 
*5 

11.5 － ○ ○ ○ ○ 
液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置(PC-DT3157/PC-DT3158)用 
別途液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ装置手配要 

ラック搭載トレイ GS-AU7A10 2U 7.5 － ○ ○ ○ ○ 汎用ﾗｯｸ搭載用金具 *13 

システムアラートユニット GH-RT7100 1U 2.5 1 ○ － ○ － 
ｼｽﾃﾑｴﾗｰ通知用ｲｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄ 
接続ｹｰﾌﾞﾙ(GH-LT7110)手配要 

コンソール切替ユニットセット 

GH-SAT7043 
GH-SAT7044 
GH-SAT7083 
GH-SAT7084 

2U 
2U 
2U 
2U 

9.0 
9.0 
7.8 
7.8 

1 *6 
1 *6 
1 
1 

○ ○ ○ ○ 
1台のﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽを複数のｼｽﾃﾑ装置で 
共有する為の切替ﾕﾆｯﾄです。ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ /ﾏｳｽｹｰﾌﾞﾙ, 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｹｰﾌﾞﾙはｼｽﾃﾑ装置台数分必要 *2 

つづく 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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HA8000/HA8500 

共通ﾗｯｸ 

HA8000 

専用ﾗｯｸ オプション品名 形 式 
占有 
Ｕ数 

質量 
(kg) 

電源 
ｹｰﾌﾞﾙ 
本数 38U 16U 38U 16U 

仕 様 

コンソール切替ユニット 

     ラックマウントキット 
GH-AU7620 － － － ○ ○ ○ ○ 

4ﾎﾟｰﾄｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ(GH-AT7043/GH-AT7044)を 
ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈﾄに搭載する時に必要。4ﾎﾟｰﾄｺﾝｿｰﾙ切替 
ﾕﾆｯﾄを2台載せることができます。 

GH-RLK7200 
GH-RLK7201 
GH-SRLK7200 

1U 
1U 
1U 

12.0 
13.0 
13.0 

1 
1 

2 *6 
○ ○ ○ ○ 

15型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲとｷｰﾎﾞｰﾄﾞとﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ  
で構成されているﾕﾆｯﾄ。ﾏｳｽを使用することが 
出来ません。 *2 

GH-RLK7210 
GH-RLK7211 
GH-SRLK7210 

1U 
1U 
1U 

12.3 
12.5 
13.2 

1 
1 

2 *6 
○ ○ ○ ○ 

15型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲとｷｰﾎﾞｰﾄﾞとﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ  
で構成されているﾕﾆｯﾄ。ﾏｳｽを使用することが 
出来ません。 *2 

GH-RLK7220 
GH-RLK7221 
GH-SRLK7220 

1U 
1U 
1U 

12.3 
12.5 
13.2 

1 
1 

2 *6 
○ ○ ○ ○ 

ディスプレイ/キーボードユニット 

GH-SRLK72204 1U 13.2 2 *6 ○ ○ ○ ○ 

15型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲとｷｰﾎﾞｰﾄﾞとﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ  
で構成されているﾕﾆｯﾄ。ﾏｳｽを使用することが 
出来ません。 *2 

レール変換ブラケット【受注生産】 GH-AU7621 － － － － － ○ ○ 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾕﾆｯﾄをHA8000専用ﾗｯｸ 
(GH-RK7382,GH-RK7162)に搭載するときに必要 

キーボード/マウス収納ユニット GH-RK7001 1U 5.0 － ○ ○ ○ ○ 

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽをﾗｯｸに収納するためのﾕﾆｯﾄ 
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽ収納ﾕﾆｯﾄとｼｽﾃﾑ装置間(底面間)が 
10U以上の際には､ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽ延長ｹｰﾌﾞﾙ2本を 
手配要 *2 

PC-BH7500 1U 1.1 1 ○ ○ ○ ○ HUB収納ﾕﾆｯﾄ(GH-RH7200)が必要です 

GH-BH7516 
GH-BH7618 
GH-BH7618T 

1U 
1U 
1U 

2.6 
2.6 
2.6 

1 
1 
1 

○ ○ ○ ○ 
HUB収納ﾕﾆｯﾄ(GH-RH7100)が必要です 
(HUB収納ﾕﾆｯﾄは1U占有します) 

GH-BH75001 
GH-BH75161 

1U 
1U 

2.6 
3.5 

1 
1 

○ ○ ○ ○ HUB収納ﾕﾆｯﾄ(GH-RH7201)が必要です 

スイッチングＨＵＢ 

GH-BH7524 
GH-BH7626T 

1U 
1U 

3.5 
3.5 

1 
1 

○ ○ ○ ○ 
HUB収納ﾕﾆｯﾄ(GH-RH7100)が必要です 
(HUB収納ﾕﾆｯﾄは1U占有します) 

Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ ＨＵＢ GH-CZ7501 1U 5.0 1 ○ ○ ○ ○ 
HUB収納ﾕﾆｯﾄ(GH-RH7100)が必要です 
(HUB収納ﾕﾆｯﾄは1U占有します) 

Ｍｙｒｉｎｅｔ ＨＵＢ GH-BH6160F 2U 5.0 1 ○ ○ ○ ○ 
HUB収納ﾕﾆｯﾄ(GH-RH7100)が必要です 
(HUB収納ﾕﾆｯﾄは1U占有します) 

GH-RH7100 1U 2.0 － ○ ○ ○ ○ 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB(GH-BH7516,GH-BH7618,H-BH7618T, 
GH-BH7524,GH-BH7626T),Fibre Channel HUB 
(GH-CZ7501),Myrinet HUB(GH-BH6160F)搭載用 
[他にHUB本体が1U占有] 

GH-RH7200 － 2.0 － ○ ○ ○ ○ ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB(PC-BH7500)用 

ＨＵＢ収納ユニット 

GH-RH7201 － 1.9 － ○ ○ ○ ○ ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB(GH-BH75001,GH-BH75161)用 

無停電電源装置[UPS](1200VA/980W) GH-BU7215 2U 28.0 1 ○ ○ ○ ○ PowerChute Business Editionとのｾｯﾄ有 *12 

無停電電源装置[UPS](1200VA/950W) GH-BU7214 2U 28.0 1 ○ ○ ○ ○ PowerChute Business Editionとのｾｯﾄ有 *12 

無停電電源装置[UPS](2250VA/2250W) GH-BU7131 3U 52.0 1 ○ ○ ○ ○ 
PowerChute Business Editionとのｾｯﾄ有 
*11 *12 

ＵＰＳ拡張ユニット GH-BUA780 1U 1.6 － ○ ○ ○ ○ 搭載時はｺﾞﾑ足を取外す *10 

コンセントボックスユニット GH-AG7105 
縦:－ 
横:1U 

2.0 1 ○ ○ ○ ○ ｺﾝｾﾝﾄ口数5個(12A以内) *3 

ＤＬＴチェンジャーユニットセット GH-SRL7410x 6U 24.0 1 ○ ○ ○ ○ 2台連結可能 

ＤＬＴチェンジャー GH-SRL7410 － 21.5 1 ○ ○ ○ ○ (DLTﾁｪﾝｼﾞｬｰ2台目用:SCSIﾎﾞｰﾄﾞ,SCSIｹｰﾌﾞﾙ必要) 

ＬＴＯチェンジャーユニットセット GH-SRU7110x 6U 26.5 1 ○ ○ ○ ○ 2台連結可能 

ＬＴＯチェンジャー GH-SRU7110 － 20.5 1 ○ ○ ○ ○ (LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ2台目用:SCSIﾎﾞｰﾄﾞ,SCSIｹｰﾌﾞﾙ必要) 

小型ディスクアレイサブシステム 
 (SANRISE9500Vｼﾘｰｽﾞ) 

3U 44.0 1 ○ ○ × × 外付けﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置 

コンパクトディスクアレイ装置 
 (CR80[CR803]) 

3U 45.0 1 *4 ○ ○ ○ ○ 外付けﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置 

コンパクトディスクアレイ装置 
 (CR80[CR804]) 

[2.4 外付け装置] 

参照 

3U 45.0 1 *4 ○ ○ ○ ○ 外付けﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置 

ＬＴＯライブラリ装置 
HT-4967-Lx20Rx 
HT-4967-Lx40Rx 
HT-4967-Lx80Rx 

4U 
10U 
18U 

31.8 
64.5 
103.6 

1 
2 
2 

○ ○ － － 
外付けLTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置 
詳細は[2.4 外付け装置]参照下さい 

ラックマウントキット GH-AU7810 － － － ○ － ○ － 外付けLTOﾗｲﾌﾞﾗﾘ装置(HT-S4697-RLxx0F)用 

PC-DC5202 － 13.0 1 ○ ○ ○ ○ 
15型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480～1280x1024ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 *12 

PC-DC5203 
PC-DC5203A 

－ 12.0 1 ○ ○ ○ ○ 
15型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480～1280x1024ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 *12 

PC-DC7104 － 16.7 1 － ○ － ○ 
17型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480～1280x1024ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 

ディスプレイ装置 

PC-DC3623 － 29.6 1 － ○ － ○ 
22型ｶﾗｰﾏﾙﾁｽｷｬﾝ,640x480～2048x1536ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 

PC-DT3155A － 4.7 1 ○ ○ ○ ○ 
15型ｽｰﾊﾟｰﾋﾟｭｱｶﾗｰ,640x480～1024x768ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 

PC-DT3156 － 3.0 1 － ○ － ○ 
15型TFTｶﾗｰ,640x480～1024x768ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 *15 

PC-DT3157 
PC-DT3158 

－ 3.4 1 ○ ○ ○ ○ 
15型TFTｶﾗｰ,640x480～1024x768ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 *15 

液晶ディスプレイ装置 

PC-DT3171 － 6.5 1 ○ ○ ○ ○ 
17型TFTｶﾗｰ,640x480～1280x1024ﾄﾞｯﾄ, 
省電力対応 *15 

*：次シートの注意事項参照願います。 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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  ●ラックキャビネット関連オプション品の注意事項 

*1：コンセントボックス(GH-AG7105)が必要です。 

  搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、接続するシステム装置またはコンソールユニットとの底面間が8U以上 

  離れている場合は延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。 

  尚、搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、システム装置またはコンソールユニットとの底面間が23U以上離し 

  ての実装は出来ません。 

*2：コンソール切替ユニットセット，キーボード/マウス収納ユニット及びディスプレイ/キーボードユニットのいずれかを選択。 

  どれもキーボードおよびマウス(ディスプレイ/キーボードユニットはポインティングデバイス)付き。 

*3：横置塔載時は１Ｕ占有します。縦置塔載時はラックキャビネット背面に縦に実装されますので占有Ｕ数は不要です。 

*4：オプションの冗長用電源ユニット搭載時は、＋１ となります。 

*5：収納時のＵ数です。ＬＣＤを立てた状態で収納する場合は８Ｕ必要です。ＬＣＤを引き出した状態ではフロントドアは 

  閉められません。 

*6：必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

*7：デバイス未実装時の質量です。搭載可能なデバイスの質量は下記の通りです。 
 

品 名 形 式 質 量 

内蔵DAT(DDS-4) Gx-UD7402 0.9kg 

内蔵DAT(DAT72) Gx-UD7722 0.9kg 

内蔵DATﾁｪﾝｼﾞｬｰ(DDS-4) Gx-UD7406 2.0kg 

内蔵DATﾁｪﾝｼﾞｬｰ(DAT72) Gx-UD7726 2.0kg 

内蔵DLT Gx-UL7400 2.9kg 

Gx-US7500 1.2kg 
内蔵AIT(AIT-2) 

