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ご注文について
・電気学会発行の書籍は，一部を除き，全国有名書店でお求めいただけます。
・電気学会ホームページ・電子メール・郵便・FAX のいずれかにより，当会に直接ご

注文いただくことができます。
・表示の価格は定価（本体価格＋ 8 ％消費税）です。
・電気学会の会員は，一部の書籍を除き，当会に直接ご注文いただくと本体価格の 1 ～

２ 割引で，購入できます。
・送料が別途かかります。日本国内へお送りする場合の送料は，次の通りです。

　　　　 1 ～ ３ 冊　　4２0円
　　　　 4 ～ 6 冊　　6３0円
　　　　 ７ ～ 9 冊　　840円
　　　　10～19冊　1,050円
　　　　２0～２9冊　1,２60円
　　　　３0冊以上　無料
	なお，諸般の状況により，送料を変更させていただく場合がありますので，ご了承く
ださい。

・ご注文の書籍は，上記の送料を加えた請求書と振込用紙を添えて，お送りします。
・本目録の内容は，すべて２01７年 4 月現在のものです。

●ホームページからのご注文方法●
・電気学会ホームページ（http://www.iee.jp）にて，出版物の種類に応じて，以下の

手順に従って閲覧いただき，ご注文ください。
・電気学会の会員は，学会ホームページの「My ページ」にログインしてご注文くださ

い，会員価格が適用されます。
・海外への発送をご希望の場合，あるいは事業維持員としてご注文される場合は，ホー

ムページからのご注文はできません。このため，電子メール・郵便・FAX のいずれ
かにて，お申込みください。

1 ．教科書・専門工学書・技術啓発書等の書籍
電気学会のトップページから，「図書販売サイト」へ入り，出版物の区分で「教科

書・参考書」「専門工学書」「技術啓発書」を，ご参照ください。
なお，オンデマンド図書は，電気学会のトップページから，「電子図書館」へ入り，

「書籍」を選択し，「Book 検索」にすると該当の図書が一覧できます。

2 ．技術報告
電気学会のトップページから，「電子図書館」へ入り，「技術報告」を選択し，「PDF

検索」にすると PDF 版が，「Book 検索」にすると冊子版が，それぞれ創刊 1 号から最
新号まで一覧できます。

技術報告には，冊子版だけを販売しているものがあります。この場合は「図書販売サ
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イト」へ入り，出版物の区分で「技術報告」をご参照ください。

3 ．技術報告単行本
電気学会のトップページから，「図書販売サイト」へ入り，出版物の区分で「専門工

学書（技術報告単行本）」をご参照ください。

4 ．電気規格調査会標準規格（JEC規格）
電気学会のトップページから，「図書販売サイト」へ入り，出版物の区分で「JEC 規

格」をご参照ください。
なお，JEC-TR および品切れ等による一部の JEC 規格は，電気学会のトップページ

から，「電子図書館」へ入り，「書籍」を選択し，「Book 検索」にするとオンデマンド
図書として確認できます。

また新たに，一部の JEC 規格の電子版（PDF 版）の販売を開始致しました。電気学
会トップページ上部のバナー「出版物・論文」から，「JEC 規格」へ入り，「JEC 電子
版販売サイト」を選択すると販売中の電子版を確認できます。

●電子メール・郵便・FAXによるご注文方法●
・以下の内容を明記いただき，電子メール・郵便・FAX のいずれかにて，電気学会編

修出版課あてにお申込みください。
　　　⑴　書籍名
　　　⑵　部数
　　　⑶　	送付先のご住所・電話番号・ご氏名（会社宛の場合は部課名も明記くださ

い）
　　　⑷　電気学会会員 / 非会員の別（事業維持員は会員扱いとなります）
　　　⑸　請求先（請求先が送付先と異なる場合に明記ください）

・電子メールの送付先アドレス；pub@iee.or.jp
・郵便の住所；〒10２-00７6	東京都千代田区五番町6-２	HOMAT	HORIZON ビル 8 F
・FAX の番号；	0３-３２２1-３７04
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電気学会の教科書・専門工学書は，教科書として長年にわたり，多くの教育機関で採
用されています。自習に適する構成で，JABEE 認定に対応できる内容です。基礎から専
門的内容まで説明しているので，技術者・研究者のための専門書としても広く利用され
ています。

電気学会ホームページのトップページから，「図書販売サイト」へ入り，出版物の区分
で「教科書・参考書」「専門工学書」をご参照ください。

電気磁気学

電気磁気学 ３ 版改訂
原　著：山田　直平（東京大学名誉教授）／改訂著：桂井　誠（東京大学）

本書は初版以来半世紀にわたり専門基礎教科書として定評を得てきた。 ３
版改訂では，故山田直平先生原著の記述・構成を極力保持しつつも，前改訂
の際に些少残された EB 対応に関わる問題点，EH 対応との関連，等を含め
た諸点に関して改訂を行った。ベクトルの初歩から懇切丁寧に記された本書
は，学習者の自習を容易にして，講義時間の制約が厳しくなる現在，工学系
科目の電気磁気学に対して，教える側，学ぶ側の双方にとって得難い専門基
礎教科書といえる。

《目次》緒論／電荷／真空中の静電界／真空中にある導体系／誘電体／電界
の決定／電流／真空中の磁界／磁性体／インダクタンス／電磁誘導／電磁界

A5判　412頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-231-4

基礎電磁気学 改訂版
山口　昌一郎（東京工業大学名誉教授）

1968年発行以来定評を博してきた本書は多くの大学，高専で教科書として
採用されて来た名著の改訂である。その目的は電気・電子・情報の分野で学
ぶ学生の方々に電気磁気を容易に理解できるよう，ベクトル解析の説明を本
文に取りこむなど，今まで以上に懇切丁寧な記述内容にするとともに，例題
を数多く取り入れたことにある。この分野を学ぶ学生方にとり素通り出来な
い学問の教科書として必読書となることであろう。

《目次》電荷と電界／電位／種々な帯電体による電界／静電容量／誘電体／
電流と抵抗／磁界／電磁誘導／インダクタンス／変動電流回路／磁性体／電
磁波

A5判　440頁　定価2,808円（会員特価2,246円） 4-88686-229-2

教科書・専門工学書
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電気磁気学基礎論
岡部　洋一（東京大学）／桂井　誠（東京大学）／河野　照哉（東京大学）

《目次》電荷と静電界／導体系／誘導体／静電界の解法／電流／磁界／磁性
体／電磁誘導（Ｉ）／電磁誘導（II）／マクスウェル方程式／付録

A5判　228頁　定価2,484円（会員特価1,987円） 4-88686-208-X

基本から学ぶ電磁気学
岸野　正剛（福井工業大学）

電磁気学の本は難しい数式が多用され，難解に感じるあまり学習意欲が萎
えてしまいがち。本書は学習意欲が持続するようになるべく分りやすく，電
気現象の面白さが伝わるよう解き明かすことに努めている。基本法則も難解
な数式はなるべく避け，具体例を使って法則が目に見え，頭に思い描けるよ
う心がけている。

これだけは必要と思われる内容に重点を置き，しかも丁寧に説明した新教
科書として，電磁気の基本をマスターできるため苦手意識も解消できるであ
ろう。

《目次》おもしろくて不思議な電磁気学／電荷とクーロンの法則およびガウ
スの法則／電界と電位／静電容量と誘電体／直流と直流回路／磁気と磁界お
よび電流との相互作用／磁性体と磁気回路／電磁誘導とインダクタンス／交
流回路と過渡現象／変位電流と電磁波

B5判　264頁　定価3,132円（会員特価2,506円） 4-88686-266-2

電界パノラマ ─電界をよりよく理解するために─
宅間　董（電力中央研究所）

電界は身の周りの至るところに存在するが，これを本当に理解するのは容
易でない。本書は，電界の基礎的意味を説明するとともに，さまざまな応用
を面白く解説している。簡単な内容なのに電磁気学の専門家が正解できなか
った問題も含み，応用面では，導体と固体絶縁物との接触点の電界，電界に
よる浮上力，送電線の誘導，導電性の効果，放電との関係など，多岐にわた
っている。この分野を学習，研究する多くの方々にとって必読の書といえ
る。

