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■ PWM インバータ励磁による電磁鋼板およびモータの損失特性
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■ Nd-Fe-B 系ボンド磁石材料の最新開発動向
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■ 340kJ/m3 級異方性 Sm2Fe17N3 磁石粉末
　　住友金属鉱山㈱　市川研究所 ( 国富 )　統括研究員       石川  尚
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■ 高効率モータ開発のためのベクトル磁気特性技術
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■ 風力発電用永久磁石発電機の開発事例と動向
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■ 「私が見た」 中国磁石メーカーの現状
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■ Nd-Fe-B 系 等方性 超高密度ボンド磁石「HIDENSE®」
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■ 積層造形の基礎と応用
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