Gx-US7500A 1.2kg 

内蔵光磁気ﾃﾞｨｽｸ Gx-SUM5641 0.5kg 

内蔵LTO(ﾊｰﾌﾊｲﾄ) Gx-UU7101 1.9kg 

内蔵LTO Gx-SUU7102 1.9kg 
 

*8：ハードディスクユニットを最大に搭載したときの質量です｡ 

*9：２７０ Ａ９にてＰＣＩホットプラグ対応時必要です。 

*10:ラック搭載時は、下記制限があります。 

  (1)ＵＰＳ拡張ユニットは、ＵＰＳの直上に搭載すること。 

   （ＵＰＳを複数台搭載する場合は、最上部のＵＰＳの直上に搭載すること。） 

  (2)ＵＰＳ拡張ユニットとシステム装置の底面の間隔は、１４Ｕ以内とすること。（下図ａ） 

  (3)(1),(2)両方の条件が満たせない場合は、ＵＰＳ拡張ユニットの底面とＵＰＳの底面の間隔（下図ｂ）は、 

   ２４Ｕ以内でＵＰＳ拡張ユニットをＵＰＳより離して実装可。 

   （但し、ＵＰＳ拡張ユニットに接続するシステム装置は、ＵＰＳより上に実装すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*11:ＵＰＳ（GH-BU7131）を重ねて搭載する場合は、１Uの間隔を空けてください。(ブランクパネル推奨) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*12:ＵＰＳとディスプレイ装置を同一ラックキャビネット内に搭載する場合は、ＵＰＳとディスプレイ装置の間を 

  １２Ｕ以上離して搭載することを推奨します。 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

UPS拡張ﾕﾆｯﾄ 

ａ 

UPS 

ｼｽﾃﾑ装置 

UPS拡張ﾕﾆｯﾄ 

ａ 

ｂ 
UPS 

ｼｽﾃﾑ装置 

UPS 

UPS 
ﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ 
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*13:下記制限があります。 

  (1)搭載可能最大質量は、４０ｋｇまでとなります。 

  (2)搭載可能最大寸法は、４２０ｍｍ（Ｗ）ｘ４７０ｍｍ（Ｄ）ｘ１１２ｍｍ（Ｈ）までとなります。 

   占有Ｕ数は最大３Ｕです。尚、２Ｕ以内に収める場合の搭載機器の高さは、７５ｍｍ（Ｈ）以下となります。 

  (3)搭載機器の側面にファンによる吸排気口がある場合は、側面の板金より１００ｍｍ離して設置となります。 

   又、ファンの無い吸排気口がある場合は、側面の板金より３０ｍｍ離して設置となります。 

  (4)添付の押え金具で固定可能な搭載機器の高さは、６１～１１２ｍｍ（Ｈ）です。 

  (5)ラックキャビネット輸送時は、ラック搭載トレイから搭載機器を取り外して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

*14:なるべくラックキャビネット上部位置に搭載下さい。（１４～１６Ｕの３Ｕ推奨） 

  液晶ディスプレイは、垂直（９０度）までしか開きません。 

  搭載位置が低いため、画面がみずらくなります。 

*15:液晶ディスプレイ収納ユニット(GH-RL7200)に搭載することはできません。 

*16:内蔵AIT[AIT-2](Gx-US7500A)が搭載されたシステム装置・バックアップキャビネット・リムーバブルデバイスユニット 

  は、アクリルﾙ窓付きタイプのフロントドア(GH-RD7381/GH-RD7160)を搭載のラックキャビネットへは、内蔵AIT[AIT-2] 

  (Gx-US7500A)の防塵カバーとラックキャビネットのフロントドアの一部が干渉するため搭載できません。 

 

 

（４）ラックキャビネットへの搭載上の留意事項 
 

・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずブランクパネルで塞いでください。 

・HA8000/70W,130W,270システム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部８Ｕへの搭載 

 には、下記制限がありますのでご注意願います。 

   1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。 

   2)最上部８Ｕへの搭載がある場合、保守時にリフタが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。 

・HA8000/110Wシステム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部８Ｕへの搭載には、 

 下記制限がありますのでご注意願います。 

   1)最上部８Ｕへの搭載がある場合、保守時には二人作業となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。 

・HA8000/130W,270システム装置及びCR80をラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最下部２Ｕ 

 への搭載は出来ません。【対象：HA8000専用ラックのみ(GH-RK7382/GH-RK7162)】 

・HA8000/110Wシステム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部１Ｕへの搭載は 

 出来ません。【対象：HA8000専用ラック(GH-RK7382),HA8000/HA8500共通ラック(GH-RK7385)】 

・ラックキャビネットへ搭載するHA8000/70Wを新規手配の場合は、ラックタイプのセットモデルを選択願います。 

・既設のHA8000/70Wキャビネットタイプシステム装置をラックキャビネットに横置き搭載する場合は、ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄ 

 及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。 

・液晶ディスプレイ収納ユニット(GH-RL7200)とキーボード／マウス収納ユニット(GH-RK7001)を併設時、その間に隙間が１Ｕ 

 以上必要です。［２Ｕ以上推奨］（液晶ディスプレイ装置を引き出したまま使用する場合、マウス操作に支障を来たします。） 

 

マウス 

ラックキャビネット 

ＫＢ／マウス収納ユニット 

液晶ディスプレイ装置 ラックキャビネット内の１Ｕの空間には 

コンソールユニットなどの実装は可能です。 

液晶ディスプレイ装置を立てた状態で、ラックに 

収納して使用する場合（引き出さない場合）は、 

１Ｕは不要です。 

１Ｕ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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・外部筐体連動ＢＯＸ付きＳＶＰボード搭載のHA8000/70Wx9,110W G9,H9システム装置をラックキャビネットへ搭載する場合、 

 外部筐体連動ＢＯＸのラックキャビネット搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。 

   1)１台のラックキャビネットへの外部筐体連動ＢＯＸの搭載可能台数は、ラックキャビネット（３８Ｕ）は最大１６個， 

    ラックキャビネット（１６Ｕ）へは最大６個までとなります。これを超える数量の外部筐体連動ＢＯＸをラックキャビ 

    ネットに搭載の場合は、ラック延長キットが必要となります。 

   2)１台のラックキャビネットへ外部筐体連動ＢＯＸと同時にコンセントボックスを縦置きで取付ける場合には、外部筐体 

    連動ＢＯＸ取付け可能台数は少なくなります。 

   3)ラックキャビネットの片側（右側又は左側）に取付け可能な外部筐体連動ＢＯＸの数は下記の計算式により算出します。 

     ●ラックキャビネット（３８Ｕ）の場合 

      （４２－１０×ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ数－ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ数）÷５ … 整数値が取付け可能な外部筐体連動ＢＯＸの数量 

     ●ラックキャビネット（１６Ｕ）の場合 

      （１６－１０×ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ数－ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ数）÷５ … 整数値が取付け可能な外部筐体連動ＢＯＸの数量 

 

     ※上記計算値は、ラックキャビネットの片側への取付けを示しています。又、上記計算値は、コンセントボックス 

      をラックキャビネットの一番上部から無駄なく取付けた場合の値です。 
 

        （例１）ラックキャビネット（３８Ｕ）にコンセントボックスを４個（右側３個／左側１個）取付ける場合  

          ・ラックキャビネット（３８Ｕ）に取付けられるコンセントボックスは片側最大３個までですので、 

           ラックキャビネットの右側にコンセントボックスを３個取付け、ラックキャビネットの左側に残り 

           の１つを取付ける場合、外部筐体連動ＢＯＸの取付け可能な数は、 

             右側：(42-10×3-3)÷5=1.8 より１個取付け可能 

             左側：(42-10×1-1)÷5=6.2 より６個取付け可能 

           となり、合計７個取り付けができる事になります。 

 

        （例２）ラックキャビネット（３８Ｕ）にコンセントボックスを 4個（右側２個／左側２個）取付ける場合  

          ・ラックキャビネット（３８Ｕ）の片側に取付けられるコンセントボックスは片側３個までですが、 

           ラックキャビネット右側に２個、左側に２個取付ける場合、外部筐体連動ＢＯＸの取付け可能な数は、 

             右側：(42-10×2-2)÷5=4.0 より４個取付け可能 

             左側：同じく４個取付け可能 

           となり、合計８個取付けができる事になります。 

 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

 

ラ
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取付ケージ 

ナット 

取付ネジ(大) 取付ワッシャ 

外部筐体連動ＢＯＸ 

外部筐体連動ＢＯＸ取付け位置 

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 

D9,G9,H9 

130 
A9 
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・ディスプレイ/キーボードユニット(GH-RLK7200/GH-RLK7210)をラックキャビネットへ搭載する場合の注意事項は、下記の 

 通りです。 

   1)ラックキャビネットへの現地搭載作業は、保守作業員による現調作業必須です。 

   2)ディスプレイ/キーボードユニット(GH-RLK7200/GH-RLK7210)への4ポートコンソール切替ユニット(GH-AT7043)現地 

    搭載作業は、保守作業員による現調作業必須です。 

   3)ディスプレイ/キーボードユニットのラック搭載位置は、キーボード,ポインティングデバイスの操作性を考慮して、 

    31U以下に搭載することを推奨致します。 

   4)コンソール無しディスプレイ/キーボードユニット(GH-RLK7200/GH-RLK7210)とシステム装置間の間隔は、ケーブル長 

    (1.8m)制限より20U以内（ディスプレイ/キーボードユニット,システム装置のU数は除く）となるように搭載願います。 

 

（５）コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニット接続対応 
・各コンソール切替ユニットがサポートしているシステム装置は、「２）コンソール切替ユニット接続サポートシステム装置」 
 を参照願います。 
・コンソール切替ユニットとシステム装置を接続するケーブルは、コンソール切替ユニットによって違います。 

「３）コンソール切替ユニット関連ケーブル対応表」を参照願います。 
・コンソール切替ユニットをカスケード接続する場合に制限事項があります。 

「４）コンソール切替ユニットカスケード接続時の混在接続対応表」を参照願います。 
・ディスプレイ/キーボードユニットがサポートしているシステム装置は、「５）ディスプレイ/キーボードユニット接続サポー 
 トシステム装置」を参照願います。 
・システム装置のディスプレイ／キーボード／マウスインタフェースに接続されるユニットの構成案は、 

「６）コンソール（ＣＲＴ／ＫＢ／マウス）構成」を参照願います。 
 

１）コンソール（切替）ユニット仕様 

品名 コンソール（切替）ユニット 

形名 
ＧＨ－ＡＴ７０４１ 
ＧＨ－ＡＴ７０４３ 
ＧＨ－ＡＴ７０４４ 

ＧＨ－ＡＴ７０８０ 
ＧＨ－ＡＴ７０８３ 
ＧＨ－ＡＴ７０８４ 

ＰＣ－ＡＴ７０４０Ｂ 
ＧＴ－ＡＴ７０４０Ｂ 

仕様 

･１台のコンソールユニットにて４台 
までのシステム装置接続が可能。 
･２台のコンソールユニットのカス 
ケード接続をサポート、最大７台の 
システム装置接続が可能。 

