
Bulletin 1692電子回路保護モジュール 
1692-ZRCLSSシリーズ

保護モジュール
• 1 つの入力と 4 つの電流制御出力

• NEC クラス 2 適合出力

• 入力電圧の供給をモニタして、負荷への電流を制限する。

• 過負荷に対して小さいケーブルサイズを保護

• 大型の入力コンデンサ付きの負荷を簡単にオンできる。

• 幅広い温度範囲 (-25 ～ +70 ℃ )

• 出力のオン / オフ機能

• コンパクトな設計：幅はわずか 45mm

• リモートモニタおよび制御機能

① 信号コネクタの奥行には、13mm を追加します。

一般的な仕様

入力電源 DC24V

入力電源範囲 18 ～ 30V

入力電流 ( 負荷なし
のとき )

標準 43mA

出力の数 4

出力電流 24V のとき 4x3.7A
28V のとき 4 x 3.2A

入力電圧保護レベル 標準 21.4V

動作温度 -25 ～ +70 ℃

保管温度 -40 ～ +85 ℃

電流制限のタイプ アクティブ電流制限は
シャットダウンに続く。

寸法 (w x h x d) 45 x 75 x 91mm ①

Cat.No. 出力定格

1692-ZRCLSS (4) NEC クラス 2 回路
(100 VA / 回路最大 )
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
規格および認可

用語および省略形
DC 24V：値の前に AC または DC が付けられた数値は、標準許容範囲 ( 通常は ±15%) 付きの公称電圧を示します。 
例：DC12V は、フル (13.7V) またはフラット (10V) であるかを無視した 12V バッテリを説明しています。

24Vdc：終わりに単位 (Vdc) が付いた数値は、追加の許容範囲なしの瞬間的な数値です。

対象
このデバイスはエンクロージャ内に取付けるように設計されており、産業用制御、事務所、通信、および計装装置
などでの一般的な使用を意図しています。

不具合が深刻なけがや人間の生命を脅かす原因になるような、航空機、列車、原子力装置などのシステムにはこの
電源を使用しないでください。

このデバイスは、危険ではない、一般的または分類されていない場所で使用することを意図しています。

製品の説明
この保護モジュールは、2 つの基本的な機能を実行します。最初に大型電源の電流を 4 つの低い電流出力チャネル
に分配するため、より小さいワイヤを使用できるようになります。2 番目の機能は、このユニットの入力電圧 ( 電
源の出力電圧に対応する ) が 21V 未満に降下しないような出力の電流のみを許可することです。これは、Bulletin 
1692 保護モジュールと同じ電源に直接接続されているときに、PLC, 制御またはセンサなどの敏感な装置のために
信頼できる電源電圧を確保します。

保護モジュールには、電流を分配する 1 つの 24V 入力と 4 つの出力チャネルがあります。各出力チャネルには、
ワイヤが過負荷になるのを防ぐ冗長過電流保護が装備されています。1 つの個別のチャネルの電流、または保護モ
ジュールの許容可能な最大電流を超えているときに、4 つの出力チャネルすべて同時にシャットダウンします。

Bulletin 1692 モジュールの入力ステージでの電圧モニタは、バルブのように機能します。これは、入力電圧が
21V 未満に降下しないような電流のみを許可します。入力電圧がこの値未満に降下する ( 例えば、過負荷、電源が
小さ過ぎるか、またはモータを始動時の高突入電流などによって ) 場合は、4 つの出力チャネルすべてが電流をア
クティブに制限し、特定期間の後にシャットダウンします。

図 2 に、標準順的な配線構成を示します。敏感な負荷はすべて電源
に直接接続されます。必要に応じて、これらの負荷回路は標準の
サーキットブレーカまたはヒューズで保護できます。電圧降下また
は遮断にあまり敏感ではないか、または電圧降下自体の原因である
負荷は、Bulletin 1692 保護モジュールの出力に接続されます。