《目次》蛇足のまえがき／本書の構成と注意／問題／解答・解説／付録／参
考文献

A5判　176頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-244-6
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電気磁気学問題演習詳解
原著：山田　直平（元東京大学）／編著：桂井　誠（東京大学）

本書は定評を得ている教科書「電気磁気学（ ３ 版改訂）」の章末問題の解
法を示したものであり，基礎から理論の核心に触れる難度の高い問題につき
詳細な解法が解説されている。一部の数式などは教科書を参照している箇所
もあるが，極力本書の中に数式を併記しているので本書のみで読み進められ
るようにしてある。またあらたに演習問題も加え理解と興味が深まるように
配慮している。特に1３章を新たに設けマクスウェルの方程式に集約される電
気磁気学の体系が把握できるよう，ベクトル関数の扱いに重点を置いた演習
問題を加えた。

《目次》緒論／電荷／真空中の静電界／真空中にある導体系／誘電体／電界
の決定／電流／真空中の磁界／磁性体／インダクタンス／電磁誘導／電磁界
／ベクトル電気磁気学

A5判　242頁　定価2,052円（会員特価1,642円） 4-88686-245-4

電気磁気学演習
河野　照哉（東京大学）／桂井　誠（東京大学）

《目次》ベクトル／電荷と静電界／導体系／誘電体／静電界の解法／電流と
直流回路／電流による磁界（真空中）／磁性体／電磁誘導の法則／インダク
タンス・磁界のエネルギーおよび電磁力／電磁界方程式／総合問題／章末問
題解答

A5判　306頁　定価2,808円（会員特価2,246円） 4-88686-102-4

基礎からわかる電磁気学例題演習〈Ⅰ〉 ─物理的概念から電流と抵抗まで─
山口　昌一郎（東京工業大学名誉教授）

電磁気学を基礎から親しみやすく，わかりやすく理解することを念頭に，
初歩的な物理的概念から懇切丁寧に例題を基に解説した本書は，教科書とし
ても使用できるよう配慮した学習書である。しかも，電磁気学の法則や定
理，ベクトル解析などの数学が理解できるよう工夫した内容になっている。
特に数学に対しアレルギーを持っている学生諸兄には学習の礎になることで
あろう。あらゆる側面から例題を考案し ２ 巻で600題以上の数を配した本書
は電磁気学を学ぶには十分な質，量となっている。

《目次》電磁学の物理的概念／電磁気学を学ぶためのベクトル解析／静電界
／静電容量と誘電体／電流と抵抗

B5判　288頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-249-7
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基礎からわかる電磁気学例題演習〈Ⅱ〉 ─磁界から電磁界まで─
山口　昌一郎（東京工業大学名誉教授）

電磁気学を基礎から親しみやすく，わかりやすく理解することを念頭に，
初歩的な物理的概念から懇切丁寧に例題を基に解説した本書は，教科書とし
ても使用できるよう配慮した学習書である。しかも，電磁気学の法則や定
理，ベクトル解析などの数学が理解できるよう工夫した内容になっている。
特に数学に対しアレルギーを持っている学生諸兄には学習の礎になることで
あろう。あらゆる側面から例題を考案し ２ 巻で600題以上の数を配した本書
は電磁気学を学ぶには十分な質，量となっている。

《目次》磁界／磁性体と磁気回路／電磁誘導とインダクタンス／電流が時間
的に変化する回路／電磁波

B5判　306頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-250-0
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電気回路

電気回路論 ３ 版改訂
平山　博（早稲田大学名誉教授）／大附　辰夫（早稲田大学）

本書は初版発行からほぼ半世紀ほど経つが，現在でも高い評価を得て多く
の高専，大学などで教科書に使われている名著の ３ 版の改訂である。今回は
解説の過不足を改善すると共に，学習の指針やポイントが分るよう各章の構
成のつながりや位置づけを明確にしている。類書が多々出版される中，本書
は長年の回路理論を培ったものとしてこの 1 冊でマスターできるものであ
る。

《目次》電気回路の基礎／交流電圧・電流・電力／交流回路の複素計算法／
交流回路／一般線形回路網／一端子対回路／二端子対回路／三相交流／回路
の過渡現象と演算子法／分布定数回路／問題解答

A5判　356頁　定価2,808円（会員特価2,246円） 4-88686-265-5

基礎からの交流理論
原著：小郷　寛（千葉大学）	
著：小亀　英己（大阪府立大学）／石亀　篤司（大阪府立大学）

最近の電気回路の教科書は，学生が興味を引くよう趣向を凝らされている
が，説明不足でトピック的な内容に陥っているものが見受けられる。本書で
はそのような面には執着せず，好著「交流理論」「回路網理論」の著者小
郷　寛先生の執筆理念を生かしながら，将来の流れを見据え，知の伝達を担
うことを想定し，例題を豊富に取り入れるなどこの 1 冊で基礎理論の理解と
活用するスキルを身につけることができるよう企画・執筆された。

《目次》直流回路／正弦波交流／インピーダンス／複素数による表示法／交
流回路／交流電力／相互インダクタンスと変成器／回路方程式／回路の諸定
理／四端子網／多相交流／ひずみ波交流／分布定数回路／過渡現象

A5判　424頁　定価3,348円（会員特価2,678円） 4-88686-230-6

回路理論基礎
柳沢　健（東京工業大学）

《目次》直流回路／受動回路素子／正弦波交流と受動素子の交流特性／複素
数と正弦波の複素表示／インピーダンスとアドミタンス／共振回路の性質／
変成器／回路方程式／回路の理解を深めるための考え方と諸特性／二端子対
パラメータ／三相交流

A5判　240頁　定価2,592円（会員特価2,074円） 4-88686-204-7
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基本から学ぶ電気回路
藤井　信生（東京工業大学）

電気回路の計算は，オームの法則，キルヒホフの法則に基づいて行われ，
きわめて単純な代数計算により実行できるが，交流電圧電流を扱う場合，電
圧と電流の間に時間的なずれ（位相差）が生じ，電圧，電流の加減算に基づ
く回路計算が複雑になる。これを解決するのが複素変数 jωである。しか
し，初学者が最も頭を悩ますのがこの jωの扱いである。本書では，jωを導
入する過程について特にページを割いた。多くの類書ではベクトル図を用い
て，正弦波交流を扱っているが，時間変数である正弦波と， ２ 次元で表現さ
れるベクトルとの繋がりを理解することに初学者は戸惑うことが多い。ベク
トルによる表現をできるだけ避け，時間関数としての正弦波と jωの関係に
力点をおいて，分かりやすく解説している。

《目次》電気回路を学ぶための基礎／電気回路の計算法／正弦波交流回路／
正弦波交流回路の複素表示／電気回路計算に有用な法則／二端子回路／二端
子対回路／回路応答の過渡現象／三相交流回路

B5判　280頁　定価3,132円（会員特価2,506円） 4-88686-284-6

回路網理論
小郷　寛（千葉大学）／倉田　是（千葉大学）

《目次》回路網の基礎／二端子網／四端子網／分布定数回路／ラプラス変換
の基礎　付録：フーリエ変換基礎公式／ラプラス変換基礎公式

A5判　200頁　定価2,160円（会員特価1,728円） 4-88686-160-1

定常回路解析
高橋　進一（慶応義塾大学）

《目次》正弦波交流と回路解析／三相交流回路／二端子回路／分布定数回路
と S 行列／伝送回路／波形解析／付録／問題解答

A5判　244頁　定価2,376円（会員特価1,901円） 4-88686-197-0

過渡回路解析
大附　辰夫（早稲田大学）

《目次》序章／演算子法の基礎／基本的な t 関数の演算子表現／RLC 回路の
基本過渡現象／伝達関数に基づく過渡現象解析／回路のパルス応答／過渡現
象の定性的解析／分布定数回路の過渡現象／問題／付録／問題解答

