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仕様
カテゴリ6A/クラスEA、8極、UTPモジュラージャックは、4ペア22～26 
AWG、100Ω非シールドツ イストペアケーブルをパンチダウン工具無しで成
端できます。U TPモジュラージャックは押し出 し式成端方法を利用し、ケー
ブルペアの配置を維持して銅線のより戻しの低減を図り、性能を最 適化 。特 
許申請中のAXテープがエイリアンクロストークの影響を抑え、たとえ高密度
な48ポー ト、1RUパッチパネルであっても10 Gb/s伝送を可能にします。終 端
キャップはカラーコード化さ れた青色でカテゴリ6Aの性能を指定し、T568A
およびT568B配線方式のために汎用ラベルコ ード が表記されています。IE EE 
10GBASE-T認定性能を達成するには、Mini-Com™ TX6A™ 10Gig™ UTP モジュラ
ージャックが、TX6A™ 10Gig™ UTP配線システムの一部として使われている必要
がありま す。

TM

アプリケーション
Mini-Com™ TX6A™ 10Gig™ UTP ジャックモジュール
は、MaTriX 技術によるTX6A™ 10Gig™ UTP 銅線配線シス
テムのコンポーネ ントです。このエンド·ツー·エンド
システムは、ネットワーク 帯域幅のニーズが現在および
将来において満たされる費用効率が 良い媒体を提供しま
す。 Panduitのソリューションは、組織が効 率的に且つ
確実にデータ伝送のニーズを満たせるようサポートし ま
す。ISO 11801クラスEA　2.1版、IEEE 802.3an-2006、 お
よび ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6Aの規格を満たしている

ことが認 定されているこのシステムは、データセンター
およびハイエンドの ワークステーションへの接続を持つ
高帯域アプリケーションをサ ポートします。それには、
スタッキングスイッチおよびスイッチ· ツー·スイッ
チのリンク、ストレージエリアネットワーク、 ギガビッ
トイーサネットチャネルの集合体、リアルタイム
の集中的な金融取引、ビデオのストリーミング、アニメ
ーション、 科学的モデル、および医療画像処理などが含
まれます。

技術情報
カテゴリ6A/クラスEA チャネ
ルとコンポーネント の性能:

1から500 MHzの掃引周波数で最大100メートルまでの4コネクタ構成におけるツイス
トペア 配線システムで、10GBASE-T伝送をサポートするために、ANSI/TIA-568-C.2
カテゴリ6Aと ISO11801クラスEA規格のチャネル要件を超えています。

FCCとANSI準拠: 50マイクロインチのゴールドでメッキされたANSI/TIA-1096-A接点に適合

IEC: IEC 60603-7に適合

RoHS: 準拠

PoE: PoEアプリケーションのIEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに適合

UL定格: UL1863認証

ヘッドルーム保証: 完全なエンド·ツー·エンドTX6A™ 10Gig™ UTP 配線システムがPanduit認定イン ス
トーラーで設置された場合、規格を越えた性能を保証。

導体切断範囲: ワイヤキャップに互換性があるのは、22～26 AWG単線または撚り線で、その絶縁
外径が最大 0.060インチ、 そして、全体的なケーブル外径が. 0.200インチ 0.330イ
ンチまで

主たる機能と利点
相互運用可能 TX6A™ とTX6A-SD™ 10Gig™ UTP 配線システム とAXテクノロジー (100メートルと 70メ

ートルのソリューション)により互換性があり、柔軟なケーブルデザインが可能

エイリアンクロストーク
を抑制

革新的なAXテクノロジーが優れたエイリアンクロストーク性能を提供し、 高密度なア
プリケーション (48ポート、1 RU) が可能

高度な補償技術 業界標準を越えたヘッドルームによりリスクが減り、高帯域幅のネットワークが利 用
可能

100%性能テスト済み それぞれのモジュラージャックが重要な電気性能要件を満たすことを保証

優れたヘッドルームを保証 業界標準を越えた最高のマージンを電気性能とエイリアン クロストーク性能を提供

高度なGiga-TX™ 
技術を利用

導体の撚り戻りを排除して性能を最適化し、インストールにかかる時間と費用を削減

フレックス技術を利用 モジュラージャックの長さ調整を簡略化し、高い性能を確保

向上した成端キャップ 導体保持スロットがモジュラージャック成端を簡素化

モジュラー式 UTPモジュラージャックはすべてのMini-Com™の面板、モジューラーパッチパネ ル、
サーフェスマウントボックスの内側と外側にスナップ式に挿入され、簡単に移 動、追
加、および変更が可能

