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20．最近の経営・開発・新製品概況

年　月　日 概　　　　要 年　月　日 概　　　　要

したと発表
 12.5  世界で初めて、パワー半導体モジュールに搭載される

SiCパワー半導体素子の抵抗の大きさを左右する電子散
乱を起こす3つの要因の影響度を解明するとともに、電
荷による電子散乱の抑制により、界面下の抵抗が従来
比3分の1に低減することを、国立大学法人東京大学と
共同で確認したと発表

 12.21  摩擦帯電による静電気を利用して大気中のPM2.5や花
粉・ホコリなどを除去する摩擦帯電方式の空気清浄デ
バイスを開発したと発表

2018. 1.17   業界最高性能となる車両後側方の物体を100m程度の遠
方から早期にカメラで認識する「電子ミラー向け物体
認識技術」を開発したと発表

 1.25  発電事業者・小売電気事業者が一般社団法人日本卸電
力取引所への入札時の意思決定を支援する技術を開発
したと発表

 1.29  スマート家電がそれぞれのセンサーと機能を、ネット
ワークを通じて融通し合うことで役割を分担・協調さ
せ、家電単体ではできなかった新しいサービスを提供
する機器連携技術を開発したと発表

 1.31  独自の1チップ構造と新パッケージの採用により世界最
高の定格出力密度を実現した、6.5kV耐圧フルSiCパワ
ー半導体モジュールを開発したと発表

 2.6  多数のアンテナ素子を個別にモーターで回転させて高
精度にビーム走査できるアレーアンテナ「REESA（リ
ーサ）」を開発したと発表

 2.8  「安心・安全ライティング」において、実用化に向け、
新たに「アニメーションを利用して悪天候時でも判別
しやすい表示」「ドア開け・後退時に車外センサーと連
動してより注意を喚起する表示」「表示図形の見え方を
検証できる設計ツール」を開発したと発表

 2.8  「スマートに学習できるAI」を活用し、対象物の状況の
変化を瞬時に把握してリアルタイムに対応できる「器
用に制御するAI」を開発したと発表

 2.14  物体の質感をディスプレイにリアルに表現する質感表
現技術「Real Texture（リアル テクスチャー）」を開発
したと発表

 2.14  「コンパクトな人工知能」の計算順序の効率化と回路構
成の最適化により、小規模なFPGAにも実装できる「コ
ンパクトなハードウェアAI」を開発したと発表

 2.14  世界で初めて、AIを用いたインテリジェント無線通信
技術を開発したと発表

 2.14  第5世代移動通信システム基地局向けに「16ビーム空間
多重技術」を開発し、28GHz帯500MHz帯域を用い通信
速度25.5Gbpsを世界で初めて実証したと発表

 2.14  世界で初めて、3.3kV SiCパワー半導体モジュールを適
用したMMC型HVDC変換器セルの技術検証を実施し、
変換器の大幅な電力損失低減と小型・軽量化を実現し
たと発表

 2.14  「触りたくなるインターフェース」コンセプトの提案と
して、視覚障がい者も健常者も直感的に操作できるリ
モコンを、空調機器を例にして盲学校と共同で試作し
たと発表