A5判　192頁　定価2,376円（会員特価1,901円） 4-88686-212-8
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電気回路論問題演習詳解
平山　博（早稲田大学名誉教授）／大附　辰夫（早稲田大学）

本書は定評の教科書「電気回路論〔 ３ 版改訂〕」の章末問題の解法を詳し
く解説したものであり，基礎はさることながら理論の核心に触れる難度の高
い問題まで幅広く取り扱っている。一部の数式などは教科書を参照している
箇所もあるが，極力本書の中で具体的に数式を展開しているため，本書 1 冊
でも学習できるようになっている。そのほか章ごとに要約した解説を配し，
理解と興味が深まるようにしてある。

《目次》電気回路の基礎／交流電圧・電流・電力／交流回路の複素計算法／
交流回路／一般線形回路網／一端子対回路／二端子対回路／三相交流／回路
の過渡現象と演算子法／分布定数回路

A5判　168頁　定価1,944円（会員特価1,555円） 4-88686-264-8

基礎からの交流理論例題演習
小亀　英己（大阪府立大学名誉教授）／石亀　篤司（大阪府立大学）

本書は定評の教科書「基礎からの交流理論」の副読本として使用できるよ
うに，章末問題全ての詳しい解法とともに，新たに作成した基礎から理論の
核心に触れる難度の高い問題までを幅広く取り扱ったものである。教科書の
執筆理念を生かしながら，知の伝達を担うことを想定し，別解や解説を豊富
に取り入れるなど，この 1 冊で電気回路の全ての範囲を基礎から応用まで網
羅し，基礎理論の理解とその活用スキルを身につけることができるよう企画
･ 執筆されている。

《目次》直流回路／正弦波交流／インピーダンス／複素表示／交流回路例／
交流電力／相互誘導／回路方程式／回路の諸定理／四端子回路網／多相交流
／ひずみ波交流／分布定数回路／過渡現象／付録

B5判　432頁　定価3,132円（会員特価2,506円） 4-88686-281-5

電子回路学
小郷　寛（千葉大学）／佐藤　達男（東海大学）

《目次》回路の基礎，電子現象と電子デバイス／能動回路の増幅作用／アナ
ログ回路／帰還回路並びに雑音／電源回路／ディジタル回路／発振回路／演
算回路／変復調回路／コンピュータ回路

A5判　340頁　定価3,348円（会員特価2,678円） 4-88686-202-0
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電子回路

基礎電子回路工学 ─アナログ回路を中心に─
松澤　昭（東京工業大学）

本書は，90年代以降の機器のデジタル化，CMOS 集積回路技術やワイア
レス技術の進展により，大きく変貌を遂げた電子回路工学の基礎を解説した
ものである。ラプラス変換を用いたシステムの記述により，周波数特性だけ
でなく時間応答特性にも対応するとともに，従来のバイポーラトランジスタ
だけでなく MOS トランジスタの動作原理や，それを用いた CMOS アナロ
グ回路も記述している。

《目次》電子回路とその学び方／電気回路解析の基礎／半導体の基礎とダイ
オード／バイポーラトランジスタと MOS トランジスタ／小信号増幅回路／
増幅回路の周波数特性／デバイス特性の変動やばらつきおよびひずみと雑音
／カレントミラー回路とバイアス回路／差動増幅回路／負帰還回路技術／演
算増幅回路／ CMOS 演算増幅回路／発振回路

A5判　260頁　定価2,916円（会員特価2,333円） 4-88686-276-1

応用電子回路工学
松澤　昭（東京工業大学）

本書は，1990年以降，CMOS 集積回路技術の進展，ディジタル化，ワイ
ヤレス技術の進展などにより大きく変貌を遂げた電子回路工学を新たに見直
し書き下ろしたものである。今日，大量に使用されているのにこれまであま
り取り扱われなかった離散時間処理回路，A/D	D/A 変換器，ΔΣ型 A/D	
D/A 変換器，能動フィルタ，PLL 回路，高周波回路，センサ周辺回路，ス
イッチング電源，ディジタル論理回路などを平易に解説した画期的な教科書
となっている。

《目次》　離散時間処理／A/D	D/A 変換器／ΔΣ形 A/D	D/A 変換器／フィ
ルタ回路／位相同期ループ（PLL）／高周波回路／センサ周辺回路／電源回
路／ディジタル論理回路

A5判　276頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-293-8
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電気数学

電気・電子基礎数学 ─電磁気，回路のための─
内藤　喜之（東京工業大学）

《目次》ベクトル解析／複素関数／フーリエ変換とラプラス変換／特殊関数
（電気・電子工学上の典型的な例題を使って説明）

A5判　248頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-104-0

電気電子工学のための行列・ベクトル・複素関数・フーリエ解析
前山　光明（埼玉大学）

行列演算，ベクトル解析，複素解析およびフーリエ級数・フーリエ解析
は，電気，電子工学系の学生が必須科目の電気回路や電磁気学を学ぶ上で必
要となる数学の道具である。本書ではこれら広範囲に渡る数学の分野から，
特に電気系の専門科目で是非とも必要と思われる内容に絞り，定理の成立条
件とその証明も含めできるだけ分かりやすく解説した。また，内容の理解を
深められるように，基本的なものも含め専門科目に関連した例題や問題，お
よび総合問題を選択した。

《目次》行列と行列式／ベクトル解析／複素関数／フーリエ級数とフーリエ
積分／付録　A.	平均値の定理：微分　B.	平均値の定理：積分　C.	多変数
関数の微分　D.	多重積分，E.	グリーンの定理　F.	一般直交曲線座標系と
ベクトル公式　G.	代表的な座標系における関連式　H.	ベクトル公式　I.	フ
ーリエ級数の収束

A5判　216頁　定価2,484円（会員特価1,987円） 4-88686-274-7

電気電子工学のための微分方程式とラプラス変換
前山　光明（埼玉大学）

電気・電子系学科の専門科目で利用する常・偏微分方程式とラプラス変換
について詳しく解説した本書は，常微分方程式では各種の微分方程式の解析
方法やベッセル関数などの特殊関数を，電磁界分布や波動に関連した偏微分
方程式ではグリーン関数や変分法を用いた方法も含めて，電気系の専門科目
と関連した例題を用いて分かりやすくしている。また今日，便利に利用でき
る計算機を用いた各種ツールについて，その数値解析方法および数式処理ツ
ールの使用方法も紹介している。

《目次》常微分方程式／ ２ 階および高階線形常微分方程式／偏微分方程式／
ラプラス変換／付録　A.	微分方程式の級数解　B.	フーリエ級数・フーリエ
変換の主要公式　C.	複素関数における留数の定理および留数の計算公式

A5判　180頁　定価1,944円（会員特価1,555円） 4-88686-275-4
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三次元有限要素法 ─磁界解析技術の基礎─
高橋　則雄（岡山大学）

多くのソフトが普及される中，電磁気学や有限要素法理論およびプログラ
ムの中身を理解しないで実際の機器の解析を行う方が多くなっている。その
ため誤った解析結果が出ても気づかず重大なミスを犯してしまうことがあ
る。本書はそのような事態に陥らないよう基礎知識を学ぶものである。学部
初学年の数学力があれば式の導出により，解析を行う知識が身につくよう解
説している。例題を解くプロセスを分かりやすく解説するとともに磁界解析
に必要な知識が理解できるようコラムなどを要所に配し，読者がよりよく学
べるよう工夫している。

《目次》有限要素解析の準備／節点要素を用いた静磁界解析法／辺要素を用
いた静磁界解析法／渦電流，永久磁石，非線形問題の解析法／境界条件／電
気電子機器への適用上のテクニック

