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UXP350シリーズ（従来のUXP-300後継品） 
300ワット抵抗器 
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主に、鉄道用電源におけるC-Rピークを補償するためのスナバ抵抗として

使用されます。可変スピードドライブ、電源、制御装置、ロボット、モ

ーターコントロール、他スイッチング装置にご使用可能です。簡単な取

付形状は、約300 Nの冷却プレートへ取付圧力を確実にします。 

 

特徴 

■ 350W動作パワー 

■ 無誘導設計 

■ RoHS準拠 

■ 高い絶縁性と部分放電性能 

■ UL 94 V-0対応素材を使用 

■ PCM（相変化材料）を事前に塗布した状態も選択 

可能です。（詳細についてはお問い合わせください。） 

技術仕様 標準仕様 

 

  抵抗値        0.1Ω ≤ 0.12Ω(HC-バージョン) 

> 0.12Ω ≤ 1MΩ  
(ご要求に応じてより高い抵抗値の対応可能) 

 

 
温度係数 ±500ppm/℃ （0.1Ω≤0.12Ω)標準 

±150 ppm/℃(>0.12Ω ≤ 1MΩ)標準 

ご要求に応じてより低いTCR対応可能（抵抗値によ

り対応制限あり） 

  定格電力 350W（ケース底面温度85℃）  

短時間過負荷 1.5ｘ定格出力=70℃、10秒で600W、 

△R=0.4％max 

最高動作電圧 5000V DC ≙ 3500V AC RMS(50Hz) 
(最大電圧以下で、より高圧品も特注可) 

耐電圧 7kVrms/50Hz/500VA、試験時間1min 
端子-ケース間 
(最大12kVrmsまでご要求に応じて対応可能) 
10kVrms以上について抵抗の事前損傷を回避  
するための相当DCテスト済み。 

 

 
ピーク電流  1500Aまで（パルス巾と周波数によります）               

（詳細はお問い合わせ下さい) 

  絶縁抵抗 1000Vにおいて >10GΩ  

シングルショット電圧 ～12kV norm wave (1.5/50μsec) 

  沿面距離 >42mm(標準)（より高いものはご要求により対応）  

空間距離 >14mm(標準)（より高いものはご要求により対応） 

         インダクタンス ≥80nH(typical)、測定周波数10kHz  

静電容量/全体 ≥110pF(typical)、測定周波数10kHz 

  静電容量/並列 ≥40pF(typical)、測定周波数10kHz  

動作温度 -55℃ ～ +155℃ 

  トルク（端子） 1.8Nm ～ 2Nm  

トルク M4ネジ：1.6 Nm ～ 1.8 Nm  

電機サポート： 

高アルミナセラミック金属被覆と、熱伝

導と放電特性に優れた底面のEBGALTOXフ

ィルム封入 

 
封入： 

特殊樹脂充填エポキシケースと、長い沿

面距離、端子間の大きな空間距 

離、高い絶縁抵抗(CTI 600） 

 
抵抗エレメント： 

全抵抗領域に渡る完全な電流分布のための

特殊設計 

 
ハウジング 

ハウジングは着色添加物なしで作られてい

ます。色の定義は自然色であり、さまざま

な色素沈着によって異なります。 

 
端子： 

■M4またはM5ネジにより簡単な負荷への接続

（インチ端子はお問い合わせ下さい。） 

■25～42mmのコネクタ高さ 

■85mmまでの長い沿面距離に対応する各種

スリーブとポットケーブル接続も特注に

より対応可能 

■標準端子：M5ネジ（ご要求によりM4ネジ

の対応可能-ネジの深さ：7㎜まで） 

内部温度センサー 

（ご要求時対応可能） 

PT-1000/PT-100/Type K/Type J  

(詳細はお問い合わせください) 

  
 

ケーブルバリエーション       HVケーブル/フライングリード 

（ご要求時対応可能）     (詳細はお問い合わせください) 

 

 

 

 

 

重量   ～120g 

 
 

ディレーティング(熱抵抗) UXP-350 5W/K(0.2  K/W) 

定格電力： 350W（ケース底面温度85°C） 

* 実装手順の詳細についてはお問い合わせください。 

*この値は、ヒートシンクとの熱伝導率(Rth-cs)< 0.025 K/Wの場合のみ有効です。 

この値は、熱伝導コンパウンドの使用により、1W/mK以下の良好な熱伝導率となり、 

最良の結果が達成できます。 

冷却プレートの平坦度:0.05mm以下、面粗度:6.4μm以下でなければなりません。 

 
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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部分放電 4kVrms < 10pC 
（～7kVrms < 10pC特別ご要求時） 
acc. to IEC 60270 

 
抵抗公差 ±5% ～ ±10% 

±1% ～ ±2%は限られた抵抗値について対
応可能（最大パワーおよびパルス定格が減
少します。詳細はお問い合わせ下さい） 
 

標準ケーブルタイプ H&S Radox 9 GKW AX 1,5mm2 
(その他ケーブルはご要求により対応可能) 
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寸法 (mm) [インチ] 標準端子 

空間距離: 14mm [0.5512] min.  

沿面距離: 42mm [1.6535] min. 

 

 
端子高さ 30/32 

標準 

 
 
 
 
 
 
 

端子高さ 25/25 

オプション 

2/3 

 

 
 

 

 
発注型式 

■標準端子

UXP-350_抵抗値_公差_抵抗値_公差_端子高さ_接続種別 

 
例： 

UXP-350 5R 10% 30/32 M5 

 
■オプション端子の例：

UXP-350 5R 10% 25/25 M5 もしくは UXP-350-7 5R 10% 

 

取付穴間距離 

 
端子オプション（空間距離および沿面距離増加用） 

他の端子形状も対応可能です。詳細につきましてはお問い合わせ下さい 

 

 

 

 
UXP-350-8 

空間距離および沿面距離はHVケーブルの長さによります。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
当社のUXPを使用されているほとんどのお客様は、カスタム設計図面をご用意されています。 

特殊なニーズについてもご遠慮なくご相談ください。 

* 試験方法はIEC 60068-2に準拠 
** 公差ドリフトは 当該信頼性テストに 
より起こり得る抵抗値の変化 
   

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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UXP-350-9 

空間距離: 25mm [0.984] min.  

沿面距離: 83mm [3.267] min. 

 
UXP-350-7 

空間距離: 26.7mm [1.0512] min. 

沿面距離: 50mm [1.968] min. 
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試験仕様* 

試験 

 

 
 方法 

 

 
公差ドリフト** 

短時間過負荷 600W/10sec. 0.40% 

湿度定常状態 56days/40℃/95% 0.25% 

温度サイクル -55/+125/5サイクル 0.20% 

衝撃 40g/4,000回 0.25% 

振動 2-500Hz/10g 0.25% 

動作寿命 3000サイクル PN 30 min. on / 30 min off 0.40% 

端子強度 200 N for hexa. thread 

contacts 

0.05% 
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パルスエネルギーカーブ (UXP-350、抵抗値2R、公差10%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℃ 

■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、UXP-350 with 2Rは約60 Jのエネルギーに耐えることが可能です。 

 
同様に、周波数> 1kHz、パルス幅≥ 10 μsec.において、UXP-350の最大印加パルスエネルギーは、

定格パワーである350Wを動作周波数で割った数値になります。 

（ケース底面温度85℃において）(E = 350W/F) 
 

パルスパワーカーブ(UXP-350、抵抗値2R、公差10%用代表定格) 

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、120 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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