･１台のコンソールユニットにて８台 
までのシステム装置接続が可能。 
･９台のコンソールユニットのカス 
ケード接続をサポート、最大６４台の 
システム装置接続が可能。 

･１台のコンソールユニットにて４台 
までのシステム装置接続が可能。 
･２台のコンソールユニットの接続を 
サポート、最大８台のシステム装置 
接続が可能。 

占有Ｕ数 １Ｕ １Ｕ ２Ｕ 

サポートＯＳ 

･Windows Server 2003,Enterprise Edition 
･Windows Server 2003,Standerd Edition  
･Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0   ･Windows NT Server 4.0 
･Windows 2000 Datacenter Server 
･Windows 2000 Advanced Server    ･Windows 2000 Server 
･Linux 

･Windows NT Server, 
  Enterprise Edition 4.0 
･Windows NT Server 4.0 
･Windows 2000 Advanced Server 
･Windows 2000 Server 

２）コンソール切替ユニット接続サポートシステム装置 

モデル名 
PC-AT7040B *1 
GT-AT7040B 

GH-AT7041 
GH-AT7080 

GH-AT7043 
GH-AT7083 

GH-AT7044 
GH-AT7084 

７０ｘ１，１７０ｘ１， 
２７０ｘ１，３８０ｘ１ 

○ × × × 

７０ｘ２，１１０ｘ２， 
１７０ｘ２，２７０ｘ２，３８０ｘ２ 

○ ○ ○ × 

７０ｘ３，１１０ｘ３， 
１７０ｘ３，２７０ｘ３，３８０ｘ３ 

○ ○ ○ × 

７０ｘ４，１１０ｘ４， 
１７０ｘ４，２７０ｘ４，３８０ｘ４ 

○ ○ ○ × 

７０ｘ５，１１０ｘ５， 
１７０ｘ５，２７０ｘ５，３８０ｘ５ 

○ ○ ○ × 

３０ｘ３，３０ｘ４，３０ｘ５ × ○ ○ × 
３０ｘ６，７０ｘ６，１１０ｘ６， 

１３０ｘ６，１７０ｘ６，２７０ｘ６ 
○ ○ ○ × 

３０ｘ７，７０ｘ７，１１０ｘ７， 
１３０ｘ７，２７０ｘ７ 

○ ○ ○ × 

３０ｘ８，７０ｘ８，１１０ｘ８， 
１３０ｘ８，２７０ｘ８ 

× ○ ○ ○ 

７０ｘ９，１１０ｘ９， 
１３０ｘ９，２７０ｘ９ 

× ○ ○ ○ 

 *1:コンソールユニット（ＰＣ－ＡＴ７０４０Ｂ／ＧＴ－ＡＴ７０４０Ｂ）は、ラックマウントタイプのみサポートです。 
 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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３）コンソール(切替)ユニット関連ケーブル対応表 

 GH-AT7041 GH-AT7080 GH-AT7043/GH-AT7044 GH-AT7083/GH-AT7084 

ディスプレイケーブル 

キーボード／マウスケーブル 

DSP/KB/ﾏｳｽ 
ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ 
GH-SLK7102 

*1 

DSP/KB/ﾏｳｽ 
ｹｰﾌﾞﾙｾｯﾄ 
GH-SLK7112 

*2 

DSP/KB/ﾏｳｽｹｰﾌﾞﾙ 
GH-LVK7103 

*3 

 *1：ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｹｰﾌﾞﾙ(GH-LV7102)x1,KB/ﾏｳｽｹｰﾌﾞﾙ(GH-LK7102)x1[GH-AT7041専用]の2本で構成。 

 *2：ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｹｰﾌﾞﾙ(GH-LV7102)x1,KB/ﾏｳｽｹｰﾌﾞﾙ(GH-LK7112)x1[GH-AT7080専用]の2本で構成。 

 *3：GH-AT7043/GH-AT7083専用DSP/KB/ﾏｳｽｹｰﾌﾞﾙの1本。 

 

４）コンソール(切替)ユニットカスケード接続時の混在接続対応表 

マスター側  

GH-AT7041 GH-AT7080 GH-AT7043 GH-AT7083 GH-AT7044 GH-AT7084 

GH-AT7041 (4ﾎﾟｰﾄ) ○ × *5 × × *5 × × *5 

GH-AT7080 (8ﾎﾟｰﾄ) × *5 ○ × *5 ○ *3,*4 × *5 × 
GH-AT7043 (4ﾎﾟｰﾄ) ○ *1,*4 × *5 ○ × *5 × × *5 
GH-AT7083 (8ﾎﾟｰﾄ) × *5 ○ *2,*4 × *5 ○ × *5 × 

GH-AT7044 (4ﾎﾟｰﾄ) × × *5 ○ *6 × *5 ○ × *5 

ス
レ
ー
ブ
側 

GH-AT7084 (8ﾎﾟｰﾄ) × *5 × × *5 ○ *6 × *5 ○ 
 *1：GH-AT7041とGH-AT7043をｶｽｹｰﾄﾞ接続する場合は、GH-AT7041をﾏｽﾀ側にGH-AT7043をｽﾚｰﾌﾞ側にして使用すること。 
   このときOSD機能(ｵﾝｽｸﾘｰﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ選択画面)とEDID機能（ﾓﾆﾀのﾌﾟﾗｸﾞ&ﾌﾟﾚｲ機能）は使用することができません。 
 *2：GH-AT7080をﾏｽﾀ側にしたときは、EDID機能は使用できなくなります。またOSD機能はGH-AT7080の仕様で動作します。 
 *3：GH-AT7083をﾏｽﾀ側にしたときは、GH-AT7080側に接続されたｼｽﾃﾑ装置に対してはEDID機能を使用することはできません。 
   但し、OSD機能については、GH-AT7083の仕様で動作します。 
 *4：ｶｽｹｰﾄﾞ接続時ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ同士を接続するｹｰﾌﾞﾙは、ﾏｽﾀｰ側のｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄで使用する機種の専用ｹｰﾌﾞﾙを使用すること。 
 *5：4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄと8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄのｶｽｹｰﾄﾞ接続は、未ｻﾎﾟｰﾄです。 
 *6：ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁによるEDID機能の設定はできません。(OSDによるEDID機能は設定可能) 

 

５）ディスプレイ／キーボードユニット接続サポートシステム装置 

モデル名 
GH-RLK7200 
GH-RLK7201 
GH-SRLK7200 

GH-RLK7210 
GH-RLK7211 
GH-SRLK7210 

GH-RLK7220 
GH-RLK7221 

GH-SRLK7220/GH-SRLK72204 

７０ｘ１，１７０ｘ１， 
２７０ｘ１，３８０ｘ１ 

× × × 

７０ｘ２，１１０ｘ２，１７０ｘ２， 
２７０ｘ２，３８０ｘ２ 

× × × 

３０ｘ３，７０ｘ３，１１０ｘ３， 
１７０ｘ３，２７０ｘ３，３８０ｘ３ 

× × × 

３０ｘ４，７０ｘ４，１１０ｘ４， 
１７０ｘ４，２７０ｘ４，３８０ｘ４ 

× × × 

３０ｘ５，７０ｘ５，１１０ｘ５， 
１７０ｘ５，２７０Ｇ５， 

× × × 

２７０Ａ５，３８０ｘ５ ○ ○ ○ 
３０ｘ６，７０ｘ６，１１０ｘ６， 

１３０ｘ６，１７０ｘ６，２７０ｘ６ 
○ ○ ○ 

３０ｘ７，７０ｘ７，１１０ｘ７， 
１３０ｘ７，２７０ｘ７ 

○ ○ ○ 

３０ｘ８，７０ｘ８，１１０ｘ８， 
１３０ｘ８，２７０ｘ８ 

○ ○ ○ 

７０ｘ９，１１０ｘ９， 
１３０ｘ９，２７０ｘ９ 

○ ○ ○ 

 

６）コンソール（ＣＲＴ／ＫＢ／マウス）構成 
 構成案1 構成案２ 構成案３ 

ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄなし構成 
(ｼｽﾃﾑ装置1台のみ接続) 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 
 ＋ 15型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
  ＋ KB/ﾏｳｽ収納ﾕﾆｯﾄ 

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 
 ＋ 15型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
  ＋ KB/ﾏｳｽ収納ﾕﾆｯﾄ 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ *1 
(ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄなし) 

ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄあり構成 
(ｼｽﾃﾑ装置複数台接続 2～64台) 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 
 ＋ 15型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
  ＋ ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄｾｯﾄ 

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 
 ＋ 15型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
  ＋ ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄｾｯﾄ 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ *1 
(ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄあり) 

 *1：ﾎﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽが一体となっているため、ﾏｳｽは使用できません。 

   詳細は「(12)ﾗｯｸﾏｳﾝﾄｼｽﾃﾑ構成図」を参照願います。 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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（６）ラックキャビネット搭載の考え方 
 

・基本的には質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載するようにします。 

例えば、最下部から上部へ 

 

   [無停電電源装置]→[システム装置]→                 →[キーボード/マウス]→[ディスプレイ装置] 

 

   の順に設置します。 

 

ディスクアレイ装置 

ディスクユニット 

リムーバブルデバイスユニット等 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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（７）他社製ラックキャビネットへの搭載対応 
 
・他社製ラックキャビネットへのＨＡ８０００シリーズ搭載サポートは下記の通りです。 
 但し、ラックメーカにて仕様変更等行われることがありますので、事前に搭載の可否を各ラックメーカにご確認ください。 
 

搭載サポートラックキャビネット 

項 

番 

搭載装置名 

*2 

IBM社製 

NetBAY22 

(9306200) 

Netfinity 

(9306900) 

Netfinity910 

(9306910) 

HP社製 *3 

(旧Compaq社

製) 

9000ｼﾘｰｽﾞ 

10000ｼﾘｰｽﾞ 

Fujitsu社製 

GP5-R1RC6 

GP5-R1RC7 

GP5-R2RC3 

GP5-R2RC4 

NEC社製 

N8140-90 

N8140-91 

N8140-92 

N8140-93 

N8140-94 

HP社製 

J1500A 

J1500B 

J1501A 

J1501B 

J1502A 

J1502B 

日立製 

(H9000Vｼﾘｰｽﾞ) 

HT-4990-ECB20x 

HT-4990-ECB16x 

HT-4990-ECB12x 

HT-4990-HCB16x 

HT-4990-HCB12x 

HT-4990-HCBN16x 

HT-4990-HCBN12x 

その他 

のﾒｰｶﾗｯｸ 

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

１ 
HA8000/70W K9,L9,M9,P9,S9 

ｼｽﾃﾑ装置 

個別相談 

*1 

２ 
HA8000/110W D9 

ｼｽﾃﾑ装置 

RACK MOUNT KIT 

(GH-AU7771) 

にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

３ 
HA8000/110W G9,H9 

ｼｽﾃﾑ装置 

個別相談 

*1 

４ 
HA8000/130W A9 

ｼｽﾃﾑ装置 

RACK MOUNT KIT 

(GH-AU7770) 

にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

システム装置標準のラックマウントキットにより搭載可能 

（別途、取付金具の購入は必要ありません。） 

 

