
文書№：VNJ05D0157 

高速回線避雷ユニット 

仕 様 書

概    要 本器は、並列及び直列素子の複合多段構成によるサージエネルギー

減衰方式の避雷ユニットで、信号回線に設置し、信号線及び接地線

より侵入する雷サージ(JIS C 5381-21 ｶﾃｺﾞﾘ C1/C2/C3/D1 対応)を減

衰させ、電気機器を保護するものです。本器の劣化状態を接点出力

します。 

品    名 高速回線避雷ユニット 

型    名 ＡＬＰＫ－ＶＮＪＤＢ（ＨＦ６）

インパルスカテゴリ Ｃ１ (開回路電圧 2ｋV，短絡回路電流 1ｋA) 

Ｃ２ (開回路電圧 10ｋV，短絡回路電流 5ｋA) 

Ｃ３ (開回路電圧 1ｋV，短絡回路電流 100A) 

Ｄ１ (開回路電圧 3.5ｋV，短絡回路電流 2.5ｋA)

方    式 サージエネルギー減衰方式

適用回線 ＤＣ６Ｖ以下高周波回線

最大連続使用電圧(Uc) ＤＣ６Ｖ

定格電流 ０．３Ａ

挿入損失 ０～１０ＭＨｚ／－２ｄＢｍ以下 

最大放電電流(Imax) ２０ｋＡ (8/20μs)

電圧防護レベル(Up) ５００Ｖ以下 (Ｃ２，Ｄ１インパルスにて) 

残留サージエネルギー ５０μＪ以下 (Ｃ２インパルスにて) 

サージエネルギー減衰量 －７０ｄＢ以上 (Ｃ２インパルスにて) 

動作速度 ３ｎｓｅｃ．以下

劣化出力 正常時：ＯＮ 

劣化時：ＯＦＦ 

出力定格：AC250V,2A 以下 

絶縁抵抗 ＤＣ５００Ｖ，５０ＭΩ以上（入出力端子一括～フレーム間）

絶縁耐力 ＡＣ２２００Ｖ，１分間（入出力端子一括～フレーム間）

使用環境 温度  －４０～＋７０℃ 

湿度  ９５％以下(但し結露なきこと)

外形寸法 Ｗ１６０×Ｈ７２×Ｄ９６(mm)

重    量 約０．９ｋｇ

2006.3 制定 
2019.6 改訂 

森長電子株式会社 



文書№：VNJ05D0158 

高速回線避雷ユニット 

仕 様 書

概    要 本器は、並列及び直列素子の複合多段構成によるサージエネルギー

減衰方式の避雷ユニットで、信号回線に設置し、信号線及び接地線

より侵入する雷サージ(JIS C 5381-21 ｶﾃｺﾞﾘ C1/C2/C3/D1 対応)を減

衰させ、電気機器を保護するものです。本器の劣化状態を接点出力

します。 

品    名 高速回線避雷ユニット 

型    名 ＡＬＰＫ－ＶＮＪＤＢ（ＨＦ１２）

インパルスカテゴリ Ｃ１ (開回路電圧 2ｋV，短絡回路電流 1ｋA) 

Ｃ２ (開回路電圧 10ｋV，短絡回路電流 5ｋA) 

Ｃ３ (開回路電圧 1ｋV，短絡回路電流 100A) 

Ｄ１ (開回路電圧 3.5ｋV，短絡回路電流 2.5ｋA)

方    式 サージエネルギー減衰方式

適用回線 ＤＣ１２Ｖ以下高周波回線

最大連続使用電圧(Uc) ＤＣ１８Ｖ

定格電流 ０．４Ａ

挿入損失 ０～１０ＭＨｚ／－２ｄＢｍ以下 

最大放電電流(Imax) ２０ｋＡ (8/20μs)

電圧防護レベル(Up) ５００Ｖ以下 (Ｃ２，Ｄ１インパルスにて) 

残留サージエネルギー １００μＪ以下 (Ｃ２インパルスにて) 

サージエネルギー減衰量 －６７ｄＢ以上 (Ｃ２インパルスにて) 

動作速度 ３ｎｓｅｃ．以下

劣化出力 正常時：ＯＮ 

劣化時：ＯＦＦ 

出力定格：AC250V,2A 以下 

絶縁抵抗 ＤＣ５００Ｖ，５０ＭΩ以上（入出力端子一括～フレーム間）

絶縁耐力 ＡＣ２２００Ｖ，１分間（入出力端子一括～フレーム間）

使用環境 温度  －４０～＋７０℃ 

湿度  ９５％以下(但し結露なきこと)

外形寸法 Ｗ１６０×Ｈ７２×Ｄ９６(mm)