確かな張力緩和 長期設置性能のためケーブルの曲げ半径をコントロール

個別に直列化 将来のトレーサビリティのため品質管理番号でマーク付き

RJ45インターフェイス 業界標準のインターフェースが迅速で簡単なプラグアンドプレイ 接続をRJ45パッチコ
ードに提供。後方互換性あり。

管理番号 ポート識別のためオプションラベルとアイコンで識別が可能

シャッター付きバーショ 
ンも利用可能

内蔵のシャッターがRJ45モジュラージャックへのほこりやゴミの進入をガード

鍵型のモデルが利用可能 鍵型のマッチング機能により、機械的および視覚的に接続を区別し、異なる鍵型アダ
プ ターまたは鍵型でないモジューラープラグが不注意で接続されることを防ぎ、ネッ
ト ワークのデザインで、高度なセキュリティが実現

成端工具 (オプション) EGJT 成端工具は、最大限の信頼性維持のため重要な内部コンポーネントに衝撃を与
え ない滑らかな前方押し出しにより導体の完全切断なが可能。TGJT成端工具は大量の
取 り付けに最適

ブロックアウト装置 (オプ
ション)

使用中でない時にデータポートへのアクセスを制御する簡単で安全な方法を提供

TX6A™ 10Gig™ UTPケーブルシステム、
AXテクノロジー使用

Mini-Com™ TX6A™ 10Gig™ UTPモジュラー 
ジャック、 AXテクノロジー使用
モジュラージャック: CJ6X88TG*
シャッター付きモジュラー
ジャック: CJD6X88TG*
Keyedモジュラージャック: CJK6X88TG**
TX6A™ 10Gig™ UTPケーブルシステム AXテクノロ
ジー (100メートルソリューション) 使用
プレナム: PUP6A04***-UG
ライザー: PUR6A04***-UG1
LSZH (60332-1): PUL6A04***-CEG
LSZH (60332-3): PUZ6A04***-EG
CM: PUC6A04***-EG
TX6A-SD™ 10Gig™ UTPケーブル AXテクノロジー 
(70メートルソリューション) 使用
プレナム: PUP6ASD04***-UG
ライザー: PUR6ASD04***-CG
LSZH (60332-1): PUL6ASD04***-EG
LSZH (60332-3): PUZ6ASD04***-EG
CM:  PUC6ASD04***-EG
TX6A™ 10Gig™ UTPパッチコード AXテクノロジー 
(100メートルソリューション)使用
CM (フィート長): UTP6A^
CM (メートル長): UTP6A^^M
TX6A-SD™ 10Gig™ UTPパッチコード AXテクノロ
ジー (70メートルソリューション) 使用
CM (フィート長): UTP6ASD^BU
CM (メートル長): UTP6ASD^^MBU
LSZH (メートル長): UTP6ASDL^^M
Mini-Com™ アングル型モジューラーパッチパ
ネル
24ポート、1 RU: CPPA24FMWBLY
48ポート、2 RU: CPPA48FMWBLY
72ポート、2 RU: CPPLA72WBLY
Mini-Com™ ストレート型モジュラーパッチパ
ネル
24ポート、1 RU: CPP24FMWBLY
48ポート、1 RU: CPP48HDWBLY
48ポート、2 RU: CPP48FMWBLY
72ポート、2 RU: CPP72FMWBLY
モジュラーパネルのその他の情報は
www.panduitでご確認ください。
工具およびアクセサリ
モジュラージャック
成端工具 : TGJT または EGJT
ワイヤー切断工具: CWST
ワイヤーストリ
ッパー: CJAST
透明ダストキャップ: MDC-C
モジュラージャ
ックガード: PSL-DCJB-^^^
電話用アイコン: CIPIW-C+
データ用アイコン: CIDIW-C+