注：HA8000/70キャビネットタイプの場合は、 

別途下記ラックマウントキットが必要です。 

HA8000/70W K9,L9,M9,P9,S9：GS-AU7544 

５ 
HA8000/270 G9,A9 

ｼｽﾃﾑ装置 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7511) 
+ 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7776) 

にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7511) 
+ 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7762) 

にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

６ 

･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ/ｷｰﾎﾞｰﾄﾞﾕﾆｯﾄ 

 (GH-RLK7200/GH-SRLK7200/ 

  GH-RLK7201/ 

  GH-RLK7210/GH-SRLK7210) 

標準ラックマウントキットにより搭載可能 

（別途、取付金具の購入の必要はありません。） 

個別相談 

*1 

７ 

･ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄｾｯﾄ[4ﾎﾟｰﾄ用] 

 (GH-SAT7043) 

･液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 

 (GH-RL7200) 

の２形式ｵﾌﾟｼｮﾝ品 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7661)にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

(左記２形式分のﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄｾｯﾄです。) 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7651) 

にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

(左記２形式分のﾗｯｸ 

ﾏｳﾝﾄｷｯﾄｾｯﾄです。) 

８ 

･ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽ収納ﾕﾆｯﾄ 

 (GH-RK7001) 

･液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 

 (GH-RL7200) 

の２形式ｵﾌﾟｼｮﾝ品 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7661)にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

(左記２形式分のﾗｯｸﾏｳﾝﾄｷｯﾄｾｯﾄです。) 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7651) 

にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

(左記２形式分のﾗｯｸ 

ﾏｳﾝﾄｷｯﾄｾｯﾄです。) 

９ 

･ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

 (GS0BS201-R100200) 

･ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ 

 (GH0RR163-R100200) 

･ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ

(GH0RA16x-R108001) 

･DLTﾁｪﾝｼﾞｬｰ(GH-SRL7410x) 

･LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ(GH-SRU7110x) 

RACK MOUNT KIT(GH-AU7662)にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 
RACK MOUNT KIT(GH-AU7652) 

にて搭載ｻﾎﾟｰﾄ 

10 

･ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 

 (GH-RC7110) 

･液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 

 (GH-RL7500) 

･ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置 

 (GH0CR80x-Rxxxxxx) 

標準ラックマウントキットにより搭載可能 

（別途、取付金具の購入の必要はありません。） 
個別相談 

*1 

11 

･ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ[8ﾎﾟｰﾄ用] 

 (GH-AT7083) 

･UPS拡張ﾕﾆｯﾄ(GH-BUA780) 

･ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄ(GH-RT7100) 

標準ラックマウントキットにより搭載可能 

（別途、取付金具の購入の必要はありません。） 

個別相談 

*1 

12 
･無停電電源装置 

 (GH-SBU721xx/GH-SBU7131x) 

個別相談 

*1 

13 上記以外の製品 
個別相談 

*1 

個別相談 

*1 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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     *1：｢個別相談｣の場合、見積調書にﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄの形名･搭載機器の形名/員数を明記の上、日立営業経由ｱｶｳﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬ 
       まで展開願います。 
 
     *2：旧ﾀｲﾌﾟのｼｽﾃﾑ装置対応は該当機種のｼｽﾃﾑ構成図にて確認願います。 
 
     *3：ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄの最下段(1U)にはHA8000機器を搭載できません。 

 

 

 

 

 

 

 

＜他社製ラックキャビネット搭載上の注意事項＞  

 他社製ラックキャビネットへの搭載を行う場合、以下の点にご注意ください。 

 

● 共通項目 

 ・ＨＡ８０００システム装置に使用可能なキーボード／マウス／ディスプレイは以下の仕様のものをご使用ください。 

   キーボード；ＰＳ／２タイプ（ミニＤＩＮ ６ピン） 

   マウス；ＰＳ／２タイプ（ミニＤＩＮ ６ピン） 

   ディスプレイ：アナログＲＧＢ（Ｄ－Ｓｕｂ１５ピン） 

 ・他社製ラックキャビネットはスタビライザまたはアンカーボルトにより転倒防止のための固定を行ってください。 

 ・他社製ラックキャビネットに搭載する機器は、質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを 

  搭載してください。 

 ・他社製ラックキャビネットに搭載するＨＡ８０００システム装置の上段の機器は、前方に４０ｍｍ以上の突出物がないこと 

  を確認してください。保守および現調作業は、システム装置を引き出して上部の天板を開けて行いますが、４０ｍｍ以上の 

  突出物があるとシステム装置を引き出して、天板を開けることが困難であるため、保守および現調作業が実施できません。 

  本条件に満たない状況が発生した場合は、導入前に保守会社と事前に協議を行い搭載可否の判断を行ってください。 

 

　前方　

　上部の装置　

  ＜ご注意＞ 

   現地既設の他社製ラックキャビネットにＨＡ８０００システム装置を搭載する場合、システム装置の手配時に（オ営支）まで 

  ラックキャビネットへの搭載図（フォーマットは自由）を展開願います。また、他社製ラックキャビネットと併注の場合は、 

  各社の現地作業が混乱しないよう、スケジュールの調整をお願い致します。 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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 ・他社製ラックキャビネットにＨＡ８０００システム装置を搭載すると、その搭載エリアにはその他の機器（コンセントボッ 

  クス等）を搭載することが出来ません。既に搭載されている場合は、その搭載エリアにＨＡ８０００システム装置を搭載で 

  きませんので他の機器が搭載されていないエリアに搭載するか、他の機器の搭載位置を変更してから搭載して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＨＰ社製・日立製（Ｈ９０００Ｖシリーズ）ラックキャビネット 

 ・ＨＰ社製・日立製(H9000Vｼﾘｰｽﾞ)ラックキャビネットの転倒防止の固定がスタビライザのみの場合、同一ラックキャビ 

  ネット内に搭載されている機器の総質量が下表となるようにしてください。条件に満たない場合は、ballast kit等に 

  より調整してください。 

 

ＨＰ社製形名 日立(H9000Vｼﾘｰｽﾞ)形名 ラック搭載総質量 

J1502A 

J1502B 

HT-4990-ECB12x 

HT-4990-HCB12x 

HT-4990-HCBN12x 

３０ｋｇ以上 

J1501A 

J1501B 

HT-4990-ECB16x 

HT-4990-HCB16x 

HT-4990-HCBN16x 

５５ｋｇ以上 

J1500A 

J1500B 
HT-4990-ECB20x ７５ｋｇ以上 

 

 

　前方　

　後方　

　装置　

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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（８）ラック延長キット[HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382/GH-RK7162)のみに適用] 
 

    ＰＣＩホットプラグ可能な機種では、ラック延長キット及びケーブル用アーム（GH-RJ7200）にてシステム装置上部 

   にスペースを空けずに、ＰＣＩホットプラグを可能にします。（ラックキャビネットへの高密度実装ができます。） 

    外部筐体連動ＢＯＸ付きＳＶＰボードを搭載した７０ｘ９，１１０Ｇ９，Ｈ９システム装置をラックキャビネットへ 

   搭載の場合、外部筐体連動ＢＯＸはラックキャビネット（３８Ｕ）へ最大１６個，ラックキャビネット（１６Ｕ）へは 

   最大６個までと取付け個数が制限されます。これを超える数量の外部筐体連動ＢＯＸをラックキャビネットに搭載の場合 

   は、ラック延長キットが必要となります。 

 

  ●仕様 
項 

番 
品 名 形 名 機 能 外形寸法(WxDxH:mm) 質量 

１ 
ﾗｯｸ延長ｷｯﾄ 

(16U用) 
GH-RJ7116 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U)を後方へ200mm 

延長する為の補助金具 
600 x 200 x 770 12.5ｋｇ 

２ 
ﾗｯｸ延長ｷｯﾄ 

(38U用) 
GH-RJ7138 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(38U)を後方へ200mm 

延長する為の補助金具 
600 x 200 x 1820 26.5ｋｇ 

 

   ・ﾗｯｸ延長ｷｯﾄ(GH-RJ7116)(16U用)及びﾗｯｸ延長ｷｯﾄ(38U用)(GH-RJ7138)は単独で増設可能です。 

 

 

 

主な対象部材： 

  延長側板 x 2 

  延長側板受け x 2 

  延長天板 x 1 

  スクリュージャッキ x 2 

ＧＨ－ＲＪ７１１６ ラック延長キット（１６Ｕ用） 

主な対象部材： 

  延長側板 x 2 

  延長側板受け x 2 

  延長天板 x 1 

  スクリュージャッキ x 2 

ＧＨ－ＲＪ７１３８ ラック延長キット（３８Ｕ用） 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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（９）ラックケーブル収納キット[HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382/GH-RK7162)のみに適用] 
   （ケーブル用アーム） 

 

   ラックキャビネット内部に搭載されたユニット間のケーブルを整理する為のオプションです。 

    ・キャビネット背面のすだれ状に垂れ下がるケーブルを整理できます。 

    ・保守作業性の向上と保守作業時間の短縮が図れます。 

 

  ●仕様 
項 

番 
品 名 形 名 機 能 外形寸法(WxDxH:mm) 質量 

１ ｹｰﾌﾞﾙ用ｱｰﾑ GH-RJ7200 
ｼｽﾃﾑ装置に接続されるｹｰﾌﾞﾙを 

整理する為の補助機構 

収納時:450 x 170 x 125 

展開時:450 x 970 x 125 
3.0ｋｇ 

   ・ｹｰﾌﾞﾙ用ｱｰﾑ(GH-RJ7200)は、ﾗｯｸ延長ｷｯﾄ(16U用)(GH-RJ7116)又はﾗｯｸ延長ｷｯﾄ(38U用)(GH-RJ7138)が必須です。 

    また、ｹｰﾌﾞﾙ用ｱｰﾑ(GH-RJ7200)は対象ｼｽﾃﾑ装置の台数分必要です。 

   ・ﾗｯｸ延長ｷｯﾄを導入済の場合は、ｹｰﾌﾞﾙ用ｱｰﾑ(GH-RJ7200)のみの増設が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●サポート機種 

項番 装置名 形 式 条 件 

１ ＨＡ８０００／２７０ ＨＡ８０００／２７０ Ｇ９，Ａ９システム装置 

ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(16U)GH-RK7162又はﾗｯｸｷｬﾋﾞ 

ﾈｯﾄ(38U)GH-RK7382へ搭載搭載され、 

ﾗｯｸ延長ｷｯﾄ(16U用)(GH-RJ7116)又はﾗｯｸ 

延長ｷｯﾄ(38U用)(GH-RJ7138)が取付けら 

れていること。 (*1) 

   ＊１：他形式ラックキャビネット及び他社製ラックキャビネットへのサポートは不可 
 

 

主な対象部材： 

  ｱｰﾑｽﾃｲ x 1 

  ｹｰﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ x 6 

  ｽﾃｲ x 1 

  ｱｰﾑﾎﾙﾀﾞ x 1 

  ｱｰﾑ x 1 

ＧＨ－ＲＪ７２００ ケーブル用アーム 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

270 
G9,A9 
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  ●アーム搭載位置 

   ＧＨ－ＲＪ７２００（ケーブル用アーム）取付位置は下図の位置に取り付けます。（全機種ラック背面から見て右側に搭載） 

   システム装置１台当り、ケーブル用アームは一本のみ取付け可能です。 

 

 