UL 508 UL 60950-1 UL 2367

IEC 60950-1 EMC, LVD

Non NEC CLASS 2 LoadDC 24V
Power
Supply

NEC CLASS 2 Circuit 2

NEC CLASS 2 Circuit 3

NEC CLASS 2 Circuit 4

NEC CLASS 2 Circuit 1A1

A2

A4

A3

 Protection M odule

Voltage Monitor

DC24V
電源

電圧モニタ

保護モジュール
非NECクラス2負荷

NECクラス2負荷1

NECクラス2負荷2

NECクラス2負荷3

NECクラス2負荷4

図 2

IND. CONT. EQ.
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
取付け要件
この保護モジュールは、DIN レール取付けに適しています。7.5mm または 15mm の高さで EN 60715 または EN 
50022 に従って DIN レールを使用してください。

保護モジュールは調整 DC24V 電源と使用できます。電源が 40A 連続を超える電流を流すことができるときは、
Bulletin 1692 モジュールには外部入力回路保護 ( ヒューズ / サーキットブレーカ ) ( 例えば、30/32A) を装備しま
す。電源の電力容量と性能は、Bulletin 1692 モジュールの出力特性を制限できます。

• 入力電圧を印加する前に、入力電圧の極性が正しいことを確認します。

• バッテリを Bulletin 1692 モジュールの出力に接続しないでください。

• このデバイスは、資格のあるかたのみが取付けたり操作してください。

• ユニットには役立つ部品は付属していません。

• 動作中に損傷したり不具合が起こった場合は、すぐに電源を切断して、検査のために工場にユニットを送って
ください。

• このデバイスは対流冷却用に設計されており、外部ファンは必要ありません。空気の流れを妨げたり、換気グ
リッドをカバーしないでください。

• 標準の取付け方向は、入力端子が底面で出力端子が上面になるようしてください。ユニットを他の取付け方向
で使用しないでください。

• 以下の取付け間隔を保持します。

- 上面：40mm, 底面：20mm

- 左右：0mm ( または、隣接するデバイスが熱源 ( 例：他の電源 ) の場合は 15mm)

電源と保護モジュールの間の高い電圧降下は、不具合を引き起こすことがあります。保護モジュールの入力での望
まれない不足電圧状態を防ぐために、2x2m (2.5mm2 または AWG 14 ワイヤの場合 ) または 2x4m (4mm2 または
AWG 12 ワイヤの場合 ) より長いワイヤを使用しないでください。

周囲温度が 50 ℃を超えて出力電流が 15A (4 つのチャネルすべての合計 ) より高いときは、2.5mm2 ( または
AWG14) より小さいワイヤサイズを使用せず、以下の配線図を使用してください。

-
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+
+

+

-

Bul. 1692

+
-
-

最大2x4m, 4mm2

または2x2m, 2.5mm
2

+

-

+

-

+

-

+

-

DC24V
電源

PLC, コントロール
(敏感な負荷)

分配ノード

推奨ワイヤ 負荷4 負荷3 負荷2 負荷1

保護モジュール
出力1
出力2
出力3
出力4

警告：感電、火事、人体への危険または死亡の危険

1. - デバイスで作業する前に電源を切断してください。不注意による電源の再投入から保護します。

2. - すべての地域の法令と国の法令に従って、配線が正しいことを確認してください。

3. - ユニットを修正または修理しないでください。

4. - ユニットを開かないでください。

5. - ハウジングに異物が入るのを防ぐために、十分に注意してください。

6. - 湿気の多い場所や、湿気や結露が発生する可能性がある場所では使用しないでください。
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
入力

① この値未満への電圧降下が最大 200μsec 間起こることがあります。

出力

入力電圧 公称 DC 24V ± 25%

入力電圧範囲 - DC18 ～ 30V

最大 DC30V Bulletin 1692 モジュールが損傷しない、絶対的な最大連続入力電圧

ターンオン電圧 標準 DC21.4V 出力がオンするために必要な入力電圧

出力のターンオン遅延 標準 270msec 入力電圧を印加してから出力がオンするまでの期間。すべての出力が同時に
オンする。

入力電圧保護レベル① 最小 
最大

DC21.0V
DC21.8V

この電圧レベル未満のときに、出力がシャットダウンする。

スタンバイ入力電流 標準 43mA 出力に負荷電流がないスタンバイ電流

24V 出力 28V 出力

出力電流 出力 1 3.7A 3.2A

出力 2 3.7A 3.2A

出力 3 3.7A 3.2A

出力 4 3.7A 3.2A

4 つの 出力すべて共に 14.8A 12.8A

出力電流制限① 最小 16.6 16.6

標準 19.9 19.9

最大 23.6 23.6

電圧降下② 標準 92mV 92mV

① 4 つの出力電流すべての合計の電流制限値。この電流は、1A, 2A, 3A, 4A, 6A,10A または 12A 出力であるか
に関係なく、個別の出力それぞれから流れることができます。出力の指定された電流に従って、短期間ま
たは長期間、保護モジュールが 4 つの出力すべてを同時にシャットダウンする前に電流を流すことができ
ます。