重    量 約０．９ｋｇ

2007.10制定
2019.06改訂

森長電子株式会社 



文書№：VNJ05D0159 

高速回線避雷ユニット 

仕 様 書

概    要 本器は、並列及び直列素子の複合多段構成によるサージエネルギー

減衰方式の避雷ユニットで、信号回線に設置し、信号線及び接地線

より侵入する雷サージ(JIS C 5381-21 ｶﾃｺﾞﾘ C1/C2/C3/D1 対応)を減

衰させ、電気機器を保護するものです。本器の劣化状態を接点出力

します。 

品    名 高速回線避雷ユニット 

型    名 ＡＬＰＫ－ＶＮＪＤＢ（ＨＦ２４）

インパルスカテゴリ Ｃ１ (開回路電圧 2ｋV，短絡回路電流 1ｋA) 

Ｃ２ (開回路電圧 10ｋV，短絡回路電流 5ｋA) 

Ｃ３ (開回路電圧 1ｋV，短絡回路電流 100A) 

Ｄ１ (開回路電圧 3.5ｋV，短絡回路電流 2.5ｋA)

方    式 サージエネルギー減衰方式

適用回線 ＤＣ２４Ｖ以下高周波回線

最大連続使用電圧(Uc) ＤＣ３６Ｖ

定格電流 ０．４Ａ

挿入損失 ０～１０ＭＨｚ／－２ｄＢｍ以下 

最大放電電流(Imax) ２０ｋＡ (8/20μs)

電圧防護レベル(Up) ５００Ｖ以下 (Ｃ２，Ｄ１インパルスにて) 

残留サージエネルギー １００μＪ以下 (Ｃ２インパルスにて) 

サージエネルギー減衰量 －６７ｄＢ以上 (Ｃ２インパルスにて) 

動作速度 ３ｎｓｅｃ．以下

劣化出力 正常時：ＯＮ 

劣化時：ＯＦＦ 

出力定格：AC250V,2A 以下 

絶縁抵抗 ＤＣ５００Ｖ，５０ＭΩ以上（入出力端子一括～フレーム間）

絶縁耐力 ＡＣ２２００Ｖ，１分間（入出力端子一括～フレーム間）

使用環境 温度  －４０～＋７０℃ 

湿度  ９５％以下(但し結露なきこと)

外形寸法 Ｗ１６０×Ｈ７２×Ｄ９６(mm)

重    量 約０．９ｋｇ

2006.3 制定 
2019.6 改訂 

森長電子株式会社 



文書№：VNJ05D0160 

高速回線避雷ユニット 

仕 様 書

概    要 本器は、並列及び直列素子の複合多段構成によるサージエネルギー

減衰方式の避雷ユニットで、信号回線に設置し、信号線及び接地線

より侵入する雷サージ(JIS C 5381-21 ｶﾃｺﾞﾘ C1/C2/C3/D1 対応)を減

衰させ、電気機器を保護するものです。本器の劣化状態を接点出力

します。 

品    名 高速回線避雷ユニット 

型    名 ＡＬＰＫ－ＶＮＪＤＢ（ＨＦ４８）

インパルスカテゴリ Ｃ１ (開回路電圧 2ｋV，短絡回路電流 1ｋA) 

Ｃ２ (開回路電圧 10ｋV，短絡回路電流 5ｋA) 

Ｃ３ (開回路電圧 1ｋV，短絡回路電流 100A) 

Ｄ１ (開回路電圧 3.5ｋV，短絡回路電流 2.5ｋA)

方    式 サージエネルギー減衰方式

適用回線 ＤＣ４８Ｖ以下高周波回線

最大連続使用電圧(Uc) ＤＣ６０Ｖ

定格電流 ０．４Ａ

挿入損失 ０～１０ＭＨｚ／－２ｄＢｍ以下 

最大放電電流(Imax) ２０ｋＡ (8/20μs)

電圧防護レベル(Up) ５００Ｖ以下 (Ｃ２，Ｄ１インパルスにて) 

残留サージエネルギー １００μＪ以下 (Ｃ２インパルスにて) 

サージエネルギー減衰量 －６７ｄＢ以上 (Ｃ２インパルスにて) 

動作速度 ３ｎｓｅｃ．以下

劣化出力 正常時：ＯＮ 

劣化時：ＯＦＦ 

出力定格：AC250V,2A 以下 

絶縁抵抗 ＤＣ５００Ｖ，５０ＭΩ以上（入出力端子一括～フレーム間）

絶縁耐力 ＡＣ２２００Ｖ，１分間（入出力端子一括～フレーム間）

使用環境 温度  －４０～＋７０℃ 

湿度  ９５％以下(但し結露なきこと)

外形寸法 Ｗ１６０×Ｈ７２×Ｄ９６(mm)

重    量 約０．９ｋｇ

2006.3 制定 
2019.6 改訂 

森長電子株式会社 