      ：キャビネット側アーム取付位置             ：アーム位置 

 

 

 

 

 

 

                         270G9,A9 (5U) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●アームへのケーブル搭載時の留意点 

  ・各ケーブルは、十分なＲをとってアームに固定すること｡（注意：ファイバーケーブルは、ケーブルの最も外側に回すこと。） 

  ・ケーブルの余長が大きいとキャビネット側面にひかかる場合がありますので、余長はステイより少し長い程度とすること。 

  ・ケーブル用アーム(GH-RJ7200)にＳＶＰのＡＣアダプタケーブルを取り付ける場合は、以下遵守願います。 

     1)ＡＣアダプタは、アームよりコンセント側に取り付けること。 

     2)ＡＣアダプタの前後で、ケーブルをキャビネットにクランプすること。 

     3)ＡＣアダプタは、コンセント側が下になるようにクランプすること。 

  ・ケーブル用アーム(GH-RJ7200)にメンテナンスケーブル，ディスプレイケーブル，キーボード／マウスケーブル，アラート 

   ユニット接続ケーブルを取り付ける場合は、一番システム装置に近いアームと２番目のアームのみにケーブルを取り付けます。 

   また、接続先の装置がキャビネットの上側にある場合は、キャビネットの側面にクランプします。 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

     
 
 

1.5U 

２７０ アーム取付位置 

ｱｰﾑ取付位置 

適応機種 

270 
G9,A9 
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  ●ケーブル用アーム使用時の制限事項 

 

   ①システム装置構成条件 

    １）ＬＡＮケーブルを除くケーブルが、同一ラックキャビネット内の機器に搭載されていること。 
    ２）ラック延長キット(GH-RJ7116またはGH-RJ7136)の搭載をを必須とします。 
    ３）ケーブル用アーム(GH-RJ7200)搭載時は、ＵＰＳまたはコンセントボックスユニット(GH-AG7105)の搭載を必須と 
      します。 
 
   ②システム装置搭載位置条件 
    １）ケーブル用アームを取り付けた１７０システム装置の上１Uには、アームがはみ出すために、電源のホットスワップ 
      が出来なくなりますので、２７０システム装置は搭載出来ません。 
    ２）ケーブル用アームを取り付けた２７０システム装置の上１U以内には、アームの取付が出来ない為、ケーブル用アーム 
      を取り付けた１７０システム装置の搭載は出来ません。 
    ３）他形式のラック及び他社ラックへの取付は、出来ません。 
 
   ③目安となるオプション搭載条件 
    ・下記搭載位置条件はあくまでも目安です。ケーブル用アーム搭載時は、構成確認が必要ですので個別見積りとなります。 

 

   ＜対象装置：ＨＡ８０００／２７０ Ｇ９，Ａ９＞ 

装置名称 形名 上部搭載制限 *1 下部搭載制限 *1 備考 

ﾃﾞｨｽｸﾕﾆｯﾄ GH0RA163-xxxxxxx 真上のみ 直下のみ 最大4台まで 

ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽﾕﾆｯﾄ GH0RR163-xxxxxxx 真上のみ 直下のみ 最大4台まで 

ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄ GH-RT7100 16U以内 － ｼｽﾃﾑｱﾗｰﾄﾕﾆｯﾄ接続ｹｰﾌﾞﾙ(3.0m) 

無停電電源装置[UPS] 

(1200VA/980W) 
GH-BU7215 － 4U以内 UPSｹｰﾌﾞﾙ(1.8m) 

無停電電源装置[UPS] 

(1200VA/950W) 
GH-BU7214 － 4U以内 UPSｹｰﾌﾞﾙ(1.8m) 

無停電電源装置[UPS] 

(3000VA/2250W) 
GH-BU7131 － 4U以内 UPSｹｰﾌﾞﾙ(1.8m) 

ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽﾕﾆｯﾄ GH-AG7105 － － 最適な位置に搭載 

ｺﾝｿｰﾙﾕﾆｯﾄ 
GH-AT7043 

GH-AT7083 
13U以内 13U以内 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｹｰﾌﾞﾙ(3.0m) 

KB/ﾏｳｽｹｰﾌﾞﾙ(3.0m) 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ GH-RC7110 － －  

GH-RL7200 
12U以内 

前面の下端位置 *2 
－ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ延長ｹｰﾌﾞﾙ(0.7m)GH-LV7300必須 

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ収納ﾕﾆｯﾄ 

GH-RL7500 － －  

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽ収納ﾕﾆｯﾄ GH-RK7001 － － 
ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ﾏｳｽ延長ｹｰﾌﾞﾙ(2.0m)GH-LK7300 

必須 

HUB収納ﾕﾆｯﾄ 

GH-RH7200 

GH-RH7100 

GH-RH7201 

－ －  

DLTﾁｪﾝｼﾞｬｰ 
GH-SRL7408 

GH-SRL7410 
真上のみ 直下のみ  

LTOﾁｪﾝｼﾞｬｰ GH-SRU7110 真上のみ 直下のみ  

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ装置 GH0CR80x-xxxxxxx 3U以内 4U以内 ﾒﾝﾃﾅﾝｽｹｰﾌﾞﾙ(2.0m) 

 
*1：該当システム装置からの対象装置が全て納まる搭載位置を示します。 
*2：コンソールユニット適用の場合は、制限はありません。 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

270 
G9,A9 
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（１０）ＰＣＩホットプラグ対応 
 

  ●サポート機種 

項番 装置名 形 式 

１ ＨＡ８０００／２７０ ＨＡ８０００／２７０ Ａ９システム装置 

 

  ●運用条件 

    １）ラックケーブル収納キット（ﾗｯｸ延長ｷｯﾄ(16U用)GH-RJ7116または(38U用)GH-RJ7138及びｹｰﾌﾞﾙ用ｱｰﾑGH-RJ7200） 

      が実装されていること。 

    ２）ケーブル用アーム使用時の制限事項の条件を満たしていること。 

    ３）ＯＳは、Windows 2000 Advanced ServerまたはWindows 2000 Serverであること。 

    ４）ホットプラグ対象のＰＣＩボードは、ＬＡＮボード(GH-CN7240)及び(GH-CN7620)です。 

    ５）ＬＡＮボードが２枚以上実装され、システムとして最低１枚が正常動作していることが必要です。 

 

  ●作業条件 

    １）ＯＳ機能は正常に動作しており、ＬＡＮ系列の障害時実施可能です｡ 

    ２）ＬＡＮボード(GH-CN7240)及び(GH-CN7620)の交換及び増設時実施可能です｡ 

    ３）作業者は保守員のみとし、顧客での作業は支援致しません。 

 

 

 

 

 

 

（１１）ラックキャビネット搭載用ネジ 
 

・ＨＡ８０００専用ラック及びＨＡ８０００／ＨＡ８５００共通ラックキャビネットへ、流通オプション品を搭載する場合に 

 使用するネジ，ワッシャ，ナットのセットです。 

 （ＨＡ８０００ラック及びＨＡ８５００ラックキャビネットへの、流通オプション品搭載につきましては、顧客責任の元実施 

  願います。又、搭載流通オプション品の動作保証は、致しかねますので御了承願います。） 

 

  ●仕様 

       品 名 ： ＨＡ８０００ラック用ネジ 

       形 名 ： ＧＨ－ＡＲ７９００ 

 

   構成内訳 

品 名 ナベネジ ワッシャ ケージナット ４角ナット 

外 観 

  

  

仕 様 Ｍ６ｘ１６ Ｍ６用 

Ｍ６用 

 主にﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ前面 

及び後面の穴に取付け 

る場合に使用 

Ｍ６用 

 主にﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 

側面の穴に取付ける 

場合に使用 

個 数 ２０ ２０ ２０ ２０ 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

270 
A9 

 

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 
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（１２）ラックマウントシステム構成図 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 

･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

(*1) HA8000/HA8500共通ﾗｯｸは、HA8000 

 専用ﾗｯｸより奥行き寸法が大きくなってい  

ますので、御注意願います。  

 相違点の詳細は、｢ (1)ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄの種類｣  

項を参照願います。  

・[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ]と[HA8000専用ﾗｯｸ]は下記 

 にて選択願います。 
 
 ①新規購入(②以外の場合) 

  ⇒ HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ 

      (38U:GH-RK7385,16U:GH-RK7165)を選択 

 ②既設にHA8000専用ﾗｯｸ(38U:GH-RK7382, 

   16U:GH-RK7162)があり連結を行う場合 

  ⇒ HA8000専用ﾗｯｸ 

      (38U:GH-RK7382,16U:GH-RK7162)を選択 

 ラックキャビネットセット  

(GH-SRK7385) 

ラックサイドパネル 

 〔2枚〕 

(GH-RS7385) 

フロントドア 

 〔ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ,38U〕 

(GH-RD7385) 

ラックキャビネット〔38U，HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ〕 
 
(GH-RK7385) (*1) 

 ラックキャビネットセット  

(GH-SRK7165) 

ラックサイドパネル 

 〔2枚〕 

(GH-RS7165) 

フロントドア 

 〔ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ,16U〕 

(GH-RD7165) 

ラックキャビネット〔16U，HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ〕 
 
(GH-RK7165) (*1) 
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･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

・[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ]と[HA8000専用ﾗｯｸ]は下記 

 にて選択願います。 
 
 ①新規購入(②以外の場合) 

  ⇒ HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ 

      (38U:GH-RK7385,16U:GH-RK7165)を選択 

 ②既設にHA8000専用ﾗｯｸ(38U:GH-RK7382, 

   16U:GH-RK7162)があり連結を行う場合 

  ⇒ HA8000専用ﾗｯｸ 

      (38U:GH-RK7382,16U:GH-RK7162)を選択 

(*1) HA8000/HA8500共通ﾗｯｸは、HA8000 

 専用ﾗｯｸより奥行き寸法が大きくなってい  

ますので、御注意願います。  

 相違点の詳細は、｢ (1)ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄの種類｣  

項を参照願います。  

ラックキャビネット〔 38U，HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ〕 
 
(GH-RK7385) (*1) 

ラックキャビネット〔 16U，HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ〕 
 
(GH-RK7165) (*1) 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

ラックキャビネット〔 38U，HA8000専用ﾗｯｸ〕 
 
(GH-RK7382) 【受注生産】 

ラックキャビネット〔 16U，HA8000専用ﾗｯｸ〕 
 
(GH-RK7162) 【受注生産】 

ラックサイドパネル【受注生産】  

 〔2枚〕 

(GH-RS7160) 

ラックサイドパネル 

 〔2枚〕 

(GH-RS7385) 

ラックサイドパネル【受注生産】  

 〔2枚〕 

(GH-RS7381) 

ラックサイドパネル 

 〔2枚〕 

(GH-RS7165) 

フロントドア 

 〔ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ,16U〕 

(GH-RD7165) 

リアドア 

 〔16U〕 

(GH-RD7166) 

同時 

フロントドア 

 〔ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ,38U〕 

(GH-RD7385) 

フロントドア【受注生産】  

 〔ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ,38U〕 

(GH-RD7382) 

フロントドア【受注生産】  

 〔ｱｸﾘﾙﾄ窓付きﾀｲﾌﾟ,38U〕 

(GH-RD7381) 

選択 

・ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載制限がありますので、3.1(3) ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ関連 
 ｵﾌﾟｼｮﾝ品の占有ﾕﾆｯﾄ数と主な仕様項参照願います。 