② すべての出力チャネルにその公称電流の 50% で負荷がかけられているときの、入力と出力の間の電圧損失

入力電圧

22V
0 1A 3A 4A

24V

25V

26V

30V

27V

28V

29V

2A

23V

標準出力電流
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール 
電流制限およびシャットダウン動作
Bulletin 1692 保護モジュールは、1 つの共通の制限と 4 つの出力すべての切換え素子から構成されています。保護
イベントでは、4 つの出力すべてが電流を制限するか、または同時にシャットダウンします。

以下の理由で、出力電流の制限または出力チャネルのシャットダウンが起こることがあります。

1. 1 つまたは複数の出力チャネルの出力電流が高すぎる。

2. 4 つの出力チャネルすべての出力電流の合計を超えている。

3. 十分な入力電圧を保持するために、出力にシャットダウンが必要

定格出力電流を超えているときのシャットダウン時間①

① シャットダウンの時間は、定格電流レベルを超えるとすぐに開始します。1 つのチャネルが過負荷になると、すべての出力チャネルが
シャットダウンします。 
出力のシャットダウンは、例えば、電源が過負荷にせずにすべての負荷をサポートするのに十分な電流を流すことができない場合に
Bulletin 1692 モジュールが電源電圧を保護する必要があるときにも起こることがあります。

シャットダウン時間

2x 定格電流時 標準 7.4A のとき 1sec

短絡時 標準 23.6A のとき 5msec

 図 5: シャットダウン特性

標準シャットダウン時間

100m s

標準出力電流
0

1s

10s

100s

10m s

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26A1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
電源電圧での不足電圧状態を防ぐためのシャットダウン動作
出力電流のさらなる制限は、電源を過負荷 ( 電圧降下が続く ) にせずに、供給する電源がすべての負荷をサポート
するために十分な電流を流すことができないときにアクティブになります。これが起こると、電圧依存の保護モ
ジュールの入力ステージの電流制限がアクティブになります ( 電圧モニタ )。この電圧モニタは、電源電圧が 21V
未満に降下しないような電流のみを許可するバルブのように機能します。保護回路をアクティブに制限できる期間
は、入力と出力電圧の差と、Bulletin 1692 保護モジュールに流れる電流に依存し、最大 5sec に制限されていま
す。4 つの出力がすべて同時にシャットダウンします。

容量負荷の出力への接続
ドライブの大型入力コンデンサ、モニタ、または他の同様の負荷によって、そのような負荷をオンしようとしたと
きにモジュールに予期しないシャットダウンが起こることがあります。これは、リセット後、または押しボタンま
たは外部信号入力によって負荷をオンするときに、特に起こりやすいです。Bulletin 1692 保護モジュールは、その
ようなタイプの負荷に例外的に互換性があるように設計されています。モジュールがオンできるだけの静電容量
と、予期しないシャットダウンまたはユニットが損傷することから保護するための数種類の保護機構から構成され
ています。

Bulletin 1692 モジュールの出力に接続される許容可能なコンデンサのサイズは、負荷電流自体と負荷の特性に依存
しています。

以下の表に、保護モジュールのシャットダウンなしで出力に接続できる許容可能なコンデンサの 2 つの標準的な
ケース ( ケース A とケース B) を示します。リストされた値は温度範囲全体で使用できます。

ケース A: すべての出力に負荷がかかっている
最小値は、追加の定電流負荷と Bulletin 1692 保護モジュールの許容可能な最大合計電流で定義される許容可能な
コンデンサの最悪の場合の値です。

