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Tactile Devices Thermal Management Device ／ 

2000W

熱伝導・放熱デバイス ／ 触覚デバイス

Thermal Management Device
熱伝導・放熱デバイス

Tactile Devices
触覚デバイス

In recent years, as the data amount handled in various fields has dramatically increased, and the amount 
of data stored in the cloud will increase explosively as it becomes a 5G （5th generation） environment. The 
speed of CPUs and electronic circuits has risen accordingly.  Now, they are facing with heat generation 
problems.  Through the collaboration with CCI, Nidec are proposing the thermal solutions that combine 
motors and thermal technology for our customers in world wide. 
近年、様々な分野で扱われるデータ量が飛躍的に増え、今後「5G（第5世代移動通信システム）」の環境になることで、
クラウドに蓄えられるデータ量は爆発的に増大します。それに伴いCPUや電子回路が高速化し、発熱問題を抱えてい
ます。NidecはCCIとの協業を通じ、モータ製品とサーマル技術を組み合わせたサーマルソリューションを幅広い市場
の顧客に提案しております。

The World where everything is connected via Internet

Heat Pipe / Module
ヒートパイプ・モジュール

Heat-Sink / Module
ヒートシンク・モジュール

Heat pipe is high efficient thermal conduct component utilizing the latent heat of 
evaporation and condensation. It can be customized based on the application.

金属板や銅管で熱を移動させ、放熱フィンやファンで冷却する部品です。実機に合わせた最
適な熱設計が可能です。

Heat sink is a component which moves heat with a metal plate or copper tube and cools 
itself with a heat radiation fin or fan. Thermal design can be optimized based on application.

Vapor Chamber / Module
ベイパーチャンバー・モジュール

Liquid Cooling System
液体冷却システム

伝熱原理はヒートパイプと同様ですが、薄型化と面での熱移動が可能になります。スマート
フォン内部のような限られたスペースでも効率良い熱移動が可能になります。

The heat transfer principle is the same as heat pipes, but it can be thinner and spreads the 
heat flatly.  Thus, in even limited space such as inside of smart phone, high efficient thermal 
transfer can be realized. 

空冷だけでは不十分な高発熱体用の冷却システムです。ラック全体の熱設計を考慮し、最適
な部品（ヒートシンク/ポンプ/ファンなど）を組み合わせた、冷却システム全体を提案してお
ります。

This is a cooling system for high heating elements which air cooling is not sufficient.  In 
consideration of the thermal design of the entire rack, Nidec is proposing an entire cooling 
system that combines the optimal components (heat sink, pump, fan, etc.).

人間の触覚を振動により実感触に感じさせる、振動特性に優れ、設計自由度がある各種触覚デバイスを提供して
います。その触覚効果の良さから複数のスマートフォン、PC、スマートウォッチ等で採用されています。

Our Tactile devices creates realistic sense of touch on devices such as smartphones, smart watches and PC 
with its excellent vibration characteristics. We provide wide variations of devices for design flexibility of our 
customers.

日本電産グループはウェアラブル、ス
マートフォン・タブレットといった「繊細
な感触」から、車載用タッチパネル、VR/
ゲーム等、大きく、相当量のフィード
バックが必要なデバイスにまで幅広く
対応する製品ラインナップを揃えてい
ます。

Nidec group can provide tactile for a 
wide range of devices used such as；
・Wearable, Smart phone and tablets, 
which requires “delicate sense” 
・Touch panel for automotive
・VR/Game and others which require 
large feedback.

幅広い製品ラインナップ
A wide range of product line up

WONDER SENSE logo is a trademark of Nidec Corporation in Japan, the United States and/or certain other countries.
WONDER SENSE ロゴは、日本電産（株）の日本国、米国およびその他の国における商標です。

WONDER SENSE is a generic brand name of Nidec tactile technology.
WONDER SENSEとはNidecの触覚表示技術を総称するカテゴリーブランドです。

Physical Surfaces
フィジカル サーフェイス

Physical Bump
フィジカル バンプ

Physical Hole
フィジカル ホール
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Virtual Surfaces
バーチャルサーフェイス

Virtual Bump
バーチャル バンプ

Virtual Hole
バーチャル ホール

Fpx Fpx
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Name of Product

品 名

Size
サイズ

Frequency（F0）
周波数(F0)

Amount of Vibration
振動量(100g)

 Smart Phone / Wearable
スマートフォン・ウェアラブル

2.5t × 6.0w
25.0L

150Hz

2.4Grms

3.0t × 11.3w
20.0L

175Hz

5.0Grms

Sprinterβ

3.1t ×7.4w
16.8L

200Hz

2.5Grms

Sprinter γ

3.8t × 8.0w
15.0L

150Hz

2.5Grms

2.6t × 6.0w
16.0L

190Hz

1.6Grms

3.0t × 7.0w
20.0L

180Hz

2.4Grms

φ8.0 × H2.5

240Hz

1.0Grms

3.5t × 4.0w
12.0L

230Hz

1.4Grms

Sprinter Z1040

φ10 × 4t

170Hz

2.2Grms

φ8.0 × H2.5

235Hz

1.2Grms

6.4t × 14.6w
24.8L

1Hz~1KHz
（No resonance）
0.27Grms
（100Hz）

10.3t × 16.1w
30.4L

1Hz~1KHz
（No resonance）
0.9Grms
（120Hz）

12.8t × 23w
42L

120Hz

4Grms

15t × 15.0w
35L

150Hz

10Grms

Game / Panel
ゲーム・パネル

最大振幅を合わせた場合の特性比較イメージです
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NIDEC SANKYO
ACTUATOR
※共振ピークがありません。

LRA（Linear Resonance
Actuator）
※共振を利用しています
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For Smart Phone and Tablet
スマートフォン・タブレット

For Wearable 
ウェアラブル

For Touch Pad
タッチパッド For Automotive Touch Panel 

車載タッチパネル 

For VR/ Game Controller
VR/ゲーム用コントローラ

Control Panel for Home Appliance
 and Others
家電コントロールパネル他 

Touch Pad  タッチパッド

VR/Game  VR／ゲーム

HMI  様々なインターフェイス

Automotive  車載

PC/Tablet  PC／タブレット

Smart Watch  スマートウォッチ

Smart Phone  スマートフォン

Robot  ロボット

NIDEC COPAL CORP.....P.45NIDEC SANKYO CORP.....P.42

NIDEC SANKYO CORP.....P.42NIDEC CHAUN-CHONG TECHNOLOGY CORP.....P.53
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蒸発と凝縮の潜熱を利用する高効率熱移動部品です。実機形状に合わせたカスタマイズの
提供も可能です。

J0000K21 CA3 CA7-VH5 CA7-VH9

2.0t×8.0w   
15.0L φ3.0×H10.7φ6.55×H5.0 φ6.55×H8.8

190Hz 190Hz 170Hz 150Hz

2.5Grms 0.125Grms 0.35Grms 0.625Grms

NIDEC CHAUN-CHONG TECHNOLOGY CORP.....P.53

NIDEC CHAUN-CHONG TECHNOLOGY CORP.....P.53 NIDEC CHAUN-CHONG TECHNOLOGY CORP.....P.53

https://www.nidec.com/jp/product/search/category/B109/M112/S100/NCJ-heat-pipe/
http://www.ccic.com.tw/product_list.php?groupid=2
https://www.nidec.com/jp/product/search/category/B109/M112/S101/NCJ-Vapor_chamber/
https://www.nidec.com/jp/technology/casestudy/tactile/