 2.14  試行錯誤を繰り返しながら自動的にモデルを構築して
制御方法を学習するAI技術である、モデルベースAIを
用いた機器制御技術を開発したと発表

 3.12  公益財団法人新技術開発財団が主催する「第50回市村
産業賞」において、「FTTH装置の開発と実用化」で功
績賞を受賞したと発表

 5.17  100％子会社である多田電機㈱と共同で、「火花がほと
んどでないファイバーレーザー溶接技術」を開発した
と発表

 6.7  LED光源からの光を集光・投射する独自のダイレクト
プロジェクション方式の光学系を搭載した超小型・高
機能な「LEDヘッドライト用光学モジュール」を開発
したと発表

新製品他、事業別発表

〈重電システム〉
2017. 10.17  リニューアル工事期間中でも作業のない時間帯はエレ

ベーターが利用できるエレベーターリニューアル向け
商品「Elemotion+［ZERO］」の対象機種を、三菱電機
ビルテクノサービス㈱と共同で拡大すると発表

 10.26  「SOGO香港・CVISION（シービジョン）」向けに、テ
ニスコート5面分を超える香港最大の大型映像装置「オ
ーロラビジョン®」を納入したと発表

 11.1  昇降機製造拠点のマザー工場である稲沢製作所内に、
据付技術者の育成を強化するための昇降機据付実習棟
を建設すると発表

経営関係

2017. 7.19  2017年九州北部豪雨災害の被災者救済や被災地復興の
ため、三菱電機グループとして、500万円の支援を行う
ことを決定したと発表

 7.20  世界の社会的責任投資（SRI：Socially Responsible 
Investment）の指標として代表的な「FTSE4Good 
Index Series」の構成銘柄に、初めて選定されたと発表

 10.12  2017年9月にメキシコで発生した地震の被災者救済や被
災地復興のため、メキシコ現地法人の三菱電機メキシ
コ社、三菱電機オートモーティブ・メキシコ社、メルコ・
ロジスティクス・メキシコ社とあわせ、三菱電機グル
ープとして238万メキシコペソ（約1400万円）の支援を
行うことを決定したと発表

 10.24  国際NGOのCDPから、地球環境への対応と戦略におい
て特に優れた活動を行っている企業として、「気候変動」

「ウォーター」の2分野において最高評価の「Aリスト企
業」に2年連続で選定されたと発表

 11.24  共生社会実現に向けた活動の一環として、従業員一人
ひとりの多様性への理解促進と人権を尊重した行動の
実践を目指す「三菱電機Going Upセミナー」を順次開
催すると発表

2018. 1.11  国際NGOのCDPから環境情報開示プログラム「CDPサ
プライチェーン・プログラム」において、2年連続で

「CDPサプライヤー 気候変動」および「CDPサプライ
ヤー ウォーター」の2分野で最高評価のAリスト企業に
選定されたと発表

 3.5  公益財団法人日本オリンピック委員会が行っているト
ップアスリート就職支援ナビゲーション「アスナビ」
を活用し、国際大会等で活躍が期待されているアーチ
ェリーの大井一輝選手、陸上やり投げ・七種競技の西
村莉子選手を採用すると発表

 3.28  2017年4月に設立25周年を迎えた「三菱電機SOCIO-
ROOTS基金」の記念事業として、「一般社団法人全国
児童発達支援協議会」と「一般社団法人全国食支援活
動協力会」に各々 520万円、合計1,040万円の寄付を実施
すると発表

 4.24  創立100周年の2021年を目標年とした「環境ビジョン
2021」の達成に向けて「第9次環境計画」（2018 ～ 2020
年度）を策定したと発表

 5.31  働き方改革のさらなる推進に向けて、パソコンで業務
を行う全従業員を対象に2019年3月までにタブレットパ
ソコン約2万台を配布し、一人ひとりの働き方に応じた
業務効率化を目指すと発表

 6.1  国際的な規範に基づいたCSR活動を推進するため、「国
連グローバル・コンパクト」に署名し、参加企業とし
て登録されたと発表

 6.29  2017年度の環境経営の取り組み「環境報告2018」をオ
フィシャルウェブサイトで公開したことを発表

開発関係

2017. 9.20  これまでに開発した電子情報通信分野の技術・製品18
件が電子情報通信学会の「電子情報通信学会マイルス
トーン」に選定されたと発表

 9.22  パワー半導体モジュールに搭載されるパワー半導体素
子として、電流を高速に遮断する保護回路無しで使え
る、電力損失が世界最小のSiCパワー半導体素子を開発
したと発表

 9.25  特定非営利活動法人キッズデザイン協議会が主催する
第11回キッズデザイン賞において、「新津駅エコステ省
エネモニター」がキッズデザイン協議会会長賞を、「し
ゃべり描きUI」がTEPIA特別賞を受賞したと発表