標準値は、追加の抵抗負荷で定義されます。以下の表のパラメータリストも参照してください。

標準値には、出力当たりの追加の 1.9A 抵抗負荷付きです。 
最小値には、出力当たりの追加の 3.7A 定電流負荷付きです。

図 6: アクティブ電流制限 – 出力がシャットダウンするまで電流制限モードである期間

テスト手順：

1. 調節可能な電源の出力電流をテスト電流値に設定します。

2. 負荷電流をテスト電流の 80% に設定して、熱的に安定した状
態になるのを待ちます。

3. Bulletin 1692 モジュールの出力を短絡して、出力がシャットダ
ウンするまでの時間を測定します。

1 つの出力チャネルも過負荷になることは許されなません。

出力電流は、出力すべての合計です。

チャネル当たり 標準 50mF

最小 15mF

4 つの出力すべて共に 標準 50mF

最小 15mF

10ms 100ms 1s 10s

2A

4A

6A

8A

10A

12A

14A

16A

18A

20A

45°C

標準シャットダウン時間
5s

20°C

出力電流
(すべての出力チャネルの合計電流 - Iout)

調節可能な
電源

+

-

負荷
I= 0,8* IOUT

Short

I OUT

Bul 1692
モジュール

テストセットアップ

IOUT
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール 
ケース B: 1つの出力のみに負荷がかかっている
許容可能なコンデンサの最小値は、以下のパラメータリストに従った追加の定電流負荷で定義されます。テスト時
には、1 つの出力のみに負荷がかかっており、他のすべてにはかかっていません。

許容可能なコンデンサの標準値は、以下のパラメータリストに従った追加の抵抗負荷で定義されます。テスト時に
は、1 つの出力のみに負荷がかかっており、他のすべてにはかかっていません。

標準値には、出力当たり追加の 1.9A 抵抗負荷付です。 
最小値には、出力当たり追加の 3.7A 定電流負荷付きです。

出力 OKリレー接点
入力電圧が十分で出力がシャットダウンしていないときは、このリレー接点は閉じます。

オン /オフおよびリセット信号入力
この信号入力は、内蔵の光カプラでガルバニ絶縁されていて、リセットとオン / オフ
ボタンと同じ方法で機能します。オン / オフ機能には安全機能は装備されていません。

故障モード ( 出力がシャットダウン ) では、出力は電圧を 1sec 以上の間印加すると再度オンできます。通常モー
ド ( 出力がシャットダウンしていない ) では、短期間 (50msec 以上 ) 電圧を印加するとすべての出力がオンまたは
オフになります。ユニットは、出力がオンした状態 ( 工場設定 ) で出荷されています。

チャネル当たり 標準 50mF

最小 15mF

4 つの出力すべて共に 標準 50mF

最小 15mF

スレッショルド電圧 
( リレーに給電して、リレー接点を閉じるのに必要な電
圧。出力もシャットダウンしてはならない。)

標準 21.4Vdc

接点定格：抵抗負荷 最大 30Vdc, 1.0A

最大 30Vac, 0.5A

最小 5Vdc のとき 1mA

ガルバニ絶縁：テスト電圧：信号経路から電力経路 公称 500Vac

信号電圧 最大 21.4Vdc

信号電流 標準 30Vdc, 1.0A

最大 30Vac, 0.5A

スレッショルド電圧レベル 最小 6Vdc

最大 10Vdc

ガルバニ絶縁：テスト電圧：信号経路から電力経路 公称 500Vac

オン / オフ >50msec 信号

リセット 1sec 信号

12 (+)

5.1V

3mA

禁止

11 (-)

図 7
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
複数の Bulletin 1692モジュールの同期
複数の Bulletin 1692 モジュールを同じ電源で使用
しているときは、すべてのモジュールの同期バス
を互いに接続することをお奨めします。

1 台のユニットが入力電圧保護回路 ( 電圧モニタ )
の保護機能によってシャットダウンするときは、
他のすべてのモジュールもシャットダウンします。

これによって、出力チャネルの故障の原因を誤っ
て解釈することを防ぎます。同期端子がリンクさ
れていないときは、最大電圧モニタ保護電圧レベ
ル ( 許容範囲に起因する ) 付きのモジュールは、
故障の原因がこのモジュールであるかどうかに関
係なく最初にシャットダウンします。

注 : 
シャットダウンの原因が 1 つの個別のチャネルの過電流であるときは、このモジュールのみがシャットダウンし
て、他のモジュールはオンしたままになります。この場合、同期ラインは他のモジュールに影響しません。

