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製品仕様 

構成要素 モジュラーパッチパネル CPP24WBL × 1枚  

RJ45モジュラージャック CJ588BLY × 24個  

材質 フロントパネル C.R.S 

フェースプレート ABS・合成樹脂 (CFFP4BL) 

RJ45モジュラージャック ハウジング ABS・合成樹脂 

コンタクトキャリア ABS・合成樹脂 

ターミネーションキャップ ポリカーボネート･合成樹脂 

コンタクト りん青銅 

難燃性 

規格 フェースプレート UL94 HB 

RJ45モジュラージャック ハウジング UL94 V-0 

コンタクトキャリア UL94 V-0 

ターミネーションキャップ UL94 V-0 

構成内容 

RJ45 

モジュラージャック 

表示 T568A及び T568Bの結線カラーコードをターミネーションキャップシー

ルに表示 

形状 リードフレームコンタクト 

メッキ プラグ接触部 ニッケル下地、金メッキ 

IDC部 錫メッキ  

機械的性能 再成端回数 10回以内 

電気的性能 接触抵抗 100 [mΩ] 以下 

絶縁抵抗 100 [MΩ] 以上 (DC500V) 

絶縁耐圧 1.0 [kVAC] (RMS/1分間) 

伝送性能 伝送周波数 100 [MHz] 

挿入損失量 00.4 [dB]以下 / 100 [MHz] 

近端漏話減衰量 43.0 [dB]以上 / 100 [MHz] (P-P) 

遠端漏話減衰量 35.1 [dB]以上 / 100 [MHz] (P-P) 

反射減衰量 20.0 [dB]以上 / 100 [MHz] 

電線 種類 カテゴリ 3，5，5e に対応しているツイストペアケ

ーブル 

モジュラーパッチパネル RJ45モジュラージャック 

ターミネーションキャップ 
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導体外径 Φ0.5 [mm] (AWG24) からΦ0.65 [mm] (AWG22) 

の単線 

絶縁体外径 Φ0.965 [mm] から Φ1.2 [mm] 

外被覆径 Φ5.8 [mm] 以下の UTPを設定 

構成 極数 8極 8心  RJ45 

接続形式 T568A 及び T568B 

規格 

RJ45 

モジュラージャック 

日本 JIS X5150-2004  カテゴリ 5 

米国 TIA/EIA-568C.2 エンハンストカテゴリ 5  FCC パート 68  

ＩＳＯ ISO/IEC 11801-2nd Edition カテゴリ 5 

環境性能 

使用環境 使用温度範囲 -10 ～ +60 [℃] 

使用湿度範囲 25 ～ 85 [％] （結露なきこと） 

設置場所 事務所・住宅等の屋内のみ 

（水気・直射日光・機械的衝撃・過重等は厳禁） 

寸法 詳細は別紙寸法図を参照（寸法はインチとなり、［ ］内はメートル表示です） 

公称寸法 モジュラーパッチパネル W 482.6 × D 22.4 × H 43.7 [mm]  (公差±0.8 [mm] ) 

取付間隔 31.8 [mm]  (公差±0.8 [mm] ) 

モジュラージャック W 15.9 × D 34.8 × H 18.3 [mm]  (公差±0.8 [mm] ) 

質量 

公称重量 199.13 [g] 

取付 

19 インチラック 1 ラックユニット 

カラー 

カラー フロントパネル BL (黒) 

フェースプレート BL (黒) 

RJ45 モジュラージャック ハウジング BL (黒) 

コンタクトキャリア OR (オレンジ) 

ターミネーションキャップ ナチュラル 

添付品 

取付ネジ 各 4本キット ( #12-24×0.5 )   ( M6×12 ) 
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含有化学物質調査 

調査項目 ＲｏＨＳ対応済み 部品番号の末尾が Y 

 

改版履歴 

版数 改版日 変更内容 担当 

01 2005.09.30 初版制定 山之内 

02 2006.08.30 含有化学物質調査を追加 山之内 

03 2010.03.31 規格項目を現状仕様に合わせて修正 谷島 

04 2012.11.2 規格項目より社内規格を削除 猿渡 

05 2013.08.20 構成内容更新／寸法更新 猿渡 

    

 