 10.4  公益財団法人日本デザイン振興会が主催する2017年度
グッドデザイン賞において、粒子線治療装置「小型陽
子線治療装置 MELTHEA」と、タブレット・スマート
フォン向けアプリ「しゃべり描きUI」が、「グッドデザ
イン・ベスト100」を受賞したと発表

 10.10  光でドア開けや車の後退を事前に周囲の歩行者や車両
に伝え、事故を未然に防ぐ、自動車向け「安心・安全
ライティング」技術を開発したと発表

 11.2  「波長1.5μm帯風計測ライダーの開発と実用化」が、2017
年度「第65回電気科学技術奨励賞」を受賞したと発表

 11.20  フラットな駅の改札など、駅の改札通過から車両内ま
で便利で快適な「将来の駅・車両の円滑な交通システム」
のコンセプトを提案すると発表

 11.21  当社のAI技術「Maisart（マイサート）」を、産業用ロ
ボットのアームを人の腕のように柔らかく動作させる
力覚制御に適用し、動作時間の大幅短縮を実現する「AI
を活用したロボットの力覚制御の高速化技術」を開発
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年　月　日 概　　　　要 年　月　日 概　　　　要

験を高速道路で開始したと発表
 9.27  中国のFA機器生産会社である三菱電機自動化機器製造

（常熟）有限公司の第二工場を2倍に拡張すると発表
 10.5  業界で初めて、1台の広角カメラで運転席・助手席搭乗

者を同時にモニタリングし、安心・安全・快適な運転
に貢献する「広角カメラ型ドライバーモニタリングシ
ステム」を開発したと発表

 10.12  100時間を超える長時間連続自動運転が必要な自動車・
精密電子部品など向けの大型高精密金型加工ができる、
超高精度油加工液仕様中形ワイヤ放電加工機「MX2400」
の発売を発表

 10.16  安心・安全・快適なクルマ社会を実現する次世代の運
転支援技術を搭載したコンセプトカー「EMIRAI4（イ
ーミライフォー）」を開発したと発表

 10.17  「自律型走行技術」と「インフラ型走行技術」を組み合
わせた自動運転技術を搭載した実証実験車「xAUTO（エ
ックスオート）」を用いて、高速道路で実証実験を実施
していることを発表

 10.19  名古屋製作所および中国の三菱電機自動化機器製造（常
熟）有限公司に最新鋭の設備を導入し、サーボモータ･
アンプの月産48万台（従来比 約170％）体制を構築する
と発表

 10.20  DIATONE（ダイヤトーン）ブランドの車載用スピーカ
ーの新製品として、ハイレゾ音源再生対応の2ウェイ埋
め込み型スピーカー「DS-G300」の発売を発表

 10.20  AIの活用などにより「快適性向上」「安心・安全につな
がる運転サポート」「高音質」を追求した、8インチ画
面のハイエンドオーディオ＆カーナビゲーションシス
テム「DIATONE SOUND. NAVI」NR-MZ300PREMI
の発売を発表

 10.26  欧州市場を中心に普及が見込まれている48Vハイブリッ
ド車向けに、エンジン出力軸直結型のISGシステムを開
発し、業界で初めて量産化したと発表

 10.27  HERE Technologiesと、高精度位置情報サービスのグ
ローバルでの利用拡大に向け、両社が持つ高精度位置
情報ソリューションを相互に活用するために提携する
ことで合意したと発表

 10.30  汎用シーケンサ（プログラマブルコントローラ）「MELSEC 
iQ-Rシリーズ 二重化シーケンサ」の新製品として、国
際安全規格に適合し、大規模から小規模まで柔軟に高
性能・高信頼システムが構築できる「IEC61508 SIL2対
応 二重化シーケンサ」の発売を発表

 11.6  アドバンテック㈱、オムロン㈱、日本電気㈱、日本アイ・
ビー・エム㈱、日本オラクル㈱と「Edgecrossコンソー
シアム」を設立することで合意したと発表

 11.7  「e-F@ctory」におけるエッジコンピューティング製品
群として、データ分析・診断ソフトウエア、SCADAソ
フトウエア、産業用PCを開発すると発表

