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概要 

1000Base-T－1000Base-SX/LX/ZX メディアコンバーターシリーズは 1000Mbps 
ギガビットイーサネットをメタルから光へ媒体変換し、マルチモード或いは 
オプションのシングルモードファイバー光メディアで 1000Base-T－1000Base-X を可能にし
ます。 

 

特長 

➢ ギガビットメタルから光への変換：マルチモード或いはシングルモードファイバーで
1000Base-Tから 1000Base-SX/LX/ZXへ変換 

➢ SFP(mini GBIC)機構：活線挿抜(ホットスワップ)SFP(mini-GBIC)コネクターは必要な 
➢ 時にファイバーポートがどの SFP ファイバートランシーバーにも対応するように備えて

います。 
➢ メタルから光への変換の速度：全ワイヤー速度をサポート 
➢ メタルポート上に自動 MD/MDI-X検知機能 
➢ メタル側速度自動認識サポート 
➢ プラグイン・プレイ：機器構成設定不要 
➢ リンク障害透過：この機能で障害状態の発生を透過的に通知します。 
➢ ファイバーポート終端機器障害検知機能 
➢ 全パケットフレームタイプにも透過的に変換 
➢ パケット長無制限(ジャンボフレーム透過) 
➢ 豊富な取り付け方法：デスクトップ取り付け、壁付け、DINレール(オプション) 
➢ 局舎用 19 インチラックシャーシ収容：集中管理ソフトウェアとリダンダント電源(二重化

電源可) 
➢ 広範囲な伝送用光ファイバー媒体：マルチモードファイバー,シングルモード 
➢ ファイバー(短距離から長距離)、双方向シングルファイバーや CWDM(波長多重 

伝送装置) 
➢ 低電力消費 

 

機器仕様 

 

 

光仕様 

型名 コネクタ 波長 伝送距離 光出力 受信感度 
リンクバ 

ジェット 
光入力 

KGC-300-SX LC 850nm 550m -9.5～-4dBm -18dBm 8.5dB 0dBm 

KGC-300-LX LC 1310nm 10km -9.0～-3dBm -21dBm 12dB -3dBm 

KGC-300-LX40 LC 1310nm 40km -4.0～1dBm -24dBm 20dB -3dBm 

KGC-300-ZX80 LC 1550nm 80km 0～5dBm -24dBm 24dB -3dBm 

KGC-300-ZX120 LC 1550nm 120km 0～5dBm -32dBm 32dB -9dBm 

KGC-300-T RJ-45 - 100m - - - - 

ツイストペアインターフェース(メタルポート) 

製品 1000BASE-T - 1000Base-SX/LX/ZX ギガビットイーサネット 

メディアコンバータ 

型名 KGC-300シリーズ マニュアル 

【警告及び注意事項】 

機器に適合したシールドケーブル及び ACアダプタを使用してください。火災の原因となります。 

本マニュアル使用以外での使用はやめてください。故障の原因となります。 

【無償保障について】 

機器の無償保証期間は出荷後１年間です。 

お客様の対象機器に不具合が発生し、当該機器の故障であるとお客様にて判断された 

場合に電話、メール、ＦＡＸ等で弊社受付までご連絡ください。 

この時、機器の型番（モデル名）、製造番号（シリアルナンバー）、故障時の接続、 

具体的な症状をお伝えください。 

【問合せ先】 

データコントロルズ株式会社 

https://www.dci.jp   E-mail：support@dci.jp 

平日 9：00～17：00（弊社休日、土日、祝日及び年末年始を除く） 

LED表示 SFP ファイバーポート DCジャック 

メタルポート(RJ-45) 19インチラック用(カバー付) 
Futureバス対応 
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コネクター  シールド付 RJ-45 
信号規格   IEEE 802.3ab 1000BASE-T 準拠. 
ピン配列   自動 MDI/MDI-X検知 
データ速度  1000Mbps 
構造   自動認識サポート 
ケーブルタイプ  カテゴリー5 , UTP5e, UTP6 
最大伝送距離  100m 
 
光ファイバーインターフェース(ファイバーポート) 
信号規格   IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX std 
コネクター  LC2連コネクタ 
データ速度  1000Mbps、全二重 
ケーブルタイプ  MMF-50/125,62.5/125μm 

   SMF-9/125μm 

最大伝送距離  MMF500m 

   SMF-10km, 40km, 80km, 120km 
視覚安全規格  IEC825 クラス１レーザ 
局舎用 19 インチラックインターフェース 
インターフェース  19 インチラック取り付け 
コネクター  Futureバス 
 
DC電源入力 
インターフェース  DCジャック(－D6.3mm/＋D2.0mm) 
動作電圧   DC入力 ＋4.75V～＋12.6V(ACアダプタ) 
   AC100V±10％ 
電源消費量  最大２W＠＋7.5VDC入力 
 
外観 
寸法   W108 x D72.5 x H23mm 
ハウジング  ファン無しメタルケース 
重量   205 g  
 
LED表示 
PWR ON 電源オン 
 OFF 電源オフ 
SFP ON SFP トランシーバー設定 
 OFF SFP トランシーバー未設定 
LINK ON メタルファイバーリンクアップ 
 OFF メタルファイバーリンクダウン 
OL ON ファイバーポート光信号検知 
 OFF ファイバーポート光信号無し 
環境 

動作温度：－5～55℃ 
保存温度：－40～85℃ 
周辺湿度：5～90％ 
 
準拠規格 
FCCパート 15 クラス B 
CE/CISPR 22 クラス B 
IEC60950安全性 
モデル詳細についてはモデル光学的仕様を参照してください。各モデルのファイバー構造、動作温度、

光学的仕様の詳細が記してあります。 

 
一般的なアプリケーション 
下記のように二つのギガビットメタル装置間の距離を延長するためにケーブルに接続した 2
つのメディアコンバータを使用します。 

 

光ファイバーギガビットイーサネットポートへの接続 
コンバーターはファイバーケーブルを通してリモートファイバーギガビットイーサネットポート
に接続可能です。メタルポートとファイバーポートの接続距離を下記のように延長します。 

 

 

 

電源 
アダプタ 

メタルポート 
ギガビット装置 

ギガビット装置 
メタルポート 

電源 
アダプタ 

光 フ ァ イ バ ー
 光ファイバー  

Cat.5以上 

Cat.5以上 

Cat.5以上 

電源 
アダプタ 

L2/L3 
スイッチ Hub 

L2/L3 
スイッチ Hub 
 

光 フ ァ イ バ ー
 光ファイバー  
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