フロントドア【受注生産】  

 〔ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ,16U〕 

(GH-RD7163) 

リアドア【受注生産】  

 〔16U〕 

(GH-RD7161) 

同時 

フロントドア【受注生産】  

 〔ｱｸﾘﾙ窓付きﾀｲﾌﾟ,16U〕 

(GH-RD7160) 

選択 

・ﾃﾞﾊﾞｲｽ搭載制限がありますので、3.1(3) ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ関連 

 ｵﾌﾟｼｮﾝ品の占有ﾕﾆｯﾄ数と主な仕様項参照願います。 



－359－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

・ラックキャビネットは最大３台まで連結することができます。 

ラックキャビネット 

 〔16U〕 

(GH-RK7162) 

ラック連結キット【受注生産】  

 [ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ] 

(GH-RJ7002) 

・ラックキャビネットは最大３台まで連結することができます。 

ラックキャビネット 

 〔16U〕 

(GH-RK7162) 

ラック連結キット【受注生産】  

 [ｱｸﾘﾙ窓付きﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ] 

(GH-RJ7000) 

選択 

ケーブル用アーム【受注生産】  

 

(GH-RK7200)    個別見積り 

ラック延長キット【受注生産】  

 

(GH-RJ7116) 

ケーブル用アーム【受注生産】  

 

(GH-RJ7200)    個別見積り 

ラック延長キット【受注生産】  

 

(GH-RJ7138) 

ラック延長キット【受注生産】  

 

(GH-RJ7116) 

ラック延長キット【受注生産】  

 

(GH-RJ7138) 

・ラックキャビネットは最大３台まで連結することができます。 

ラックキャビネット 

 〔38U〕 

(GH-RK7382) 

ラック連結キット【受注生産】  

 [ｴﾅｼﾞｰｳｪｰﾌﾞﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ] 

(GH-RJ7001) 

・ラックキャビネットは最大３台まで連結することができます。 

ラックキャビネット 

 〔38U〕 

(GH-RK7382) 

ラック連結キット【受注生産】  

 [ｱｸﾘﾙ窓付きﾄﾞｱﾀｲﾌﾟ] 

(GH-RJ7000) 

選択 

・ラックキャビネットは最大３台まで連結することができます。 

ラックキャビネット 

 〔16U〕 

(GH-RK7165) 

ラック連結キット 

 

(GH-RJ7005) 

・ラックキャビネットは最大３台まで連結することができます。 

ラックキャビネット 

 〔38U〕 

(GH-RK7385) 

ラック連結キット 

 

(GH-RJ7005) 

ブランクパネル 

 〔1U〕 

(GH-RP7011) 



－360－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

システムアラートユニット接続ケーブル 

 〔3.0m〕 

(GH-LT7110) 

システムアラートユニット 

 〔6ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-RT7100) 

・システムアラートユニットの搭載可能位置は 

 ラックキャビネットの最上段のみです。 

システム装置へ 

   ７０，１１０Ｇ９，１１０Ｈ９と 

  の接続には、ＳＶＰボードセット 

  (GS-SCM7500xx)が１３０Ａ９との接続 

  には、ＳＶＰボードセットが必要です。 

選択 

その他の機器 ラック搭載トレイ 

 〔2U〕 

(GS-AU7A10) 

システム装置 

 〔ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ,3U〕 

(130A9) 

システム装置 

 〔ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ,5U〕 

(270G9,A9) 

システム装置 

 〔ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ,1U〕 

(110D9,G9,H9) 

システム装置 

 〔ﾗｯｸﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ,5U〕 

(70K9,L9,M9,P9) 

・搭載可能機器等の詳細は、[(3)ﾗｯｸｷｬﾋﾞﾈｯﾄ関連ｵﾌﾟｼｮﾝ品の 

 占有ﾕﾆｯﾄ数と主な仕様]参照願います。 

 ●ＨＡ８０００／７０Ｗのラックキャビネットへ搭載するシステム 

 装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのセットモデルを 

 選択願います。（ラックタイプのセットモデルには、ラックマウ 

 ントキットが含まれています。） 

 ●既設のＨＡ８０００／７０Ｗキャビネットタイプシステム装置を 

 ラックキャビネットへ搭載の場合は、ラックマウントキット 

 及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス 

（搬入＋セットアップ）が必要です。 

システム装置 

 〔ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾀｲﾌﾟ,5U〕 

(70P9,S9) 

ラックマウントキット 

 

(GS-AU7544) 

コンセントボックスユニット 

 〔5個,9U(背面実装)〕 

(GH-AG7105) 

・ラックキャビネット内の電源コードを1系統にまとめます。 



－361－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

ディスプレイ収納ユニット 

 〔9U〕 

(GH-RC7110) 

ディスプレイ延長ケーブル 

 〔0.7m〕 

(GH-LV7300) 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DC5203A) 

システム装置へ 選択 

システム装置へ 

・収納ユニットのみ。 

・ディスプレイ又は液晶ディスプレイは 

 別途購入願います。 

・ディスプレイ収納ユニットとシステム装置との底面間が１４Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ延長ケーブルが必要です。 

 又、ディスプレイ収納ユニットとシステム装置は、３０Ｕ以上 

 離しての搭載は出来ません。 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを１台 

 のシステム装置のみで使用する場合に搭載 

 します。 

キーボード／マウス収納ユニット 

 〔1U〕 

(GH-RK7001) 

マウス 

 〔ﾎｲｰﾙﾏｳｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 〔109ｷー 配列準拠ﾃﾝｷー ﾚｽ小型ｷー ﾎ゙ ﾄー゙ 〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード／マウス延長ケーブル 

 〔2.0m〕 

(GH-LK7300) 

システム装置へ 

キーボード／マウス延長ケーブル 

 〔2.0m〕 

(GH-LK7300) 

システム装置へ 選択 

＜ご注意＞ 

・キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置との底面間が１０Ｕ 

 以上離れている場合、本ケーブルが必要です。 

・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。 

 したがって、本ケーブルは1本で使用願います。 

＜ご注意＞ 

・キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置との底面間が１０Ｕ 

 以上離れている場合、本ケーブルが必要です。 

・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。 

 したがって、本ケーブルは1本で使用願います。 

・キーボード／マウス収納ユニットに 

 標準添付されています。 

・キーボード／マウス収納ユニットに 

 標準添付されています。 

同時 選択 

システム装置へ 

システム装置へ 

同時 

つづく 

選択 選択 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとシステム装置との底面間が９Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。 

 又、液晶ディスプレイ収納ユニットとシステム装置は、２３Ｕ以上 

 離しての搭載は出来ません。 

・収納ユニットのみ。 

・液晶ディスプレイは別途購入願います。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3155A)  完売しました。 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7200)  完売しました。 

ディスプレイ延長ケーブル 

 〔0.7m〕 

(GH-LV7300) 

システム装置へ 選択 

システム装置へ 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに標準添付されています。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとシステム装置との底面間が５Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ延長ケーブルが必要です。 

 又、液晶ディスプレイ収納ユニットとシステム装置は、１９Ｕ以上 

 離しての搭載は出来ません。 

・収納ユニットのみ。 

・液晶ディスプレイは別途購入願います。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3158) 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7500) 

ディスプレイ延長ケーブル 

 〔0.7m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 
選択 

システム装置へ 

選択 

・ディスプレイ収納ユニットとシステム装置との底面間が１９Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ延長ケーブルが必要です。 

 又、ディスプレイ収納ユニットとシステム装置は、３５Ｕ以上 

 離しての搭載は出来ません。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔17型〕 

(PC-DT3171) 

ディスプレイ延長ケーブル 

 〔0.7m〕 

(GH-LV7300) 

システム装置へ 
選択 

システム装置へ 



－362－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

ディスプレイ収納ユニット 

 〔9U〕 

(GH-RC7110) 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DC5203A) 

液晶ディスプレイ装置 

 〔17型〕 

(PC-DT3171) 

選択 

・１５型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が７Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

 又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、２２Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

・１７型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が１１Ｕ 

 以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

 又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、２７Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

つづき 

つづく 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が９Ｕ以上離れている場合、ディスプレイ 

 延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、２３Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7200)  完売しました。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3155A)  完売しました。 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

キーボード 

 〔109ｷｰ配列準拠ﾃﾝｷｰﾚｽ小型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

マウス 

 〔ﾎｲｰﾙﾏｳｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～4台の 

 システム装置で共用する場合に搭載します。 

・ラックマウントキット(GH-AU7620)，キーボード 

 /マウス収納ユニット(GH-RK7001)を含みます。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニットセット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用,2U〕 

(GH-SAT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを5～7台のシステム 

 装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

選択 

同時 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、１１Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7500) 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3158) 



－363－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

ディスプレイ収納ユニット 

 〔9U〕 

(GH-RC7110) 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DC5203A) 

液晶ディスプレイ装置 

 〔17型〕 

(PC-DT3171) 

選択 

・１５型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が７Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

 又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、２２Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

・１７型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が１１Ｕ 

 以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

 又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、２７Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

つづき 

つづく 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

キーボード 

 〔109ｷｰ配列準拠ﾃﾝｷｰﾚｽ小型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

マウス 

 〔ﾎｲｰﾙﾏｳｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が９Ｕ以上離れている場合、ディスプレイ 

 延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、２３Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7200)  完売しました。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3155A)  完売しました。 

システム装置へ 
ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 ・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～8台の 

 システム装置で共用する場合に搭載します。 

・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 

 及びＡＣアダプタを含みます。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニットセット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,2U〕 

(GH-SAT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを9～64台までの 

 システム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで接続可能) 

 [最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続につい 

 ては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

選択 

同時 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、１１Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7500) 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3158) 



－364－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・４ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～4台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニットセット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-SRLK7200)  完売しました。 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット 

 を搭載する為に必要です。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・８ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～8台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-RLK7201)  完売しました。 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについて 

 は、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 



－365－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・４ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～4台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニットセット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-SRLK7210) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット 

 を搭載する為に必要です。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・８ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～8台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-RLK7211) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについて 

 は、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 



－366－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

[コンソール切替ユニット 

（４ポート,GH-AT7043）を 

ディスプレイ/キーボード 

   ユニットの背面に搭載  

      の場合の構成です。] 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティング 

 デバイスを2～4台のシステム装置で共用す 

 る場合に、搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となりま 

 す。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願 

 います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット 

 を搭載する為に必要です。 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382, 

 GH-RK7162)へ搭載時のみ別途 

 変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621)が必要 

 です。 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポイン 

 ティングデバイスが一体となったユニット 

 です。 

・コンソール切替ユニットは含みません。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願 

 います。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄなし,1U〕 

(GH-RLK7210) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

ディスプレイケーブル 

 〔1.8m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

つづき 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382, 

 GH-RK7162)へ搭載時のみ別途 

 変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621)が必要 

 です。 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポイン 

 ティングデバイスが一体となったユニット 

 です。 

・コンソール切替ユニットは含みません。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願 

 います。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄなし,1U〕 

(GH-RLK7200)  完売しました。 

同時 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード／マウスケーブル 

 〔1.8m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード／マウスケーブル 

 〔1.8m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

つづく 

選択 



－367－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～8台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについて 

 は、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

[コンソール切替ユニット 

（４ポート,GH-AT7043）を 

ディスプレイ/キーボードユニット  

 の背面に搭載しない 場合の構成です。] 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティング 

 デバイスを2～4台のシステム装置で共用する 

 場合に搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7043) 