 11.16  中国の三菱電機自動化機器製造（常熟）有限公司で、
ロボット生産を開始すると発表

 11.27  自動車・精密電子部品など向けの水加工液仕様のワイ
ヤ放電加工機の新製品として、金型の大型化および加
工の高精度化に対応する「MP D-CUBES（エムピー　
ディーキューブ）シリーズ」3機種の発売を発表

 11.28  液晶・半導体・自動車・電子部品などの製造現場に使
われるビジョンセンサ「MELSENSORシリーズ」の新
製品として、コグネックス㈱と共同開発した「VS70」6
機種と「VS80」9機種の計15機種の発売を発表

2018. 2.22  空調用送風機「ストレートシロッコファン」の新製品と
して、製品本体から発生する騒音を35dB以下に低減し
た「消音形」17機種と「標準形」17機種の発売を発表

 2.27  工場・ビル・学校・公共機関など幅広い分野で使用さ
れる配電用油入変圧器の新製品として、三菱電機配電
用「スーパー高効率油入変圧器EX-αシリーズ」52機種
の発売を発表

 4.13  一般社団法人日本電機工業会が主催する「第67回 電機
工業技術功績者表彰」において、「革新的な製造方式に
より高信頼性を実現した高圧変流器の開発」が、もの
づくり部門で優秀賞を受賞したと発表

 4.19  FA分野での制御用途やエッジコンピューティング用途
向けの新製品として、産業用PC「MELIPCシリーズ」3
機種の発売を発表

 4.19  「Edgecross」に対応し、産業用PCで動作するソフトウ
エア製品群「iQ Edgecross」として、AIを搭載し生産
現場の予防保全や品質向上に貢献するデータ分析・診
断ソフトウエア「リアルタイムデータアナライザ」と、
高速で容易にデータ収集できる「データコレクタ」4機
種の発売を発表

 5.16  スマートフォンなどに使用されるフレキシブル基板に

 11.6  高密度三次元レーザーと高解像度ラインカメラを搭載
し、道路・鉄道・トンネルの高精度な計測・解析を可
能とした「三菱インフラモニタリングシステムⅡ

（MMSD®Ⅱ）」による設備の計測・解析サービスを開始
すると発表

 11.7  社会・電力インフラ設備の運用・保全業務の効率向上
に貢献するIoTとAI技術を採用した新開発のIoTプラッ
トフォーム「INFOPRISM（インフォプリズム）」を活
用したソリューションの提供を開始すると発表

 11.8  1台のコントローラーで設備監視・制御と入退室管理や
映像監視などセキュリティーを一括管理する延床面積
約5000㎡までの中小規模ビル対象の新製品「BuilUnity

（ビルユニティー）」の発売を発表
 11.9  「平木尾池水上太陽光発電所」向けに納入した2.6メガワ

ットの太陽光発電設備が竣工したと発表
 11.9  白鷺電気工業㈱から、新本社ビルのZEB化に貢献する

設備・システムを受注したと発表
 11.21  鉄道車両向けデジタルサイネージ「トレインビジョン®」

の新型表示器が、東京地下鉄㈱の銀座線1000系特別仕
様車2編成に採用されたことを発表

 11.27  鉄道車両がブレーキをかけた時に発生する回生エネル
ギーの余剰電力を駅舎内の照明や空調・エレベーター
等へ供給する「駅舎補助電源装置（S-EIV®）」の小型高
機能タイプ400V出力機を製品化したと発表

 12.5  フランス国鉄から、パリ市内・近郊を走行するZ2N型通
勤電車とパリ近郊を走行するTram-Train（トラムトレ
イン）T4型路面電車向けの更新用主変圧器の試作器を
各1台ずつ、計2台を受注したと発表