アプリケーションの要件がすべての出力をシャットダウンするための場合は、制御ロジックシステムを使用して専
用のリセット信号で各モジュールを制御してください。

ファンクションダイアグラム

負荷の送り戻し
モータやインダクタを減速する負荷は、電圧を Bulletin 1692 保護モジュールに送り返すことができます。この機
能は、リターン電圧イミュニティまたは逆起電力 (Back- E.M.F. ( 電磁力 )) に対する抵抗ともいいます。

負荷が最大 DC30V の電圧を保護モジュールにフィードバックする ( 送り返す ) ときに、保護モジュールは抵抗で、
不具合を示しません。保護モジュールがオンであるかオフであるかは重要ではありません。

保護モジュールにはエネルギーを吸収する能力はありません。内部ダイオード (Mosfets ( 金属酸化膜半導体電界効
果トランジスタ ) の内蔵ボディダイオード ) は、保護モジュールの入力側に接続される電源に電圧とエネルギーを
送ります。電源は吸収できるエネルギー量を定義します。

図 9: ファンクションダイアグラム
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
電源損失

① すべての出力チャネルにその公称電流の 50% で負荷がかかっているときの標準値

信頼性
アレン・ブラドリーの Bulletin 1692 保護モジュールは非常に信頼性が高く、最高品質の材料のみを使用していま
す。電子コンデンサなどの重要コンポーネントの数が減少しました。

① 表に示すリチウム予測値は最小動作時間 ( サービス寿命 ) で、内蔵の電子コンデンサのリチウム予測値で決まります。リチウム予測値は動
作時間で指定され、コンデンサの製造メーカの仕様に基づいて計算されます。電子コンデンサの製造メーカは、15 年 (131400 時間 ) までの
最大寿命を保証しています。この値を超える数値は、デバイスを比較するために使用できる計算された理論上の寿命です。

② MTBF は平均故障間隔 (Mean Time Between Failure) のことで、統計的なデバイス故障に基づいて計算されており、デバイスの信頼性を示
します。これはユニットが故障する可能性を統計的に表現したもので、必ずしも製品の寿命を示すものではありません。

MTBF の数値は、デバイスの故障する可能性を統計的に表現したものです。例えば 1 000000 時間の MTBF の数値は、 現場に 10000 ユニッ
トが取付けられている場合に、統計的に 1 台のユニットが 100 時間ごとに故障することを意味します。ただし、故障したユニットが 50000
時間動作するか、または 100 時間のみ動作するかは決めることはできません。

負荷損失なし 標準 1.0W

標準の出力負荷のときの損失① 標準 1.6W

印加される負荷

寿命予測値①

 40 ℃ 220 000 時間

 25 ℃ 622 000 時間

MTBF ② SN 29500, IEC 61709

 40 ℃ 2 198000 時間

 25 ℃ 3 784000 時間

MTBF ② MIL HDBK 217F, GB

 40 ℃ 734 000 時間

 25 ℃ 1 009 000 時間
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
モジュール前面とその構成要素

A：出力端子 ( プラス (+) 極の接続ポイント )

B：赤色の故障 LED：赤色の LED は故障インジケータです。 
赤色の LED が点灯または点滅しているときは、出力はシャットダウンします。出力が
シャットダウンする理由としては以下の 3 つがあります。

1. 1 つまたは複数の個別の出力チャネルの出力電流が高すぎます。この場合、影響を受
ける出力チャネルの LED が点滅して、他のすべては点灯します。

2. 4 つの出力チャネルすべての出力電流の合計が超過しています。この場合、赤色の
LED がすべて点滅します。

3. 十分な入力電圧を保持するために、出力をシャットダウンする必要があります。この
場合、赤色の LED がすべて点灯して、緑色の LED ( 入力ステータス ) が点滅します。

出力は、ユニットの前面にあるオン / オフボタンを押すか、または外部信号をオン / オフ
信号入力に印加することによってもオフにできます。この場合、赤色の LED がすべて点
灯します。

LED 1 と 4 の他に、LED 2 と 3 が交互に点滅するときは、内部エラーが起こっています。リセットボタンを押し
てユニットをリセットしてください。これが解決しない場合は、検査のために工場にユニットを送ってください。