－368－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編 

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

ディスプレイ装置 
システム装置へ 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載のディスプレイ装置が接続可能です。 

・ラックキャビネット天板上に設置します。 

液晶ディスプレイ装置 
システム装置へ 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。 

・ラックキャビネット天板上に設置します。 

選択 

・ディスプレイ収納ユニットとシステム装置との底面間が１４Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ延長ケーブルが必要です。 

ディスプレイ収納ユニット 

 〔9U〕 

(GH-RC7110) 

ディスプレイ延長ケーブル 

 〔0.7m〕 

(GH-LV7300) 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DC5203A) 

システム装置へ 
選択 

システム装置へ 

・収納ユニットのみ。 

・ディスプレイ又は液晶ディスプレイは 

 別途購入願います。 

 

液晶ディスプレイ装置 

 〔17型〕 

(PC-DT3171) 

ディスプレイ延長ケーブル 

 〔0.7m〕 

(GH-LV7300) 

システム装置へ 選択 

システム装置へ 

選択 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに標準添付されています。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとシステム装置との底面間が５Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ延長ケーブルが必要です。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3158) 

ディスプレイ延長ケーブル 

 〔0.7m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 選択 

システム装置へ 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7500) 

・収納ユニットのみ。 

・液晶ディスプレイは別途購入願います。 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを１台 

 のシステム装置のみで使用する場合に搭載 

 します。 

キーボード／マウス収納ユニット 

 〔1U〕 

(GH-RK7001) 

キーボード 

 〔109ｷー配列準拠ﾃﾝｷー ﾚｽ小型ｷー ﾎ゙ ﾄー゙ 〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード／マウス延長ケーブル 

 〔2.0m〕 

(GH-LK7300) 

システム装置へ 

＜ご注意＞ 

・キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置との底面間が１０Ｕ 

 以上離れている場合、本ケーブルが必要です。 

・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。 

 したがって、本ケーブルは1本で使用願います。 

・キーボード／マウス収納ユニットに 

 標準添付されています。 

選択 

システム装置へ 

同時 

マウス 

 〔ﾎｲｰﾙﾏｳｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード／マウス延長ケーブル 

 〔2.0m〕 

(GH-LK7300) 

システム装置へ 選択 

＜ご注意＞ 

・キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置との底面間が１０Ｕ 

 以上離れている場合、本ケーブルが必要です。 

・キーボード/マウス延長ケーブルは、複数本つないで使用できません。 

 したがって、本ケーブルは1本で使用願います。 

・キーボード／マウス収納ユニットに 

 標準添付されています。 

システム装置へ 

同時 

つづく 

選択 



－369－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

つづく 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

キーボード 

 〔109ｷｰ配列準拠ﾃﾝｷｰﾚｽ小型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

マウス 

 〔ﾎｲｰﾙﾏｳｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～4台の 

 システム装置で共用する場合に搭載します。 

・ラックマウントキット(GH-AU7620)，キーボード 

 /マウス収納ユニット(GH-RK7001)を含みます。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニットセット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用,2U〕 

(GH-SAT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを5～7台のシステム 

 装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

液晶ディスプレイ装置 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。 

・ラックキャビネット天板上に設置します。 

ディスプレイ装置 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載のディスプレイ装置が接続可能です。 

・ラックキャビネット天板上に設置します。 

同時 

選択 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、１１Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3158) 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7500) 

ディスプレイ収納ユニット 

 〔9U〕 

(GH-RC7110) 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DC5203A) 

液晶ディスプレイ装置 

 〔17型〕 

(PC-DT3171) 

選択 

・１５型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が７Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

・１７型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が１１Ｕ 

 以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 



－370－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

つづく 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

キーボード 

 〔109ｷｰ配列準拠ﾃﾝｷｰﾚｽ小型ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。 

マウス 

 〔ﾎｲｰﾙﾏｳｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 
ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 ・ディスプレイ，キーボード，マウスを2～8台の 

 システム装置で共用する場合に搭載します。 

・キーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001) 

 及びＡＣアダプタを含みます。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニットセット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,2U〕 

(GH-SAT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ，キーボード，マウスを9～64台までの 

 システム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで接続可能) 

 [最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続につい 

 ては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

液晶ディスプレイ装置 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。 

・ラックキャビネット天板上に設置します。 

 

ディスプレイ装置 

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載のディスプレイ装置が接続可能です。 

・ラックキャビネット天板上に設置します。 

同時 

選択 

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、１１Ｕ以上離しての搭載は出来ません。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DT3158) 

液晶ディスプレイ収納ユニット 

 〔3U〕 

(GH-RL7500) 

ディスプレイ収納ユニット 

 〔9U〕 

(GH-RC7110) 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(PC-DC5203A) 

液晶ディスプレイ装置 

 〔17型〕 

(PC-DT3171) 

選択 

・１５型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が７Ｕ以上 

 離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 

・１７型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が１１Ｕ 

 以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。 



－371－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

が必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・４ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～4台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニットセット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-SRLK7200)  完売しました。 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット 

 を搭載する為に必要です。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

が必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・８ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～8台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-RLK7201)  完売しました。 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについて 

 は、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 



－372－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

つづく 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

が必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・４ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～4台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニットセット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-SRLK7210) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット 

 を搭載する為に必要です。 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382,GH-RK7162) 

へ搭載時のみ別途変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621) 

が必要です。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポインティン 

 グデバイスが一体となったユニットです。 

・８ポート用コンソール切替ユニットを含みます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイ 

 スを2～8台のシステム装置で共用する場合に、 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄ付き,1U〕 

(GH-RLK7211) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについて 

 は、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 



－373－ 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

[コンソール切替ユニット 

（４ポート,GH-AT7043）を 

ディスプレイ/キーボード 

   ユニットの背面に搭載  

      の場合の構成です。] 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティング 

 デバイスを2～4台のシステム装置で共用す 

 る場合に、搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となりま 

 す。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願 

 います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット 

 を搭載する為に必要です。 

ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382, 

 GH-RK7162)へ搭載時のみ別途 

 変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621)が必要 

 です。 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポイン 

 ティングデバイスが一体となったユニット 

 です。 

・コンソール切替ユニットは含みません。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願 

 います。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄなし,1U〕 

(GH-RLK7210) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

ディスプレイケーブル 

 〔1.8m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

つづき 

･HA8000専用ﾗｯｸ(GH-RK7382, 

 GH-RK7162)へ搭載時のみ別途 

 変換ﾌﾞﾗｹｯﾄ(GH-AU7621)が必要 

 です。 

・15型液晶ディスプレイ,キーボード,ポイン 

 ティングデバイスが一体となったユニット 

 です。 

・コンソール切替ユニットは含みません。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願 

 います。 

ディスプレイ/キーボードユニット 

 〔ｺﾝｿｰﾙ切替ﾕﾆｯﾄなし,1U〕 

(GH-RLK7200)  完売しました。 

同時 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード／マウスケーブル 

 〔1.8m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。 

キーボード／マウスケーブル 

 〔1.8m〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

つづく 

選択 
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･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

つづき 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティング 

 デバイスを2～8台のシステム装置で共用する 

 場合に、搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7083) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは８台まで 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は６４台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについて 

 は、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。 

・必ず添付のＡＣケーブルを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔8ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7083) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

[コンソール切替ユニット 

（４ポート,GH-AT7043）を 

ディスプレイ/キーボードユニット  

 の背面に搭載しない 場合の構成です。] 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

液晶ディスプレイ装置 

 〔15型〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

キーボード 

 (日本語ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ,87ｷｰ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ポインティングデバイス 

 〔3ﾎﾞﾀﾝ,PS2ﾏｳｽｲﾝﾀﾌｪｰｽ〕 

(ｵﾌﾟｼｮﾝ形名なし) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

システム装置へ 

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。 

コンソールユニットラックマウントキット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AU7620) 

同時 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティングデバイスを 

 5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。 

・カスケード接続時はスレーブ側となります。 

・カスケード接続は２段まで可能です。(ｽﾚｰﾌﾞは１台のみ 

 接続可能)[最大接続可能ｼｽﾃﾑ装置台数は７台です。] 

・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード 

 接続は不可。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願います。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用〕 

(GH-AT7043) 

ＰＳ２ ＫＢ/マウス/ＣＲＴケーブル 

 〔3m〕 

(GH-LVK7103) 

・接続のシステム装置台数分必要です。 

システム装置へ 

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。 

・ディスプレイ,キーボード,ポインティング 

 を2～4台のシステム装置で共用する場合に 

 搭載します。 

・カスケード接続時はマスター側となります。 

・必ず添付のＡＣアダプタを接続して使用願い 

 ます。 

コンソール切替ユニット 

 〔4ﾎﾟｰﾄ用,1U〕 

(GH-AT7043) 
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・２台目増設用のセットは、１台目セットの 

 ラック搭載ユニット上に搭載となります。 

（下図参照） 

 

＜ラックキャビネット＞ 

 

 
 

１台目セット 

 

２台目セット 

(２台目増設用) 

システム装置 
システム装置 

 

 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,8ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(PC-BH7500)  完売しました。 

ＨＵＢ収納ユニット 

 

(GH-RH7200) 

<ご注意> 

  システム装置へのディスクユニットセット 

 接続可能台数は接続のシステム装置により異なります。 

 詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

システム装置へ 

（７０Ｋ９，７０Ｐ９， 

 １１０Ｇ９，１１０Ｈ９， 

 １３０，２７０のみ） 

ディスクユニットセット 

 〔4U〕 

(GH0RA163-R10xxxx) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

システム装置へ 

（７０Ｋ９，７０Ｐ９， 

 １１０Ｇ９，１１０Ｈ９， 

 １３０，２７０のみ） 

ディスクユニットセット（２台目増設用） 

 

(GH0RA163-R20xxxx) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

ＨＵＢ収納ユニット 

 

(GH-RH7201) 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BH75161) 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,8ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BH75001) 

選択 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ + 1Gbps,2ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BH7618)  完売しました。 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ + 1Gbps,2ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BH7618T)  完売しました。 

Ｍｙｒｉｎｅｔ ＨＵＢ 

 〔16ﾎﾟｰﾄ,2U〕 

(GH-BH6160F) 個別見積り 

ＨＵＢ収納ユニット 

 〔1U〕 

(GH-RH7100) 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,16ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BH7516)  完売しました。 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,24ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BH7524) 

スイッチングＨＵＢ 

 〔10Mbps/100Mbps,24ﾎﾟｰﾄ + 1Gbps,2ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BH7626T) 

選択 
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適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

コンパクトディスクアレイ装置(CR80) 

 〔3U〕 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 ・コンパクトディスクアレイ装置セットに標準添付。 

ラックマウントキット 

システム装置へ 

小型ディスクアレイサブシステム 

 〔3U〕           (SANRISE9500Vｼﾘｰｽﾞ) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

システム装置へ 

・２台目増設用のセットは、１台目セットの 

 ラック搭載ユニット上に搭載となります。 

（下図参照） 

 

＜ラックキャビネット＞ 

 

 
 

１台目セット 

 

２台目セット 

(２台目増設用) 

システム装置 
システム装置 

 

 

 