 12.7  粒子線治療システム事業を㈱日立製作所に譲渡し、両
社の事業を統合することに合意したと発表

2018. 1.23  DIC㈱鹿島工場向けに納入した1.6メガワットの太陽光
発電設備が竣工すると発表

 2.5  非常用エレベーターの新製品として、「非常用機械室レ
ス・エレベーター」の発売を発表

 2.7  国内の鉄道事業者3社に納入した「三菱JH形直流高速度
遮断器」が本格運用開始されたと発表

 2.7  白鷺電気工業㈱の新本社ビル向けに、電機メーカー初
のZEBプランナーとしてZEBに貢献する設備・システ
ムを納入したと発表

 2.20  受配電システム製作所に「e-F@ctoryコンセプト」導入
によるIoTなどを活用し生産革新を図った、「真空バル
ブ・遮断器工場」が竣工したと発表

 2.22  東京地下鉄㈱が丸ノ内線に日本の地下鉄で初めて導入
する無線式列車制御システム用の地上無線装置と車上
無線装置を受注し、評価検証・試験を行う丸ノ内線の
分岐線向けの地上無線装置と検証用車両1編成分の車上
無線装置を納入したと発表

 2.26  大 韓 民 国 の 仁 川 経 済 自 由 区 域 に 建 設 し て い た、
Mitsubishi Elevator Korea Co.,Ltd.（韓国三菱エレベー
ター）のエレベーター新工場が稼働を開始すると発表

 2.27  800以上の店舗が集まるクウェート最大級の商業施設
「The Avenues（ジ・アヴェニューズ）」の第四期拡張
工事向けに、エレベーター 69台、スパイラルエスカレ
ーター 2台を含むエスカレーター 64台の計133台の昇降
機を納入したと発表

 3.8  長崎製作所で製造するカラー大型表示装置（オーロラ
ビジョン®）が、IEEE主催の「IEEEマイルストーン」
に認定されたと発表

 3.28  劇場「御園座」が入る「御園座タワー」にエレベータ
ー 15台を納入したと発表

 4.12  情報セキュリティー大手のマカフィー㈱と連携し、原
子力発電所やプラントなどの制御システムに対する高
度なサイバー攻撃を早期に検知して防御する、統合型
セキュリティー防御システムの開発に着手すると発表

 5.31  九州電力㈱、一般財団法人電力中央研究所、日産自動
車㈱、三菱自動車工業㈱と、電気自動車（以下、EV）
を電力需給の調整に活用するため、EVから電力系統へ
電気を供給するV2G（Vehicle to Grid）技術の実証試験
を開始すると発表

〈産業メカトロニクス〉
2017. 7.11  中国江蘇省常熟市・常熟高新技術産業開発区の「常熟

グリーン智能製造技術イノベーションセンター」にお
いて、中国企業の製造現場の智能化に貢献するため、
e-F@ctory展示コーナーの開設を支援したと発表

 7.12  名古屋製作所内に建設していたFA機器の開発・設計棟
「第二FA開発センター」が竣工したと発表

 9.26  世界で初めて、準天頂衛星システムからのセンチメー
タ級測位補強サービス信号を用いた自動運転の実証実
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400GBASE-LR8規格に業界で初めて2個のTOSAで適合
した「400Gbps 小型集積EML TOSA」のサンプル提供
を開始すると発表

 4.16  パワー半導体モジュールの新製品として、家庭用エア
コンのファンモーターなどのインバーターシステムへ
の実装が容易な表面実装パッケージ型IPM「MISOP（ミ
ソップ）TM」シリーズの発売を発表

 
〈家庭電器〉

2017. 7.12  強い吸引力持続ときれいな排気を両立したサイクロン
式掃除機「風神」の新商品として、ノズル先端がはた
き形状になる新開発の「ブローはたきノズル」と、細
かいホコリをふき取る「ふき植毛」の本数を約1.9倍に
増量した回転ブラシを搭載したTC-ZXG30Pを含む2機種
の発売を発表

 7.19  冷蔵庫「置けるスマート大容量」シリーズの新商品と
して、高性能真空断熱材や高効率冷却ユニットなどの
採用により省エネNo.1を達成したMR-WX52Cをはじめ、
野菜のビタミンCを増やし、清潔で掃除も簡単な「クリ
ーン朝どれ野菜室」を搭載した「WXシリーズ」5機種、