C：オン / オフおよびリセットボタン ：これは 2 つの目的に使用できる押しボタンです。

1. 故障モード ( 出力がシャットダウン ) では、出力はリセットボタンを 1sec 以上の間押したままにすると再度オ
ンできます。

2. 通常モード ( 出力がシャットダウンしていない ) では、短期間 (50msec 以上 ) 押すとすべての出力をオンまた
はオフにします。

ユニットは、出力がオンした状態 ( 工場設定 ) で出荷されています。オン / オフ機能には安全機能は装備されてい
ません。

D：同期バス ( 前面にあるプラグ式コネクタで接続する )
複数の Bulletin 1692 モジュールを同じ電源で使用しているときは、すべてのモジュールを互いに同期バスに接続
することをお奨めします。入力電圧保護回路の保護機能によって 1 台のユニットがシャットダウンすると、他の
すべてのモジュールもシャットダウンします。これによって、出力チャネルの問題の原因を誤って解釈することを
防ぎます。シャットダウンの原因が 1 つの個別のチャネルの過電流のときのみ、このモジュールがシャットダウ
ンして、他のモジュールはオンしたままになります。この場合、同期ラインは他のモジュールに影響しません。

E：出力 OK リレー接点 ( 前面にあるプラグ式コネクタで接続する )
入力電圧が十分ですべての出力がシャットダウンしていないときは、このリレー接点は閉じます。

F：禁止 / リセット信号入力 ( 前面にあるプラグ式コネクタで接続する )
この信号入力は内蔵の光カプラでガルバニ絶縁されていて、リセットとオン / オフボタンと同じ方法で機能しま
す。オン / オフ機能には安全機能は装備されていません。

1. 故障モード ( 出力がシャットダウン ) では、出力は電圧を 1 sec 以上の間印加すると再度オンできます。

2. 通常モード ( 出力がシャットダウンしていない ) では、短期間 (50msec 以上 ) 電圧を印加するとすべての出力
をオンまたはオフにします。

G：緑色の入力ステータス LED：この LED は入力のステータスを示します。 
入力電圧が DC21V より高いときは緑色の LED が点灯します。入力保護回路 ( 電圧モニタ ) が 21V 未満に降下す
ることから電源電圧を保護するためにアクティブになるか、または入力電圧が低いために出力がすでにシャットダ
ウンしているときは、緑色の LED が点滅します。

H：入力端子：2 つのマイナス (-) 接続ポイントによって負荷分散またはマイナス (-) 極の接地 ( アース ) が簡単に

注 : シャットダウンのある出力は、リセットボタンを押すか、または外部リセット信号 ( オン / オフ信号入力 ) によって手動でオンする必要が
あります。入力電力をサイクルしてもユニットはリセットされません。リセットが意図的に起動されるまで故障信号は保存されます。

図 10
10 Pub.No. 1692-AT002A-JA-P - January 2012



Bulletin 1692 電子回路保護モジュール 
端子および配線
すべての端子は、パネルに取付ける際に簡単にアクセスできます。入力、出力、および信号端子は、配線時のミス
をなくすために互いに分けられています。

EMC

Bulletin 1692 保護モジュールは、産業用のアプリケーションの他に、制限 ( 例：ケーブル長 ) なしで住宅、商業、
および軽産業環境に適しています。CE マークは、EMC ガイドライン 2004/108/EC と低電圧指令 (LVD) 2006/95/
EC に適合していることを示します。詳細な EMC レポートは、要求に応じて使用できます。

Criterion A: Bulletin 1692 保護モジュールは定義された制限内での通常の動作を示します。
① 連結平面で

入力および出力 信号

タイプ ねじ式端子 プラグ式コネクタ

ソリッドワイヤ 0.2 ～ 6mm2 0.2 ～ 1.5mm2

より線ワイヤ 0.2 ～ 4mm2 0.2 ～ 1.5mm2

AWG ( 米国ワイヤゲージ ) 24 ～ 10 AWG 24 ～ 16 AWG

ワイヤを剥く長さ 7mm / 0.28 インチ 6mm / 0.24 インチ

ドライバー 3.5mm マイナスまたは Pozidrive No 2 2.5mm マイナス

推奨締め付けトルク 0.8Nm, 7 ポンドインチ 0.35Nm, 3 ポンドインチ

手順：
a) 以下の最小動作温度のために設計された適切な銅線ケーブルを使用してください。 

周囲温度が 45 ℃までと最小用：60 ℃ 
周囲温度が 60 ℃までと最小用：75 ℃ 
周囲温度が 70 ℃まで用：90 ℃

b) 取付けに関する国の法令と規制に従ってください !

