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「ExchangeUSE」旅費経費ワークフローの「電子帳簿保存
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保守支援技術の高度化

™疑似慣性制御技術  系統周波数の変動抑制への適用

冷水システム向けインテリジェントコントローラ

™気泡スケールを制御する新しい沸騰促進技術
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パンタグラフ測定システム

東北電力ネットワーク株式会社向け配電研修用アナログシ

ソウル市向け電気集じん機

ミュレータ

サイクロン方式 SO X スクラバのサイズ拡充

高知県公営企業局向け集中監視制御システム
表面取付形電力量計「HF シリーズ」
出光興産株式会社 徳山事業所 受変電設備の更新
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オマーン・Yanqul（ヤンクル）変電所向け 145 kV GIS
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誘電率傾斜機能材料（FGM）スペーサの逆求解解析による
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誘電率分布設計技術
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回転機の効率向上を実現する磁界解析技術
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出力変動緩和システムを適用した山地への設置に対応した

システムモデリング言語 SysML を活用したシステム開発
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EMS における運用計画立案の高速最適化 AI 技術
先端技術………………………………………………………116（48）

超低オン抵抗 3.3 kV SiC スーパージャンクション
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メガソーラー
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ソリューション・サービス…………………………………110（42）

高速アーク検知技術

リモート TFA サービス

密閉盤外部からの部分放電信号検出技術

宇部興産株式会社 宇部興産発電所 145 MW タービン更新
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Ⅱ期工事
原子力施設向け耐震防じん防水盤
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