A5判　216頁　定価3,672円（会員特価2,938円） 4-88686-254-3

数値過渡電磁界解析手法 ─サージ現象への適用─
サージ現象に関する数値電磁界解析手法調査専門委員会編

面積や速度の理解が小・中学生には難しいように，Maxwell（マクスウエ
ル）方程式も大学生，技術者にとって難解である。しかし，電磁気現象を学
ぶ上では Maxwell 方程式は欠かせない。雷が国際センタービルに落ちた時
の電界（電圧），磁界（電流）を Maxwell の方程式で解くのは至難の業であ
る。そこで面積は台形公式で，速度・加速度は差分を用いて解析するよう
に，Maxwell 方程式も差分を用いてパソコン上で簡単に解き，電磁界を可
視化，動画化する数値電磁界解析が利用される。

本書はコンピュータゲーム感覚で Maxwell 方程式をマスターできる入門
書となるだろう。

《目次》はじめに／数値電磁界解析手法の概要と分類／FDTD 法における各
種解析テクニック／適用例／ベンチマーク・テスト／おわりに／付録

A5判　168頁　定価3,456円（会員特価2,765円） 4-88686-263-1
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発電・変電

発電・変電 改訂版
道上　勉（福井工業大学）

改訂版は２000年という世紀の節目にもあたり，新しい発変電技術の時代の
流れを踏まえ，地球環境の保全の上で注目されているクリーンなエネルギー
である新しい発電技術の発達と概要および新形電池を含めた電力貯蔵装置を
新規に追加するとともに，太陽電池発電，風力発電および地熱発電などを現
在の技術水準で大幅に追加，充実した。新しい発変電技術である水力発電の
可変速揚水発電システム，海水揚水発電，火力発電のコンバインドサイクル
発電および原子力発電の改良形軽水炉などを追加した。

《目次》発変電の概要／水力発電／火力発電／原子力発電／新しい発電／変
電

A5判　368頁　定価3,132円（会員特価2,506円） 4-88686-223-3

発変電工学総論
編著：財満　英一（東京電力）

本書は，発電設備および変電設備の基礎理論から実設備・最新技術（可変
速揚水発電，コンバインドサイクル発電，電力貯蔵など）まで，写真・図を
多用し大学，高専の講義に使用できるよう基礎から産業応用までわかりやす
く解説し，実務に携わる若手研究者，技術者にも必読書である。火力，原子
力，水力発電の大規模集中型発電に，自然エネルギーや電力貯蔵などの分散
型小規模発電が導入されている発変電設備の最新の技術動向が記述されてい
る。

《目次》エネルギー資源と発電／水力発電／火力発電／原子力発電／分散型
電源／変電設備

A5判　400頁　定価3,564円（会員特価2,851円） 4-88686-260-0

発変電工学 改訂版
弘山　尚直（公営電気事業経営者会議）

《目次》発電用資源と発電方式／発送配電技術の発達／水力発電の概説／水
力学の概要／流量と落差／水力設備／水車／汽力発電の概要／熱力学／燃料
および燃焼／ボイラ／蒸気タービン／熱の有効利用／内燃力発電／原子力発
電／地熱発電／直接発電／電力系統／発電機／変圧器および調整装置／開閉
装置および母線制御計測および保安装置／発変電所の計画と設計／運転およ
び保守

A5判　404頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-164-4
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発電工学 改訂版
吉川　榮和（京都大学）／垣本　直人（京都大学）／八尾　健（京都大学）

大規模集中型発電方式（水力，火力，原子力）と，小規模分散型発電方式
（再生可能エネルギー，化学力発電）に分類し，それぞれの基礎知識の解説
を基本にしながら，最新のエネルギー統計，原子力発電の安全対策，電力市
場自由化や環境問題を中心に２00３年発行の初版に大幅な内容改定を行った。
２011年福島第一原発事故を契機に大きな変更が迫られている我が国電力事業
の動向理解に役立つだろう。

《目次》序説／発電工学の基礎理論／水力発電／火力発電／原子力発電／再
生エネルギー利用の発電方式／化学力発電

2015年改訂　A5判　400頁　定価3,780円（会員特価3,024円） 4-88686-298-3

火力発電総論
監修：瀬間　徹（電力中央研究所）

本書は，原版「大学講座　火力発電」をベースに複合発電，ごみ発電など
新しい火力発電システムなどを新たに加え，図，表などを刷新した専門工学
書である。従来の理論的な説明はなるべく簡単にし，技術の歴史的変遷から
実用的な面に重点をおき体系的に解説した。運転・保守システムなどの新技
術，さらには環境，保安までも積極的に取り上げ新構成の内容となってい
る。

《目次》概説／熱力学，伝熱，熱サイクル／燃料・燃焼／発電用ボイラ／環
境保全技術／蒸気タービン／給水・復水設備と水処理／ガスタービン発電設
備／発電機および電気設備／火力発電の制御／汽力発電所の計画・運転・保
守／ガスタービンコンバインドサイクル発電の計画・運転・保守／産業用火
力発電／地熱発電所／内燃力発電／廃棄物発電／ガス化コンバインドサイク
ル発電／燃料電池発電／コージェネレーション

B5判　322頁　定価4,104円（会員特価3,283円） 4-88686-235-7
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送電・配電

送電・配電 改訂版
道上　勉（福井工業大学）

本書は最新の技術進歩を取込み，かつ教科書として採用されている先生方
からの要望を取入れ，改訂され好評を得ている「発電・変電」の姉妹編の改
訂である。改訂に際しては最近の新しい技術や送電・配電に関する重要技術
を大幅に追加するとともに，従来の基本的事項を充実させ全面的に見直しを
行った。最新の技術としては電力需要の増加に対応した UHV 送電線や
500kV ケーブルなどの新技術の開発，ディジタル技術を利用した保護制御
技術，情報通信技術などがあり，これら時代の流れを踏まえた技術を盛り込
んである。

《目次》電力系統と送電・配電技術／送配電線路の電気的特性／送配電線路
の機械的特性／架空送電線路／地中送電線路／配電線路／短絡・地絡故障計
算／中性点接地方式，誘導障害，異常電圧／送配電線の保護継電装置／電力
系統の制御と通信

A5判　352頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-228-4

送配電工学 改訂版
道上　勉（福井工業大学）

本書は初版発行以来長きにわたり大学等の教科書や電験 1 ， ２ 種を目指す
電気技術者などの参考書とし多くの方々に読まれてきた工学書の改訂であ
る。昨今の送配電技術の著しい進歩に即し，UHV 送電や500kV ケーブル送
電などの新技術，制御保護と情報通信，安定供給上の対策，電気設備技術基
準など法規改定に伴うことなどを新たに加え詳しく解説した。学部教科書，
電験受験用参考書とし読破されれば高水準の知識が身につくことであろう。

《目次》電力系統／送配電系統の電気的特性／架空送電／直流送電／地中送
電／配電／電力系統の制御保護と情報通信／問題解答

A5判　460頁　定価3,672円（会員特価2,938円） 4-88686-238-1
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電力工学

電力系統工学
長谷川　淳（北海道大学）／大山　力（横浜国立大学）／三谷　康範（大阪大学）／斎
藤　浩海（東北大学）／北　裕幸（北海道大学）

電力システムを理解するためには多数の構成要素の役割などに深い知識を
有し，かつ各要素を統合して巨大システムの働きを理解する必要がある。そ
れらをすべて網羅すると電気工学の分野のみならず機械，土木などの工学全
般，ひいては経済学や社会学など広い分野の知識や理解が必要になる。その
ため本書ではシステム工学の立場から電力システム全体を把握できるよう著
述している。

《目次》序論／需給バランスと周波数制御／電力ネットワークと電圧の制御
／電力システムの安定度と安定化制御／電力システムの経済運用／電源開発
計画／電力システムの信頼度／将来展望