c) より線ワイヤのすべてのより線を確実に端子接続に入れてください !

d) 同じ断面積の最大 2 本のより線ワイヤを、1 つの接続ポイントで使用できます。

e) 未使用端子のコンパートメントのねじは、しっかりと締め付ける必要があります。

f) フェルールを使用できます。

EMC イミュニティ 汎用規格 : EN 61000-6-1 および EN 61000-6-2

出力 
ON

出力 
OFF

静電放電 EN 61000-4-2 接点放電① 

空中放電
8kV
8kV

8kV
8kV

Criterion A
Criterion A

電磁放電 EN 61000-4-3 80MHz-2.7GHz 10V/m 10V/m Criterion A

高速過渡 ( バースト ) EN 61000-4-4 入力ライン 
出力ライン 
DC-OK, 禁止

2kV
2kV
1kV

2kV
2kV
1kV

Criterion A
Criterion A
Criterion A

入力ラインでのサージ電圧 EN 61000-4-5 +  -
+/-  DIN レール

500V
1kV

500V
1kV

Criterion A
Criterion A

出力ラインでのサージ電圧 EN 61000-4-5 +  -
+/-  DIN レール

500V
1kV

500V
1kV

Criterion A
Criterion A

信号ラインでのサージ電圧 EN 61000-4-5 DC-OK, 禁止  
DIN レール

1kV 1kV Criterion A

伝導性放射 EN 61000-4-6 0.15-80MHz 10V 10V Criterion A

EMC エミッション 汎用規格 : EN 61000-6-3 および EN 61000-6-4

伝導妨害波 IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 クラス B, 
DC 入力および DC 出力

放射妨害波 EN 55011, EN 55022 クラス A
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
環境

① 動作温度は周囲温度と同じで、ユニットの 2cm 下の空中温度として定義されています。
② 凝縮状態が存在する間はオンになりません。

保護機能

動作温度① -25 ～ +70 ℃ (-13 ～ 158°F) 1692-ZR1111, 1692-ZR2222, 1692-ZG3333 用、ディレーティ
ングなし

-25 ～ +60 ℃ (-13 ～ 140°F) 1692-ZG4444, 1692-ZG6666, 1692-ZGAAAA, 1692-ZG3366, 
Bulletin 1692. 206210 用、ディレーティングなし

出力ディレーティング +60 ～ +70 ℃ (140 ～ 158°F) 60 ～ 70 ℃の間を直線的に 15A まで低下 (1692-ZG4444, 
1692-ZG6666, 1692-ZGAAAA, 1692-ZG3366, Bulletin 1692. 
206210 用 )、図 11 も参照。

保管温度 -40 ～ +85 ℃  (-40 ～ 185°F)

湿度② 5 ～ 95% r.H. IEC 60068-2-30

振動 2-17.8Hz: ± 1.6mm; 17.8-500Hz: 2G
2 時間 / 軸

IEC 60068-2-6

衝撃 30G 6msec 間、20G 11msec 間 
3 バンプ / 方向、 合計で 18 バンプ

IEC 60068-2-27

高度 0 ～ 6000m  (0 ～ 20 000 フィート )

過電圧カテゴリ III IEC 62103, EN 50178, 最大高度 2000m 

II 2000 ～ 6000m の高度

汚染度 2 IEC 62103, EN 50178, 伝導なし

 図 11: モジュールの総出力電流と周囲温度の関係

出力過電流保護 電気的に制限

保護クラス — IEC 61140 III

保護の等級 —EN/IEC 60529 IP 20

侵入保護 直径 > 2.5mm

温度超過保護 含まない。

極性反転保護、入力電圧① 含まない。

内部入力ヒューズ 含まない。

① 入力電圧を印加する前に、入力電圧の極性を確実に訂正してください。

24Vのときの出力当たりの許容可能な電流

-25 0 20 40 70°C60

0

1A

2A

3A

4A
3.7A

周囲温度
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール 
絶縁耐力
リレー接点およびオン / オフ信号入力はフローティングで、入力または出力電圧への抵抗接続はありません。型式
テストと工場でのテストは製造メーカで実施されます。リレー接点、オン / オフ信号入力と入力 / 出力電圧の間の
沿面距離とクリアランス距離は、1.3mm です。以下の絶縁耐力テストが実施されています。