  リムーバブルデバイスユニットセットへのデバ 

 イス搭載は、［２．４外付け装置］参照願います。 

システム装置へ 

（７０，１１０Ｇ９，１１０Ｈ９， 

 １３０，２７０のみ 

 [70,110G9,110H9は､SVPﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ 

 (GS-SCM7500x)を130は､ 

 SVPﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ(GS-SCM7710x) 

 搭載時のみ]） 

システム装置へ 

（７０，１１０Ｇ９，１１０Ｈ９， 

 １３０，２７０のみ 

 [70,110G9,110H9は､SVPﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ 

 (GS-SCM7500x)を130は､ 

 SVPﾎﾞｰﾄﾞｾｯﾄ(GS-SCM7710x) 

 搭載時のみ]） 

リムーバブルデバイスユニットセット 

 〔拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ3ﾍﾞｲ(5型),Wide･Narrowデバイス用,4U〕 

(GH0RR163-R1xxxxx) 

リムーバブルデバイスユニットセット（２台目増設用） 

 〔拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ3ﾍﾞｲ(5型),Wide･Narrowデバイス用〕 

(GH0RR163-R2xxxxx) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

<ご注意> 

  システム装置へのリムーバブルデバイスユニットセット 

 接続可能台数は接続のシステム装置により異なります。 

 詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

 

  バックアップキャビネットセットへのデバイス 

 搭載は、［２．４外付け装置］参照願います。 

システム装置へ 

（７０，１１０，１３０のみ） 

システム装置へ 

（７０，１１０，１３０のみ） 

バックアップキャビネットセット 

 〔拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ3ﾍﾞｲ(5型),4U〕 

(GS0BS201-R1xxxxx) 

バックアップキャビネットセット（２台目増設用） 

 〔拡張ｽﾄﾚｰｼﾞﾍﾞｲ3ﾍﾞｲ(5型)〕 

(GS0BS201-R2xxxxx) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

<ご注意> 

  システム装置へのバックアップキャビネットセット 

 接続可能台数は接続のシステム装置により異なります。 

 詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 
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･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

・２台目増設用のセットは、１台目セットの 

 ラック搭載ユニット上に搭載となります。 

（下図参照） 

 

＜ラックキャビネット＞ 

 

 
 

２台目セット 

(２台目増設用) 

 

１台目セット 

システム装置 
システム装置 

 

 

システム装置へ 

システム装置へ 
ＬＴＯチェンジャーユニットセット 

 〔LTO，6U〕 

(GH-SRU71101x) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

ＬＴＯチェンジャーセット（２台目増設用） 

 〔LTO〕 

(GH-SRU7110x) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

ＬＴＯチェンジャーユニットセット [２台セット] 

(GH-SRU71102x) 

・本セット形名にて購入願います。 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

システム装置へ 

システム装置へ 
ＬＴＯチェンジャーユニットセット 

 〔LTO，6U〕 

ＬＴＯチェンジャーセット 

 〔LTO〕 

システム装置へ 

システム装置へ 
ＤＬＴチェンジャーユニットセット 

 〔DLT8000〕 

(GH-SRL74101x) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

ＤＬＴチェンジャーセット（２台目増設用） 

 〔DLT8000〕 

(GH-SRL7410x) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

ＤＬＴチェンジャーユニットセット [２台セット] 

(GH-SRL74102x) 

・本セット形名にて購入願います。 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 

システム装置へ 

システム装置へ 
ＤＬＴチェンジャーユニットセット 

 〔DLT8000〕 

ＤＬＴチェンジャーセット 

 〔DLT8000〕 

＜ラック搭載ユニットへの混在搭載について＞ 

 ・ＤＬＴチェンジャー(GH-SRL7410x)とＬＴＯチェンジャー(GH-SRU7110x/GH-SRU7109x)を 

  同一のラック搭載ユニットに載せることが可能です。 

 ・ＤＬＴチェンジャー(GH-SRL7410x)とＤＬＴチェンジャー(GH-SRL7408x/GH-SRL7358x)を 

  同一のラック搭載ユニットに載せることはできません。 

システム装置へ 

（７０Ｋ９，７０Ｌ９， 

 ７０Ｍ９，１１０以外） 

ＬＴＯライブラリ装置 

 

(HT-4697-Lxx0Rx) 

・詳細は［2.4 外付け装置］をご参照下さい。 
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無停電電源装置セット 

(GH-SBU7215A)  

システム装置へ 
ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m,Windows2000/WindowsServer2003,Linux用〕 

（GH-LU7200） 

無停電電源装置 

 〔1200VA/980W,2U〕 

（GH-BU7215） 

・Power Chute Business Editionに標準添付されています。 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7215S1)  

 

 

     PowerChute Business Edition付き  

システム装置へ 
ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m〕 

無停電電源装置 

 〔1200VA/980W,2U〕 

（GH-BU7215） 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7131A)  

システム装置へ 
無停電電源装置 

 〔2250VA/2250W,3U〕 

（GH-BU7131） 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m,Windows2000/WindowsServer2003,Linux用〕 

（GH-LU7200） 

・Power Chute Business Editionに標準添付されています。 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7131S1)  

 

 

     PowerChute Business Edition付き  

システム装置へ 
無停電電源装置 

 〔2250VA/2250W,3U〕 

（GH-BU7131） 

ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m〕 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7214A)  完売しました。 

システム装置へ 
ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m,Windows2000/WindowsServer2003,Linux用〕 

（GH-LU7200） 

無停電電源装置 

 〔1200VA/950W,2U〕 

（GH-BU7214） 

・Power Chute Business Editionに標準添付されています。 

無停電電源装置セット 

(GH-SBU7214S1)  完売しました。 

 

 

     PowerChute Business Edition付き  

システム装置へ 
ＵＰＳ接続ケーブル 

 〔1.8m〕 

無停電電源装置 

 〔1200VA/950W,2U〕 

（GH-BU7214） 

*1:＜PowerChute plus(GHS-VSUUP80)について＞ 

・無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150/GH-BU7214/GH-BU7215/GH-BU7131)対応の管理ソフトです。 

・無停電電源装置とシステム装置間のＵＰＳ接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されています。 

・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute plusに添付のケーブルを御使用願います。 

 [UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。] 

・Windows2000対応品(v5.231J)です。(WindowsServer2003には、対応しておりません。) 

        PowerChute plus (*1) 

 

        (GHS-VSUUP80) 

 

同時 

*2:＜PowerChute Business Edition(GHS-VSUUP81)について＞ 

・無停電電源装置(GH-BU7050/GH-BU7070/GH-BU7140/GH-BU7150/GH-BU7214/GH-BU7215/GH-BU7131)対応の管理ソフトです。 

・無停電電源装置とシステム装置間のＵＰＳ接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されています。 

・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。 

 [UPS接続ケーブル(GH-LU7100)及び(GH-LU7200)は使用出来ません。] 

・Windows2000/WindowsServer2003対応品(v6.1.2)です。[2004.12.29.出荷分よりﾊﾞｰｼﾞｮﾝは、v7.0となります。] 

        PowerChute Business Edition (*2) 

 

        (GHS-VSUUP81) 

 

選択 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

選択 
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適応機種 

70 
K9,L9,M9,P9,S9 

110 
D9,G9,H9 

130 
A9 

270 
G9,A9 

 

･ディスプレイ装置<キャビネットタイプ> ･外付け装置(ＣＲ８０など) 

･無停電電源装置<キャビネットタイプ> 

<外付けオプション編＞から 
･プロセッサー ･メモリー  

･拡張ボード ･内蔵デバイスなど 

<システム装置および 

  内蔵オプション編＞から 

ラックキャビネット編  

３８Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000/HA8500共通ﾗｯｸ] 

３８Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

    １６Ｕ[HA8000専用ﾗｯｸ] 

 ※ＵＰＳへ接続するシステム装置台数毎のＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード，ＵＰＳ拡張ユニット及びＵＰＳ接続ケーブルの最低必要数は下記のとおりです。 

  （ＵＰＳ接続ケーブル本数については、ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅに付属の１本を除いた本数を示しています。） 

 

接続システム装置台数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 備考 

ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード × 
○ 

x1 

○ 

x1 
× × × × × 

○ 

x1 

○ 

x1 
× × × × × 

○ 

x1 

○ 

x1 
 

ＵＰＳ拡張ユニット × × × 
○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x1 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 

○ 

x2 
 

ＵＰＳ接続ケーブル本数 ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６  

 

＜注意＞ 

 ＵＰＳへ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量（Ｗ）は、ＵＰＳの容量（Ｗ値）を超えないよう台数設定願います。 

 

 ＜ご注意＞ 

 ●ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード及びＵＰＳ拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。 

  （ＵＰＳ拡張ユニット接続には、ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボードを必要としません。） 

 ●ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード及びＵＰＳ拡張ユニット使用の場合、ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅが必要です。 

 ●ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅは、１つのパッケージで１台のＵＰＳから、ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード及びＵＰＳ拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム 

  装置にインストールが可能です。 

 ●ＵＰＳ拡張ユニット使用の場合、必要なＵＰＳ接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」－１ です。（カスケード接続時も含む）（システム 

  装置とＵＰＳ拡張ユニットのＡｄｖａｎｃｅｄ Ｐｏｒｔ間の接続は、ＰｏｗｅｒＣｈｕｔｅに添付のＵＰＳ接続ケーブルに限定します。） 

ＵＰＳ接続ケーブル 

〔1.8m〕 

(GH-LU7100) 

ＵＰＳ Ｉ／Ｆ拡張ボード 

 〔UPS I/Fﾎﾟｰﾄ拡張用,2ﾎﾟｰﾄ〕 

(GH-BUA700) 

＜ご注意＞ 
・UPS I/F拡張ﾎﾞｰﾄﾞに接続するｼｽﾃﾑ装置台数分のｹｰﾌﾞﾙが必要です。 
・UPS I/F拡張ﾎﾞｰﾄﾞには本ｹｰﾌﾞﾙのみ接続可能です。 
 (Winows2000/WinowsServer2003環境下で使用の場合でも、本ｹｰﾌﾞﾙ 
 での接続となります。) 

システム装置へ 

ＵＰＳ拡張ユニット 

 〔UPS I/Fﾎﾟｰﾄ拡張用,8ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BUA780) 

システム装置へ 
ＵＰＳ接続ケーブル 

〔1.8m〕 

(GH-LU7100) 
＜ご注意＞ 
・Winows2000/WinowsServer2003環境下で使用 
 の場合でも、本ｹｰﾌﾞﾙでの接続となります。 

＜ご注意＞ 
・ｶｽｹｰﾄﾞ接続により、UPSに対し9～15台まで 
 のｼｽﾃﾑ装置を接続可能です。 
・UPS拡張ﾕﾆｯﾄのｶｽｹｰﾄﾞ接続は、2段のみ可能 
 です。 

ＵＰＳ接続ケーブル 

〔1.8m〕 

(GH-LU7100) 

ＵＰＳ拡張ユニット 

 〔UPS I/Fﾎﾟｰﾄ拡張用,8ﾎﾟｰﾄ,1U〕 

(GH-BUA780) 

＜ご注意＞ 
・UPSに対し8台までのｼｽﾃﾑ装置を接続可能です。 

＜ご注意＞ 
・Winows2000/WinowsServer2003環境下で使用 
 の場合でも、本ｹｰﾌﾞﾙでの接続となります。 

システム装置へ 
同時 
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