A5判　174頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-232-2

電力系統安定化システム工学
監修：横山明彦（東京大学）／太田宏次（元中部電力）

本書は，電力系統安定化技術の基礎から応用までを体系的に解説したもの
である。

電力系統内の事故を引き金とした不安定現象を物理的にイメージできるよ
う，図を交えて分かりやすく解説する一方で，理論面での詳細解説，影響，
防止対策，安定化システムの構築技術および具体例など，これまでの専門書
になかった内容にまで踏み込んだ十分に読み応えのある内容となっている。

電力系統工学を初めて学ぶ大学生から，研究者，電力技術者まで必携の書
である。

《目次》総論／電力系統の事故波及現象とその対策／系統解析理論／系統現
象とその対策／系統安定化システム構成論／系統安定化システム構成例／今
後の系統安定化技術の展望／付録	安定性の分類について

Ｂ5判　235頁　定価3,672円（会員特価2,938円）　4-88686-291-1
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保護リレーシステム工学
監修：大浦　好文（東京電力）

前版「保護継電工学」の思想を踏襲し新たに書き下ろした本書は，ディジ
タルリレー技術の構築，広範囲系統事故波及防止技術の構築等の技術革新が
進む中，電力系統の安定供給確保，セキュリティ確保に大きく貢献してきて
いるリレーシステムについて，最新の理論や技術を網羅的に分かりやすく解
説している。

今回，電力系統システムという体系的な面から大幅に見直した新版は多く
の電気技術者，電力従事者，工学部学生の座右の書となることであろう。

《目次》電力系統と保護リレーシステム／保護リレーシステムの基本と保護
リレーの種類／電力系統事故現象および事故波及現象／周辺機器の特性／デ
ィジタルリレー／アナログリレー／主な保護リレー／送電線保護／母線保護
／機器保護／配電線保護／事故波及防止保護／保護リレーシステム形成技術

B5判　330頁　定価4,104円（会員特価3,283円） 4-88686-234-9

電力自由化と系統技術 ─新ビジネスと電気エネルギー供給の将来─
編著：奈良　宏一（福島工業高等専門学校）

電力自由化で，電力システムの領域では従来の考え方や技術の一部を改め
る必要が生じた。本書はこれらを体系的に纏め電力システム工学に新たな光
を与えようとしている。専門家から一般読者までが興味を持てるよう，国内
外の電力自由化の歴史や形態，電力システムの戦略的運用，系統混雑の解消
法，さまざまな制御法，送配電網設備投資負担などを解説し，最後に電力自
由化がもたらすエネルギー国策や新ビジネスなどの話題を紹介して数ある類
書とは一線を画している。

《目次》電力系統と電気事業自由化／需給制御と市場取引／競争環境下にお
ける系統利用／アンシラリーサービス／競争環境下における設備計画／電力
系統の新たな話題／付録：電力技術者のための詳説

A5判　264頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-267-9
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スマートグリッドを支える電力システム技術
スマートグリッド実現に向けた電力系統技術調査専門委員会編

本書は，スマートグリッド技術を理解するために必要な項目を体系的にと
りまとめた解説書である。スマートグリッドの要素技術について，既存技術
を説明したうえで高度化された技術の解説がなされていて，分かり易く体系
的に理解できる。また，国内外の情報や実証事業の内容が数多く盛り込まれ
ているため，幅広い知識を得ることができる十分に読み応えのある内容とな
っている。学生から専門技術者まで，スマートグリッドに携わられる方は必
読の一冊である。

《目次》スマートグリッドの概念／電力系統の課題とスマートグリッド導入
の目的／スマートグリッド実現に向けた技術開発と国内外の取組み／スマー
トグリッドに関する標準化の動向／スマートグリッド実現への課題と今後の
展望／コラム／略語集

B5判　356頁　定価5,724円（会員特価4,579円） 4-88686-297-6

電気施設管理と電気法規解説〔12版改訂〕
編著：並木　徹（石炭エネルギーセンター）

本書は，電気主任技術者に不可欠な電気施設管理及び法令に関する知識を
記述し，およそ半世紀にわたり大学・高専の教科書・参考書として活用され
てきたものの最新改訂版である。今回の改訂に際しては，社会情勢の変化，
法令見直し等に対応するとともに，記載内容を刷新しできるだけ基礎的事
項，必須事項に限定することで大胆にスリム化し，より読みやすく，理解し
やすいものとした。電気工学を学ぶ大学・高専の学生はもちろん電験を受験
する技術者にとっても最新，最適な教科書である。

《目次》序論／総論／電力需給計画及び調整／電気施設の建設と運用／電気
料金／電気関係法令／電気設備技術基準とその解釈／電気主任技術者試験問
題の例

A5判　276頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-290-7

2017年秋　13版改訂発行予定
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電気設備の診断技術 改訂版
編者：河村　達雄（東京大学名誉教授）／田中　祀捷（早稲田大学）

1988年に発行された専門書の全面改訂版である本書は，電気設備の保守や
安全性の確保と未然防止など異常の兆候を診断し，監視するための基礎から
最新の応用技術までを詳しく解説したものである。今回の改訂でもこの分野
でのエキスパートを執筆人に配し，より新しい考え方やデータの処理法など
基礎から機器，設備の具体的に診断する応用までをくまなく網羅した本書
は，この分野に携わる技術者の方々の必携の書となるであろう。

《目次》緒言／基礎：初期健全性と検査，試験技術／経年劣化データの統計
処理と信頼度／経年劣化と劣化診断パラメータ／劣化診断のエキスパートシ
ステム／応用：発電設備の診断技術／変電設備の診断技術／地中電線路の診
断技術／架空送電線の診断技術／産業用電動機の診断技術／絶縁診断の展
望：新しい時代に向けた予防保全の動向／診断によるコスト抑制効果／オン
ライン診断の将来

B5判　382頁　定価5,832円（会員特価4,666円） 4-88686-241-1
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エネルギー工学

高電圧工学 ３ 版改訂
河村　達雄（東京大学名誉教授）／河野　照哉（東京大学名誉教授）／柳父　悟（東京
電機大学）

1956年の初版以来 ３ 回の改訂に当たる本書は誘電体の絶縁特性に関する物
性，高電圧の発生，測定など理工学分野の基礎から高電圧機器，系統の過電
圧，絶縁強調・試験など電力エネルギー応用まで，この分野で必要とされる
内容を網羅している。国内，国際規格に基づき高電界における電気伝導，絶
縁や高電圧の発生手法，計測，試験方法，機器などにつき書き改めた上，新
たに高電圧の技術応用までをも書き加え刷新した。

《目次》静電界／高電界における誘電体の性質／高電圧大電流の発生／高電
圧大電流の測定／高電圧機器概説／電力系統における過電圧とその保護／高
電圧絶縁試験／高電圧技術の応用

A5判　296頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-237-3

高電圧大電流工学
宅間　董（電力中央研究所）／柳父　悟（東芝）

《目次》高電圧大電流工学の意味／高電圧の基礎／静電界とその計算／絶縁
物の特性／大電流現象／高電圧および大電流の発生／高電圧および大電流の
測定／高電圧および大電流機器／高電圧および大電流の試験

A5判　292頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-209-8

パルス電磁エネルギー工学
八井　淨（長岡技術科学大学）／江　偉華（長岡技術科学大学）

本書は最近，広範囲な分野で応用されているパルスパワーにつき，その発
生・制御からエネルギー変換・輸送・計測までをその基礎と応用の面から系
統的に著述したものである。この種の解説書はまだあまり世の中に出ていな
いため，これからこの分野を学ぶ者には必読書になることだろう。基礎的な
電磁気学の知識さえあれば容易に本書を理解できるだけでなく，その面白さ
に引き込まれていくことと思われる。

《目次》パルス電磁エネルギー工学の基礎：パルス電磁エネルギーについて
／電磁エネルギーの蓄積と放出／パルスパワーの整形と制御／パルス電磁エ
ネルギーの応用技術：大電力パルス荷電粒子ビームの発生／高密度アブレー
ションプラズマの発生と制御／材料および環境への応用