承認

満たしている規格

使用物質

図 12: 絶縁耐力 A B C

型式テスト 60sec 500Vac 500Vac 50Vac

工場でのテスト 5sec 500Vac 500Vac -

現場でのテスト 5sec 500Vac 500Vac 50Vac

カットオフ電流設定 > 1mA > 1mA > 1mA

型式テストと工場でのテストは、製造メーカで実施される。現場でのテ
ストは、ゆっくりと加減速して (2sec かけて上昇し、2sec かけて低下 )
電圧を印加して、適切なテスト機器を使用して現場で行なうことができ
る。テストを行なう前に、すべての入力と出力端子と、すべての信号の
極を互いに接続する。テスト時には、カットオフ電流設定を上表の値に
設定する。

EC 適合宣言書 CE マークは、EMC 指令 2004/108/EC と低電圧指令 (LVD) 2006/95/EC に適
合していることを示す。

IEC 60950-1, 2 版 CB スキーム、情報処理装置の安全性

UL 508 産業用制御機器としての使用がリストされている。 
米国 (UL 508) およびカナダ (C22.2 No. 107-1-01); E-File: E56639

UL 60950-1, 2 版 情報処理装置、レベル 5 としての使用が承認されている。 
米国 (UL 60950-1) およびカナダ (C22.2 No. 60950) ; E-File: E168663

NEC クラス 2 NEC CLASS 2 UL 60950-1 UL レポートに制限電源 (LPS) としてリストされている。 
NEC ( 米国電気工事規程 ) 第 725-41 (4) 項に従う。

UL 2367 特殊な目的のソリッドステート過電流プロテクタ部品として承認 
UL カテゴリ QVRQ2 E-File: E350272

EN/IEC 60204-1 Safety of Electrical Equipment of Machines ( 機械用電気機器の安全性 )

EN/IEC 61131-2 Programmable Controllers ( プログラマブルコントローラ )

EN 50178, IEC 62103 Electronic Equipment in Power Installations ( パワーエレクトロニクス製品一般要求事項 )

ユニットにはシリコンは使用されておらず、塗装工場での使用に適している。

ユニットは、RoHS 指令 2002/95/EC に適合している。

このユニットに含まれる電子コンデンサは、第四級アンモニウム塩系などの電解質を使用していない。

プラスチック製のハウジングや他の成型プラスチック素材は、ハロゲンフリーです。

ワイヤとケーブルは、PVC で絶縁されていない。

当社の製造での生産資材には、以下の毒性のある化学物質は含まれは含まれていない。 
ポリ塩化ビフェニル (PCB), ポリ塩化テルフェニル (PCT), ペンタクロロフェノール (PCP), ポリ塩化ナフタレン (PCN), ポリ
臭化ビフェニル (PBB), Polybrom Bipheny-oxyd (PBO), ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE), ポリ塩化ジフェニルエーテル
(PCDE), Polydibromphenyl Oxyd (PBDO), カドミウム、アスベスト、水銀、シリカ

A

C

B

Output-ok
Contact

Reset, ON/OFF
Signal Input

Input +, -

Output (1 - 4)

Sync. (15,16)

13

14

 -

+12

11

 

 
IND . C ONT. EQ.
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Bulletin 1692 電子回路保護モジュール
物理的な寸法および重量

重量 120g / 0.26 ポンド

DIN レール EN 60715 または EN 50022 に従って、35mm DIN レールを使用してください。高さは 7.5mm または 15mm
です。取付けに必要となる合計の奥行を計算するために、DIN レールの高さをユニットの奥行に追加する必
要がある。

信号コネクタ

DINレール
の奥行幅：45mm

幅：91mm,  3.58”
幅：104mm,  4.1”

高
さ
：

75
m

m
,  

2.
95

”
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