*色を指定するには、IW (オフホワイト)、EI (エレク
トリックア イボリー)、IG (インターナショナルグレ
ー)、AW (アークティックホワ イト)、BL (黒)、BU (
青)、RD (赤)、YL (黄)、GR (グリーン)、OR (オレン
ジ)、またはVL (紫) を追加します。
**色を指定するには、BL (黒)、BU (青)、RD (赤)、YL 
(黄)、 GR (グリー ン)、またはOR (オレンジ) を追加
します。 各色が異なったキーの組み 合わせを表しま
す。 PUR6A04***-CG は別の製造場所を表します。 
*** 色を指定するには、BU (青)、WH (白)、IG (イン
ターナショナルグ レー)、またはYL (黄) を追加しま
す。 ^3～20フィート (1フィートづつ増加) および25
、30、35、40フィート の長さには、部品番号にお
ける長さを希望の長さで指定します。 オフホ ワイト
以外の標準のケーブル色の場合、BL (黒)、BU (青)、 
RD (赤)、YL (黄)、
GR (グリーン)、OR (オレンジ)、GY (グレー)、 また
はVL (紫) を追加します。 例えば、青で15フィートの
パッチコード の部品番号はUTP6A15BUです。
^^1、2、2.5、3、5メートルの長さの場合、部品番
号における長さを希 望の長さで指定します。オフホ
ワイト以外の標準のケー ブル色の場合、BL (黒)、BU 
(青)、RD (赤)、YL (黄)、 GR (グリーン)、OR (オレン
ジ)、GY (グレー)、またはVL (紫) を追加します。 オ
フホワイトまたはBU (青) で利用可能なLSZH パッチ
ケーブル。 例えば、青で5メートルのパッチコード 
の部品番号はUTP5ASD5MBUです。 ^^^赤以外の色
を指定するには、BL (黒)、BU (青)、YL (黄)、 GR (グ
リー ン)、OR (オレンジ)、IW (オフホワイト)、また
はIG (インターナショナルグレー) を部品番号の後に
追加します。 
10/パッケージ。 +IW (オフホワイト) 以外の色を指
定するには、部品番号のIWをEI (エレクトリックアイ
ボリー)、IG (インターナショナルグレー)、
BL (黒)、BU (青)、RD (赤)、YL (黄)、GR (グリーン)
、OR (オレンジ)、ま たはVL (紫) に置き換えます。
100/パッケージ。
バルクパッケージおよび鍵型(Keyed)モジュラージャ
ックおよびパッチ
コードについてはカスタマーサービスにお問い合わ
せください。
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寸法はインチ単位 (括弧付きの寸法はメートル単位)。
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試験結果

TM

機械試験 試験 方法 測定 典型的 な試 験結果

垂直力 — 負荷  (グラム ) >100

振動 IEC 512-6d 回線抵抗 (mオーム) <40

ショック IEC 512-6c 接続妨害 (マイクロセカンド) <5

耐久性 IEC 512-6a 回線 抵抗 (mオーム) <40

結合 /結合解除 IEC 512-6b
結合力 (N) <20

結合解除力 (N) <20

成端サイクル IEC 352 サイクル数 >20

結合サイクル IEC 60603-7 プラグ挿入数 2500

電気テスト 試験方法 測定 典型的な試験結果

低レベル回線抵抗 IEC 512-2a 抵抗 (mオーム) <20

誘電性の絶縁耐圧 IEC 512-4a 1000 V、1分 合格

絶縁抵抗 IEC 512-3a 抵抗 (mオーム) >500

環境試験 試験方法 測定 典型的な試験結果

温度寿命 IEC 512-9b 回線抵抗 (mオーム) <40

湿度 IEC 512-11c 回線抵抗 (mオーム) <40

熱衝撃 IEC 512-11d 回線抵抗 (mオーム) <40

耐久性 IEC 512-6a 回線 抵抗 (mオーム) <40

気候シーケンス IEC 512-11a 回線抵抗 (mオーム) >40

流れている混合ガスによる腐食 IEC 512-11g 回線抵抗 (mオーム) >40

モジュラージャック シャッター付きモジュラージャック

AXテープ

.63
(16.13)

.71
(18.06)

1.59
(40.42)

お問い合わせ (カスタマーサービス )の電子メール  :  j p n - t o i a w a s e @ p a n d u i t . c om
                                                  電話番号  :  0 3 - 6 8 6 3 - 6 0 6 0