A5判　232頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-233-0
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エネルギーシステム工学概論
編著：高橋　一弘（電力中央研究所）

エネルギーは，人類の活動にとって不可欠な資源である。近年，世界のエ
ネルギー情勢は一段と厳しさを増し，今後さらにその勢いを増すことは自明
の理であろう。エネルギーに関する科学は，工学をはじめ物理学，社会学，
経済学などが複雑に絡んだ領域となっている。本書は，エネルギーの供給を
取り巻く技術を中心に環境などに対する重要課題を体系的に捉え，システム
工学的な側面から多くの分野の方々に関心を抱かせるようわかりやすく解説
した好著である。

《目次》エネルギーを巡る人類と地球／エネルギーの科学と工学／一次エネ
ルギーの供給特性／二次エネルギーの供給システム／エネルギー利用と環境
問題／経済社会とエネルギー／エネルギー供給システムの将来

B5判　180頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-258-7

エネルギー基礎論
高橋　正雄（横浜国立大学）／棚沢　一郎（東京大学）／増子　昇（東京大学）

《目次》エネルギーの概念／熱力学の基礎／化学熱力学／化学エネルギーの
変換，貯蔵／電気と化学のエネルギー変換／問題解答／付録　蒸気 h-s 線図

A5判　264頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-213-6
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電気機器

電気機器学基礎論
多田隈　進（千葉工業大学）／石川　芳博（東芝）／常広　譲（元名古屋工業大学）

本書は，教育の現場，産業界の要望に応えるべく企画したものである。古
くなり必要とされなくなったものは省き，パワーエレクトロニクス関係など
最新の技術に重点を置き解説した。 1 年間という限られた講義の中で学べる
よう内容を精選し工夫を施した。特に現在の電気機器を学ぶために必須であ
るパワーエレクトロニクスの解説を充実させている。数式を使っての解説は
最小限に止め分かりやすく記述することに努めている。章末問題はなくし例
題を数多く取り入れ理解を深めるようにしている。

《目次》電気機器学序説／直流機／同期機／変圧器／誘導機／半導体電力変
換器／交流電動機のインバータ制御法

A5判　260頁　定価3,024円（会員特価2,419円） 4-88686-247-0

電気機械工学 改訂版
天野　寛徳（埼玉大学名誉教授）／常広　譲（名古屋工業大学）

電気機器の構造ならびに特性を詳細に説明した。各章の始めには，扱う機
器の概要と学ぶことがらを記述して，学習の指針を示している。直流発電機
と同期発電機にも多くの頁を使って解説した。パワーエレクトロニクスの基
礎として，電力変換回路の基本回路と動作・特性も説明した。

《目次》直流発電機／直流電動機／変圧器／誘導機／同期機／パワーエレク
トロニクスの基礎／問題の略解

A5判　426頁　定価3,348円（会員特価2,678円） 4-88686-162-8

基礎電気機器学
難波江　章（長岡技術科学大学）／金　東海（上智大学）／高橋　勲（長岡技術科学大
学）／仲村　節男（東芝）／山田　速敏（埼玉大学）

電気エネルギー・磁気エネルギー・機械エネルギーの観点から，電気機器
をエネルギー変換機器あるいはエネルギー制御機器として扱い，それに基づ
いて各機器の基本特性と解析法を説明する特徴ある教科書。なお，個々の電
気機器の構造・原理等の説明は，姉妹編となる「電気機器学」として刊行し
ている。

《目次》序論／電磁エネルギー変換の原理／電磁エネルギー変換の基礎／電
磁エネルギー変換機器の基礎／電磁エネルギー変換機器の統一理論／電磁エ
ネルギー変換機器のその基本特性／半導体／電力変換装置の基礎／問題解答

A5判　208頁　定価2,268円（会員特価1,814円） 4-88686-189-X
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電気機器工学Ｉ 改訂版
尾本　義一（東京工業大学名誉教授）／山下　英男（東京大学名誉教授）／山本　充
義（埼玉大学）／多田隈　進（東芝）／米山　信一（東芝）

本書は，1964年の初版発行以来，数多くの大学，高専，企業研修などで幅
広く学習されてきた教科書を目次構成や内容などを大幅に見直し改訂したも
のである。電気機器の基本原理はそもそも変わりようがないが，構造，大容
量化，高性能化などで大きく変革した時代に即した学習が出来るよう内容を
改めている。「電気機器工学Ⅱ」と並行して学ぶことにより電気機器に対す
る理解がより一層の深まることであろう。

《目次》緒論／直流機／変圧器／誘導機／同期機
A5判　344頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-115-6

電気機器工学 II ２ 版改訂 ─パワーエレクトロニクスと電動機駆動の基礎─
多田隈　進（千葉工業大学）

本書はⅠ巻の直流機，誘導機，同期機など電磁機器の要点から議論を興
し，それを使いこなすためのパワーエレクトロニクスについて基礎から応用
までを簡潔に説明している。各章の始めに“この章のねらい”を掲げ，利用
頻度の少ない事項は極力避け，論理展開が散漫にならないよう随時例題を差
し挟むなど工夫を凝らしている。本書を学習することによりⅠ巻の理解も深
められる。学生のもちろんのこと研究開発や製品の設計・製造に携わる人に
とっても必須の教科書である。

《目次》パワーエレクトロニクスの基礎／サイリスタによる整流と電力回生
／インバータおよびサイクロコンバータ／同期電動機の駆動／誘導電動機の
駆動／直流および単相交流の電力変換／発電・送電分野のパワーエレクトロ
ニクス

A5判　170頁　定価2,052円（会員特価1,642円） 4-88686-270-9

電気機器学
難波江　章（長岡技術科学大学）／金　東海（上智大学）／高橋　勲（長岡技術科学大
学）／仲村　節男（東芝）／山田　速敏（埼玉大学）

変圧器，誘導機，同機器，直流機に分けて，それぞれの構造，原理，定常
特性，過渡特性，制御法について詳しく説明した。また，エネルギー制御機
器としてのシステム制御的な取り扱いも解説した。

《目次》序論／変圧器／誘導機／同期機／直流機／付録
A5判　274頁　定価2,808円（会員特価2,246円） 4-88686-198-9
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リラクタンストルク応用モータ ─IPMSM，SynRM，SRMの基礎理論から設計まで─
リラクタンストルク応用電動機の技術に関する調査専門委員会編

本書は，電気自動車や家電品をはじめとして広く利用されているリラクタ
ンストルク応用モータの原理，構造，制御などの諸技術を体系的にとりまと
めた解説書である。インダクタンスから出発してリラクタンストルクの原理
を解説し，それをモータに実際に適用するための技術や制御の技術まで展開
している。そのため，本書はリラクタンストルク応用モータを分かり易く体
系的に理解するのに最適である。また，電磁気学や従来の電気機器の理論を
ベースとしているため正しい知識を体系的に学ぶことができる。長年これら
のモータの研究開発に携わってきた専門家がわかりやすく書いており，学生
から専門技術者まで，モータ技術に携わられる方には必読の一冊である。

《目次》リラクタンストルク応用モータとは／リラクタンストルク発生の理
論／同期モータの理論と表面磁石同期モータ／埋込磁石同期モータの構造と
設計／埋込磁石同期モータの制御／シンクロナスリラクタンスモータ／スイ
ッチトリラクタンスモータ

A5判　212頁　定価3,672円（会員特価2,938円） 4-88686-299-0

現代電気機器理論
金　東海（上智大学名誉教授）

1985年発行の「電気機器学」は好評を得ているが，本書は更に，空間ベク
トル法の基礎的定義から新構築していく，回転機器の現代的応用に適合した
理論を目指した。前半は既存の機器学を古典的方法として新しい解説を加え
ながらフェーザ法による定常解析を展開した。後半は誘導機と同期機とをそ
れぞれに体系的に分類しながら，空間ベクトル法による過渡解析の理論体系
を完成させている。特に，磁石同期機の解析用チャートの導入は有用で目新
しい！

