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データ収集・解析支援パッケージソフトウェアの新機能
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感振センサの高度化

900 V 耐圧の逆阻止 IGBT（RB-IGBT）

建物の構造ヘルスモニタリングシステム

パワー半導体のシミュレーション技術
「V シリーズ」IPM の中容量・小型パッケージ
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コンパクト形インバータ「FRENIC-Mini（C2S）シリーズ」
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自動車試験機用高速モータ「GNQ1165A」

ディスク媒体………………………………………………… 150（64）
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入出力異電圧対応高圧インバータ
パワーサプライ……………………………………………… 138（52）
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輸送パワエレ………………………………………………… 139（53）

株式会社ゆりかもめ 7300 系車両向けラックアンドピニオ

コンビニエンスストア向け物品自動販売機「FGS260 W」
ハイブリッドヒートポンプⅡ缶飲料自動販売機
「FA25M5RD4WK-FOP」

ン方式ドアシステム
九州旅客鉄道株式会社 クルーズトレイン向け電源装置
東日本旅客鉄道株式会社 埼京線・横浜線 E233 系車両向け
リニア方式ドアシステム

冷熱制御技術………………………………………………… 153（67）
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大容量棒金ストッカー「CST770」
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「G-TWIN Λ シリーズ」における小型低圧遮断器の機種拡
充

基盤・先端技術

154（68）
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デバイス等価回路モデルを利用した装置損失予測技術

太陽光発電設備向け電磁接触器「SC-N14/DS」
「SC-N16/DS」

パワーエレクトロニクス関連の国際規格への対応

高圧真空遮断器「AUTO・V シリーズ」

高速データベース技術

小型コンタクタ「SK シリーズ」の機種拡充（SK18 形，

組込み機器開発への仮想ハードウェア適用技術

SK22 形）

電力用磁性材料の最適化利用技術

太陽光発電システム用ストリング監視ユニット

先端技術……………………………………………………… 157（71）
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電子デバイス
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「Super

J-MOS

FRED シリーズ」

産業用小容量 IPM

完全受動安全特性を備えた実用小型高温ガス炉
機械学習技術のロボットビジョンへの適用
1,700 V 耐圧クラス SiC-SBD
13 kV 級超高耐圧 SiC-IGBT

ワンチップ リニア制御用 IPS「F5106H」
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＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