「JXシリーズ」2機種、「Bシリーズ」1機種の計8機種の
発売を発表

 8.7  働く単身女性が使いやすい収納と、毎日の調理をサポ
ートする機能を搭載し、使いやすさとデザイン性を両
立した冷蔵庫「MR-CX27C」の発売を発表

 8.22  ルームエアコン「霧ヶ峰」が、「クロスフローファン（ライ
ンフローファン）を採用したエアコンの世界最長寿ブ
ランド」として、ギネス世界記録に認定されたと発表

 8.22  ルームエアコン「霧ヶ峰」の新商品として、世界で初
めてAIで、少し先の暑い・寒いと感じる体感温度を予
測する赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.（ミライ）」
搭載により、快適性と省エネ性を向上した「FZシリーズ」
と「Zシリーズ」計18機種の発売を発表

 12.11  空調冷熱システム事業拡大に向けたルームエアコンの
新たな開発・生産拠点であるトルコ共和国のMitsubishi 
Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim 
Şirketi（三菱電機エア・コンディショニング・システ
ムズ・マニュファクチャリング・トルコ）の新工場を
稼働開始すると発表

2018. 1.17  米国Ingersoll Rand社と、ダクトレス空調機販売の合弁
会社設立について合意したと発表

 1.22  一般財団法人省エネルギーセンターが主催する2017年
度省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）において、
三菱ルームエアコン「霧ヶ峰 2018年度モデル FZシリ
ーズ」が最高賞の「経済産業大臣賞」を受賞したと発表

 1.30  店舗・事務所用パッケージエアコンの新商品として、
業界で初めて4方向天井カセット形向けの左右風向ルー
バーを開発し、従来の上下の風向に加えて左右の風向
もセンサーに連動して調整する「ぐるっとスマート気
流」で快適性を向上した「スリムZR」シリーズ430機種

（室内ユニット10タイプ）の発売を発表
 2.5  寒冷地向け店舗・事務所用パッケージエアコンの新商

品として、室外ユニットへの着霜量を高精度に検知す
ることにより、最大10時間の連続暖房運転を実現した

「ズバ暖スリム」シリーズ129機種（室内ユニット10タ
イプ）の発売を発表

 2.26  冷蔵庫「置けるスマート大容量」シリーズの新商品と
して、野菜をよく食べる家庭向けに野菜室を真ん中に
配置して野菜を出し入れしやすくした「MXシリーズ」
2機種の発売を発表

 4.18  家電製品に搭載されるブロアーモーターにおいて、小
型でありながら業界トップクラスの高効率と毎分12.5万
回転の高速回転によるハイパワーを実現した高性能ブ
ラシレスDCブロアーモーター「JC（ジェイシー） モー
ター」を開発したと発表

 5.17  公益社団法人発明協会が主催する2018年度全国発明表
彰において、ルームエアコン「霧ヶ峰FLシリーズ」（2016
年3月販売開始）の意匠で「発明賞」を受賞したと発表

 6.6  残り湯の熱を回収する「ホットりたーん」機能を搭載
した機種をはじめ、三菱HEMSと三菱太陽光発電シス
テムとの連携で天気予報を活用し、夜間わき上げ量を
最適化する三菱エコキュート新商品を発売すると発表

適した基板穴あけ用UVレーザー加工機の新製品とし
て、「GTW5-UVF20 シリーズ」の発売を発表

 5.22  スマートフォンやタブレットPCなどに使用されるパッ
ケージ基板に適した基板穴あけ用レーザー加工機の新
製品として、「GTF4シリーズ」の発売を発表

 5.22  モータージェネレーターやHEV・EV用インバーターを
増産するために、姫路製作所広畑工場に建設していた
新棟（第8工場）が竣工したと発表

 5.29  生産ラインの稼働状況の表示・監視、各機器の設定・
操作を行うプログラマブル表示器「グラフィックオペ
レーションターミナル（GOT）2000シリーズ」の新製
品として、耐環境性と視認性を向上し、屋外などの厳
しい環境での使用を実現した「耐環境性強化モデル」
の発売を発表