《目次》電気機器の基本事項／強磁性材料の物性と静止形機器／誘電機の古
典的解析／同期機の古典的解析／直流機とその解析／空間ベクトル法による
電気機器理論／誘導機の現代理論／同期機の現代理論／その他の可変速電動
機／可変速駆動システム構成時の問題点

A5判　368頁　定価3,132円（会員特価2,506円） 4-88686-280-8
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電動機制御工学 ─可変速ドライブの基礎─
松瀨　貢規（明治大学）

本書は，各種モータの可変速ドライブシステムを理解できるように基礎に
重点をおき，電気・機械エネルギー変換や機械負荷の性質の基礎や考え方，
モータの基本原理と統一的解析法，各種モータの位置・速度制御システムな
どにつき解説し，応用分野が拡大しているドライブ技術の基本的な知識が修
得できる教科書になっている。また，大学・高専などの講義に使用できるよ
う多くの例題を取り入れ分かりやすく懇切丁寧に記述し，理解が深まるよう
努めている。

《目次》電動機制御システムの基礎／可変速制御用電動機の基本式／電動機
可変速制御の基礎／誘導電動機の可変速制御／同期電動機の可変速制御／リ
ラクタンスモータの可変速制御／直流電動機の可変速制御／特殊電動機の可
変速制御／章末問題／付録

A5判　292頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-255-6

電機設計概論 4 版改訂 ─設計基礎から製図の基本まで─
原著：広瀬　敬一／著：炭谷　英夫（元東芝）

本書は，初版発行後２0年の歳月を掛け出版してきたものの 4 版改訂であ
る。計算式も結果だけではなく考え方を述べるなど理解しやすく解説するこ
とに努めた。設計時に目標となる基準値，制限値など，準拠する規格も最新
版に改訂した。また新たに「製図の基本」を付け加え図面の読み方に役立つ
よう配慮した。電気機器の設計の基礎を学習する学生諸君にとり必携の教科
書，参考書となることであろう。

《目次》総説／規格，仕様書／電気材料／温度上昇／冷却方式／保護方式／
誘導起電力／卷線／漏れリアクタンス／磁気回路／損失および効率／使用お
よび定格／寸法の決定／機械的設計／回転機設計例／製図の基本

A5判　200頁　定価2,592円（会員特価2,074円） 4-88686-262-4
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電気機器設計 第二次改訂版
広瀬　敬一（明星大学）

《目次》総論／規格・仕様書／設計管理／電気材料／温度上昇／通風および
冷却方法／外被の形および保護方式／電機子巻線／誘導起電力／巻線および
絶縁／漏れリアクタンス／磁気回路の計算／励磁電流の算定法／損失および
効率／容量の決定／寸法の決定／機械的設計／つりあいおよび振動／直流発
電機の設計／三相同期発電機の設計／三相誘導電動機の設計／単相変圧器の
設計

A5判　416頁　定価3,672円（会員特価2,938円） 4-88686-163-6
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パワーエレクトロニクス

基本から学ぶパワーエレクトロニクス
松瀨　貢規（明治大学）／齋藤　涼夫（東芝）

再生可能エネルギーの開発が活発になり，電力の変換制御や電力の有効利
用のエネルギーインフラ，およびスマートグリッドなど電力と情報を融合さ
せる基盤技術としてパワーエレクトロニクスは ,	電気電子工学の重要な学術
分野になっている。	本書では，その基本を習得するため，まず電気回路の
過渡現象とキャパシタやインダクタの基礎的性質を述べ，つぎにパワー半導
体デバイスの基本特性と整流回路やインバータなどの半導体電力変換回路の
動作原理と基本特性を記述し，実際の応用で留意すべき基本的な内容や適用
技術の基礎となる事項を取り上げ解説している。大学・高専の高学年の講義
や初学者のために基礎的内容を懇切丁寧に記述し，多くの例題を用いて理解
が深まるように努めている。

《目次》序章	パワーエレクトロニクスとは／電力変換回路の基礎／パワース
イッチング回路の基本性質／パワー半導体デバイスの基本特性／パワー半導
体デバイス適用の基本／交流・直流変換回路の基本動作と特性／直流・交流
変換回路の基本動作と特性／直流・直流変換回路の基本動作と特性／交流・
交流変換回路の基本動作と特性／パワエレ・システムの構成と制御／モータ
制御システム／電力利用・発生・輸送用パワーエレクトロニクス

B5判　336頁　定価4,104円（会員特価3,283円） 4-88686-287-7

パワースイッチング工学 ［改訂版］─パワーエレクトロニクスの中核理論─
金　東海（上智大学名誉教授）

現代電気工学の中心技術パワーエレクトロニクスはなおも発展拡大の途上
にあるが，その中核たるスイッチングに依る電力変換工学はすでに成熟し
た。教育的見地から，この学問を集大成的統合ではなく，新たに理論構築し
体系化する必要がある。本書はこれに答えた新著であり，新規概念の導入に
より電力変換の原理と事象を明解に説明し，必要な言葉を定義し，事象を分
類し，理論体系を構築した。学生を教育し，創造へと導く新しい知見に満ち
た教科書である。

《目次》パワースイッチング工学の基本事項／半導体スイッチングデバイス
／体系化のための諸分類／直流─直流変換／直流─交流変換／交流─直流変
換／交流─交流変換／その他のスイッチング技術／パワーエレクトロニクス

A5判　330頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-296-9
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電気機器・パワーエレクトロニクス通論
深尾　正（東京工業大学名誉教授）

電気機器・パワーエレクトロニクスの技術は急速に進歩・拡大している。
本書ではその基本事項を整理・厳選し，限られた学習・授業時間の中で理解
できるよう，最初にすべての機器に共通する基本的・共通的な事項を説明
し，その後学習時間数に応じてより詳細な項目を学習できるように解説を工
夫している。特に，電気機器・パワーエレクトロニクスの応用装置を研究・
開発しようとする研究者・技術者がさらに高度な論文・文献・教科書を理解
する際，必要不可欠な項目を網羅説明している。

《目次》電力の発生から消費まで／磁束と変圧器の基礎／変圧器の等価回路
と特性／リアクトル・キャパシタと磁界および電界のエネルギー／磁界のエ
ネルギーと電磁力／回転機の基本原理─電気・機械エネルギー変換野基本原
理─／直流機および整流子機の特性／同期機の特性／誘導機の特性／パワー
エレクトロニクスの基礎／パワー半導体デバイス／他励交直変換装置／自励
インバータ／直流変換装置および交流変換装置／パワーエレクトロニクスの
応用

A5判　328頁　定価2,916円（会員特価2,333円） 4-88686-286-0

パワーエレクトロニクス機器のEMC
パワーエレクトロニクス機器のEMC解析・抑制技術協同研究委員会編

インバータをはじめとするパワーエレクトロニクス技術は，省エネルギー
のキーテクノロジーとしてその適用範囲が益々広がっている。本書は，パワ
ーエレクトロニクス機器の EMC に関して，規格，測定法，解析法，抑制法
について基礎から詳細に解説している。また，産業，空調，照明，新エネル
ギー，鉄道の各分野における事例についても，第一線の技術者が紹介してい
る。

《目次》序論／EMC の概要／パワーエレクトロニクス機器の EMC 規格／パ
ワーエレクトロニクス機器の EMC 試験測定法／EMI の解析・抑制技術／
EMI の基礎知識／モデリングおよび解析法／AC ラインに設けるノイズフィ
ルタの構成と設計手法／個別分野における事例／産業分野／空調分野／照明
分野／新エネルギー分野／鉄道分野

A5判　244頁　定価4,320円（会員特価3,456円） 4-88686-291-4
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パワーエレクトロニクスの基礎
池田　吉堯（横浜国立大学）／北村　覺一（中央大学）／正田　英介（東京大学）

