
パワー抵抗器 

MSP 35シリーズ SMD TO-220 

 

(高温はんだ用MHP 35) 

メタルタブ付き表面実装用途向け35ワット厚膜抵抗器 
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特徴 

■ 35 W 動作パワー 

■ SMD(表面実装タイプ) TO-220パッケージ 

■ 環境保護のための樹脂モールドケース 

■ 抵抗器素子は金属ベースタブから電気的に絶縁 

■ 無誘導設計 

■ RoHS準拠 

■ UL 94 V-0対応素材を使用 

■ 高温半田仕様対応可 

 
 

技術仕様 

抵抗値 0.1 Ω ≤ 1 MΩ (他抵抗値についても特注可) 

 
温度係数 < 3 Ω: 詳細はお問い合わせください 

≥ 3 Ω < 10 Ω: ±100 ppm + 0.002 Ω/°C 
≥ 10 Ω: ±50 ppm/°C 
(referenced to 25 °C, ΔR taken at +85°C) 

  定格電力 35 W （ケース底面温度25°C）  

最高動作電圧 350 V 

  絶縁強度 1,800 V AC  

絶縁抵抗 1,000 V DC にて> 10 GΩ  

瞬時過負荷 定格電力の2倍、入力電圧は最大継続動作 

電圧の1.5倍以内、5秒間 

 ΔR ±(0.3 % + 0.01 Ω) max. 

負荷寿命 MIL-R-39009, 定格電力で2,000時間 

 ΔR ±(1.0 % + 0.01 Ω) max. 

耐湿性 MIL-STD-202, method 106 
ΔR = (0.5 % + 0.01 Ω) max. 

熱衝撃 MIL-STD-202, method 107, Cond. F, 
ΔR = (0.3 % + 0.01 Ω) max. 

  動作温度 -55°C ～+175°C  

端子強度 MIL-STD-202, method 211, Cond. A (Pull Test) 
2.4 N, ΔR = (0.2 % + 0.01 Ω) max. 

振動、高周波数 MIL-STD-202, method 204, Cond. D, 
ΔR = (0.2 % + 0.01 Ω) max. 

端子材料 ニッケルめっき銅, すずディップ  

  背面 ジャーマンシルバー(ご要望により 代替素材可)  

冷却プレートへの熱抵抗 Rth < 4.28 K/W 

  重量 ～1,4 g  

 

寸法 (mm) 

 
 

ディレーティング(熱抵抗) 

MSP-35: 0.23 W/K (4.28 K/ W) 

ケース温度は、印加電力の限界を定義する
のに使用されます。ケース温度の測定は、
設計されたヒートシンクに取り付けられた
コンポーネントの中央に接触する熱電対に
よって行なわなければなりません。サーマ
ルグリースを適切に塗布する必要がありま
す。 

発注型式 

MSP_抵抗値_公差 

 
例: 

MSP 39R 5% 

 
より高い半田付け温度プロファイルの例： 

MHP 560R 1% 

 
半田付けに関する注意事項： 
表面実装半田付けの際、半田付け温度プロ
ファイルにより、このデバイスのメタルタ
ブの温度が215℃を超えないようにします。 
半田付けプロファイルが215℃（260℃まで）
より高い場合、別のタイプを使用してくだ
さい。MHP-35 SMD-TO 220の詳細は、ジェイ
レップ(株)へお問い合わせ下さい。 

 

半田付けテンプレート 
 

  
 
公差±0.2以下の場合は要注意。 

SMDシリーズのTO-220パッケージはケース温度25℃、定格電力35Ｗで適用可能です。 

 
基盤の平坦度：0.1mm 以下 

 

上記データシートは標準品について記載しております。オプションやカスタムなどの詳細につきましてはジェイレップ㈱へお問い合わせください。 
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抵抗公差 ±1 % ～ ± 10 % 
±0.5 %特別ご要求時（抵抗値により対応制限あり） 
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パワー抵抗器 

MSP 35シリーズ SMD TO-220 

 

 

 

 
パルスエネルギーカーブ (MSP 35用代表定格) 
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注意：これらのエネルギー値は参考値で、抵抗値（例：1Ωから10Ω）と使用される抵抗体ペーストにより、最大負荷能力が変動します。 

試験手順 

全ての被検体である抵抗はサーマルコンパウンド（0.9W/mK）を用いて水冷ヒートシンクに実装されます。 

 
■継続入口水温: +50°C 

■抵抗一個あたりの試験時間: 10min. 

■パルス間ブレークタイム: 1sec. 

■合否判定は試験前後の抵抗値を計測し、0.1%の許容差を超える変化があった場合、不合格とみなします。 



例 

1msのtauにおいて、パルス時間が≥ 1sの時、1 Ωから10 ΩのMSP 35 は約0.9 Jのエネルギーに耐えることが可能です。 

 
同様に、周波数> 1 kHz、パルス幅≥ 10 μsec.において、 MSP 35 の最大印加パルスエネルギーは、定格

パワーである35 Wを動作周波数で割った数値になります。 

（ケース底面温度25°Cにおいて） (E = 35 W / F) 
 

パルスパワーカーブ (MSP 35の代表定格) 

このパワーカーブは一定期間において適用可能な最大許容パワーを示します。 

試験手順は、前述の試験と同一です。 

例 

1msの時定数の場合、1.8 kWを印加することが可能です。 (Pp = 2*E / τ)à（パルスのピーク間が≥ 1sの場合） 

 
 

上記データシートは標準品について記載しております。オプションやカスタムなどの詳細につきましてはジェイレップ㈱へお問い合わせください。 
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パルスエネルギーカーブの説明 

 
■パルス形状 = e-ファンクション 

■パルス間隔 = 1 秒 

■パルスの長さ = 1 tauの時定数 

(1 means ... tau = 1ms) 

パルスパワーカーブの説明 

 
■パルス形状 = e-ファンクション 

■パルス間隔 = 1 秒 

■パルスの長さ = 1 tauの時定数 

(1 means ... tau = 1ms) 
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