
超ハイパワー抵抗器 

UPT800シリーズ 

 

800W抵抗器・US特許番号5,355,281 

 
 

 
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、他スイッチング素子にご使用可能で、

簡単な取付形状は、取付圧力を自動調整し、約300 Nの冷却

プレートへの圧力を確実にします。 

 

特徴 

■複数の抵抗を１パッケージに 

■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。) 
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技術仕様 

 
 

 

温度係数 ±500 ppm/°C (0.1 Ω ≤ 0.2 Ω) 標準 
±150 ppm/°C (> 0.2 Ω ≤ 1 MΩ) 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） 

短時間過負荷 70℃、10秒で1000W、 ΔR = 0.4% max. 
(回路構成 2 および 3) 

 
 

耐電圧 7 kVrms / 50 Hz / 500 VA, test time 1 min. 
between terminal und case 
(up to 12 kVrms on request) 
voltages above 10 kVrms are tested at DC 
equivalent to avoid pre damage of component 

 
部分放電 4 kVrms < 10 pC 

(～7 kVrms < 10 pC 特注可)  
acc. to IEC 60270 

 
 

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

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

静電容量/全体 ≥ 140 pF (typical), 測定周波数 10 kHz 

静電容量/並列 ≥ 40 pF (typical), 測定周波数 10 kHz 

動作温度 -55°C ～ +155°C 

 
トルク（本体） M4ネジ：1.6 Nm ～ 1.8 Nm 

端子 標準 M5 (M4 特別ご要求時対応可能) 

ディレーティング(熱抵抗)：UPT-800: 

9.09 W/K (0.11 K/ W) （構成 2 および 3） 
 

定格電力: 800 W at （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、熱伝導率1W/mKの熱伝導コンパウンドを使用
することにより達成できます。 
冷却プレートは、すべての部分が0.05mmより優れた平滑
性を持っていなければなりません。 
表面粗さは、6.4μmを超えてはなりません。 

 
 
 

UPTのお客様のほとんどすべてが、独自のカスタムデ

ザインの図面をお持ちです。特別なニーズがおあり

の場合、ジェイレップまで直接お問い合わせくださ

い。 
 

追加の絶縁要件のための 
端子頭部仕様 

 

 

特別ご要求時（お問い合わせください）  

B
 

重量  ～137 g 

 
 

 

 

 

 

 
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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一般的なパルス負荷情報 
 

5,000 V DC = 3.500 V AC RMS (50 Hz) 
最大電力以下で高い電圧の特注可 

最高動作電圧 

±5 % ～ ±10 % 
±1 % ～ ±2 % 最大出力/パルス定格の減少でよ
りタイトな公差も特注で可 (詳細はお問い合わせ
ください) 

抵抗値 

定格電力  800 W まで（ケース底面温度85°C） 
（回路構成をご参照下さい） 

お問い合わせください 

トルク（端子） 1.8 Nm ～ 2 Nm ネジの深さ：6 mmまで 

絶縁抵抗 1.000 Vにて > 10 GΩ 

R1–R2間の耐電圧 > 5 kV DC (回路構成4) 
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超ハイパワー抵抗器 

UPT800シリーズ 

 

 

 

 
寸法 (mm) [インチ] 
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発注型式 

UPT-800-型式、抵抗値、公差 

例： 

UPT-800-2 5R 10% or UPT-800-4 2x1K 5% 

 

回路構成 （パッケージあたり） 

標準バージョン 

 
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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