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冷凍保冷庫「WALKOOL（フローズン）
」

ピニオン方式ドア駆動装置
埼玉新都市交通株式会社 ニューシャトル向けラック・アン
ド・ピニオン方式ドア駆動装置
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パワーエレクトロニクス機器開発のための回路シミュレー
ション技術

｢SW-N5-1」

「G-TWIN シリーズ」における単 3 中性線欠相保護・漏電

次世代パワーデバイスの開発を支える分析・解析技術

警報付オートブレーカの機種拡充

劣化評価技術につながる金属組成シミュレーション技術

東南アジア向け 24 kV 真空遮断器（VCB）

エポキシフラックス入り糸はんだ
電力システム改革に対応した発電・連系線計画手法

電子デバイス

113（47）

パワー半導体………………………………………………… 114（48）

電力システム改革に対応した電力市場取引支援技術
変電システム設計のための高調波解析の自動化

1,700 V 耐圧 SiC ハイブリッドモジュール

モデル自動生成技術を適用した異常兆候検知システム

小容量 All-SiC モジュール

バッチプロセス向け MSPC 技術

6 インチ SiC-MOSFET

組込み機器へのマルチ OS 適用技術

大容量 3 レベル用 IGBT モジュールの系列拡充

セキュリティ暗号鍵の長期保存技術

「V シリーズ」IPM 高放熱タイプ「P626 パッケージ」
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先端技術……………………………………………………… 127（61）

第 7 世代 IGBT チップ
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20 kV 級超高耐圧 SiC-PiN ダイオード

高耐熱高密着封止樹脂

熱アシスト磁気記録媒体の配向制御技術

電気自動車・ハイブリッド車用大容量車載標準モジュール
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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。