 6.7  コネクターなどの微細加工からスマートフォンや自動
車部品などの中大面積まで多種多様な加工に適した形
彫放電加工機の新シリーズとして、「SV-Pシリーズ」1
機種の発売を発表

〈情報通信システム〉
2017. 8.8  Bosch、Geo++、u-bloxと、マスマーケット向け高精度

GNSS測位サービスを行う合弁会社としてSapcorda 
Services（サプコルダサービス）社を立ち上げることに
合意したと発表

 10.4  アイサンテクノロジー㈱、インクリメント・ピー㈱、
㈱ゼンリン、㈱トヨタマップマスター、㈱パスコと、「ダ
イナミックマップ大規模実証実験コンソーシアム」と
してNEDOの2017年度委託業務事業「戦略的イノベー
ション創造プログラム（SIP）自動走行システム／大規
模実証実験」に係わる「ダイナミックマップの試作・
整備及びセンター機能や更新手法等の確立」及び、「大
規模実証実験の実施・管理」を受託したと発表

 10.10  コミュニケーション・ネットワーク製作所郡山工場に
新たに生産棟を建設すると発表

 11.14  グローリー㈱と事業の拡大を目指し、グローリー㈱の
顔認証製品と三菱電機のネットワークカメラを組み合
せた顔認証システムにおいて協業すると発表

 11.29  準天頂衛星システムからのセンチメータ級測位補強サ
ービス信号を受信できるセンチメータ級高精度測位端
末「AQLOC（アキュロック）」の受注を開始し、2018
年11月に発売することを発表

2018. 5.16  通信機製作所の小松 家茂（こまつ いえしげ）が、卓越
した通信機器の配線組立技能と長年にわたる業務精励、
後進育成の功績が顕著であるとの評価を受け、2018年
度春の黄綬褒章を受賞したと発表

 6.14  China Mobile、㈱NTTドコモなど50社と3GPP Plenary
会合において5G NR標準仕様の策定が完了したと発表

〈電子デバイス〉
2017. 7.5  プロジェクター用半導体レーザーの新製品として、業

界で初めてメニスカスレンズを内蔵した発光波長
638nmでパルス駆動光出力2.5Wの赤色高出力半導体レ
ーザー「ML562H84」の発売を発表

 8.30  パッケージエアコンなどのインバーターを駆動するパ
ワー半導体モジュール「1200V大型DIPIPMTM Ver.6」
シリーズの新製品として、40kW級のパッケージエアコ
ンに対応する75A／1200V品の発売を発表

 9.6  産業用カラー TFT液晶モジュール「DIAFINE（ダイア
ファイン）」の新製品として、計測器やハンディーター
ミナルなどの表示器向けに、高解像度（WXGA：1280（H）
×800（V））、超広視野角（上下左右170°）、広い動作温
度範囲（－40℃～+80℃）で、薄型・軽量化を実現した
10.1型WXGAのサンプル提供を開始すると発表

 10.4  Ka帯衛星通信地球局の電力増幅器に使用される高周波
デバイスの新製品として、業界トップレベルの出力電力
8Wと電力増幅信号の低ひずみ特性を実現した「衛星通
信地球局用Ka帯GaN HEMT MMIC」の発売を発表

 11.8  米国販売会社の三菱電機USが、米国のパワー半導体製
造販売会社Powerex,Inc.と、Powerex,Inc.の三菱電機パ
ワー半導体販売事業取得に関わる資産譲渡契約を締結
したと発表

2018. 1.31  産業用カラー TFT液晶モジュール「DIAFINE（ダイア
ファイン）」の新製品として、耐衝撃性や耐水滴性が求
められる屋外用途向けに、厚さ5mmの保護ガラス上か
ら操作できる投影型静電容量方式のタッチパネルを搭
載した8.0型WVGAと12.1型XGA/WXGAのサンプル提
供を開始すると発表

 3.7  伝送速度400Gbpsの大容量高速光ファイバー通信で使用
さ れ る 送 信 モ ジ ュ ー ル の 新 製 品 と し て、IEEE 