《目次》パワーエレクトロニクス序論／電力用半導体素子／電力変換回路／
電力変換装置の応用

A5判　248頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-216-0
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電気電子計測

電磁気計測 改訂版
西野　治（東京大学名誉教授）

《目次》計測一般（電気計測，単位と標準器，測定の誤差と測定値の取扱い）
／電気計測（指示電気計器の構成，指示電気計器，検流計とオシログラフ，
積算計器，記録計器，計器用変成器）／電磁気測定（電気計測用器具，電流
と電圧の測定，電力の測定，抵抗の測定，インダクタンス・静電容量・イン
ピーダンスの測定，磁気測定）／電気応用計測（遠隔測定，工業計測，放射
線計測）／電子計測（半導体と電子回路の計測，高周波計測，電子計測回路）

A5判　284頁　定価2,592円（会員特価2,074円） 4-88686-161-X

電気電子計測の基礎 ─誤差から不確かさへ─
山﨑　弘郎（東京大学名誉教授）

ノーベル物理学賞受賞者の小柴氏，田中氏は計測技術に関する業績で，高
度の電子応用計測技術の最先端である。本書は基礎科学や先端技術を志向す
る学生や技術者を対象に，電気電子系だけでなく理工学の横断的基盤として
の計測技術の基礎を学ぶ上で役立つ教科書である。現代ではセンシング技術
や情報処理技術なくして最新の計測を語れないのでそれらを含めた全体像を
示すことを重視した。誤差の代り不確かさを計測の評価のキーワードとした
のも本書の特徴である。

《目次》計測とは何か／計測標準とトレーサビリティ／計測器の基本的機能
と共通要素／計測情報の評価と向上／電圧・電流の計測／電力，電力量の計
測／周波数の計測，波形の観測／抵抗，インピーダンスの計測／磁気量の計
測／センサによる信号変換と電子応用計測

A5判　248頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-248-9
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電気電子応用計測
編著：井出　英人（青山学院大学）

本書は実験の基盤となる科目であることから，計測が何を測定しているの
か量的関係を直観的に把握できることを念頭に，最近のコンピュータと一体
化した計測システムなども理解できるよう動作解析においては回路図も用
い，数学的記述と同時に定性的観点から原理および構造などを詳しく解説し
た。現代の計測は，各種の物理・化学量が電気的な量に変換されて計測され
ることから，他分野，他学科の学生，技術者にも必読の書となることであろ
う。

《目次》電気応用計測一般／流体計測／光計測／音の計測／半導体計測／生
体計測／電磁波計測

A5判　256頁　定価2,916円（会員特価2,333円） 4-88686-243-8

電気計測基礎
日野　太郎（東京工業大学）

《目次》測定の基礎／測定結果の処理／電気計器／測定一般／電気量の測定
／物理化学量の電気計測

A5判　224頁　定価2,268円（会員特価1,814円） 4-88686-187-3

基礎センサ工学
伊東謙太郎（信州大学）／高橋　清（東京工業大学）

《目次》センサの物理／センサ系の基礎特性／光・放射線センサ／レーザセ
ンサ／光ファイバセンサ／超音波・マイクロ波センサ／温度センサ／磁気セ
ンサ／ひずみゲージ／化学センサ／バイオセンサ／センサと微細加工／セン
サの機能化・集積化／センサのインテリジェント化／生体のセンサ／センサ
の将来像／問題解答／付録

A5判　232頁　定価2,592円（会員特価2,074円） 4-88686-214-4
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材料・物性・デバイス

電気電子材料 ─基礎から試験法まで─
大木　義路（早稲田大学）／石原　好之（同志社大学）／奥村　次徳（首都大学東京）
／山野　芳昭（千葉大学）

電子や光までに及ぶ電気材料の基礎から試験法を詳しく解説！
本書は1960年に発行し長年多くの大学，高専で採用され定評を博してきた

「電気材料」を改めた教科書である。目覚しく進歩する材料に対応すべく電
子，光に関する解説も新たに加え，基礎知識から使用法，試験法まで学べる
よう工夫した本書は学部の教科書はもちろん実務に携わる技術者の方の参考
書としても役立つものである。

《目次》電気電子材料の基礎／電気電子材料概論／機種別に見た電気電子材
料の使われ方／電気電子材料試験法の原理

A5判　308頁　定価3,348円（会員特価2,678円） 4-88686-252-7

電気電子材料工学
櫻井　良文（摂南大学）／小西　進（九州大学）／松波　弘之（京都大学）／吉野　勝
美（大阪大学）

現代の高度にエレクトロニクス化，情報化された社会，それを支える電気
エネルギー技術を可能としているのは電気電子材料の著しい進歩である。即
ち，電気電子材料は急激に変貌，進歩し，多様化しており，材料，素子，デ
バイスの間の区別が薄れてきたものもある。このような状況に応えるため教
科書，入門書として電気電子材料の基本的な考え方，基礎から最新の電気電
子材料の実際までを理解できるようにわかりやすく，また，参考書，自習書
として電気電子材料を作る側，利用・応用する側，いずれの立場の研究者，
技術者にも役立つように配慮し豊富な資料をも取り入れて執筆されている。

《目次》電気材料の基礎／誘電体・絶縁体材料／磁性体材料／半導体材料／
導電材料／材料の評価法／問題解答

A5判　312頁　定価3,996円（会員特価3,197円） 4-88686-219-5
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ナノテク材料 ～ポリマーナノコンポジット絶縁材料の世界～
先端複合ポリマーナノコンポジット誘電体の応用技術調査専門委員会編

２1世紀初に突如として現れた「ナノテク絶縁材料」，その優れた性能と革
新的な応用例を説明する解説書の決定版である。まず，社会インフラを支え
る電力機器・送電ケーブル・パワーエレクトロニクスなどにおいて拡大しつ
つある適用検討例を紹介し，それらの土台となる種々の基礎現象・メカニズ
ム，さらにそれを支える理論を斬新な構成で丁寧に説明している。現在のナ
ノコンポジット絶縁材料を総合的に鳥瞰できる一冊である。

《目次》ポリマーナノコンポジット絶縁材料の何が魅力か？／ナノコンポジ
ットは電力・社会インフラを変革する／複数機能を両立させたスーパーコン
ポジットへの期待が高まっている／ナノフィラーをポリマーに均一分散する
ことが重要である／ナノフィラー分散により電気絶縁性能が革新的に向上す
る／ナノフィラー分散により熱的・機械的な性能が向上する／ポリマー/ナ
ノフィラー界面の構造が電気絶縁性能を向上する／コンピュータシミュレー
ションにより性能向上のメカニズム解明が進められている／ポリマーナノコ
ンポジット絶縁材料の将来展望は？

A5判　348頁　定価4,428円（会員特価3,542円） 4-88686-294-5

電子物性基礎
大場勇治郎（慶応義塾大学）／池崎　和男（慶応義塾大学）／桑野　博（慶応義塾大
学）／松本　智（慶応義塾大学）

《目次》シュレーディンガー方程式とその解／結晶の構造／格子振動と格子
比熱／固体のエネルギー帯理論／固体内のキャリヤ密度／固体内における電
子伝導／半導体デバイス／固体の誘電的性質／物質の光学的性質／物質の磁
気的性質／付録／問題解答

A5判　328頁　定価3,888円（会員特価3,110円） 4-88686-215-2
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基本から学ぶ電子物性
松本　智（慶應義塾大学）

現代情報化社会の基盤となっているのは，VLSI，高周波トランジスタ，
LED，　半導体レーザ，磁気メモリーなどである。これらは半導体，絶縁
体，金属，誘電体，磁性体などの物質の性質を巧みに利用している。これに
は物質中の電子のふるまいが係わっており，その理解が重要である。本書
は，電子物性を初めて学ぶ学生に対して，重要な事項を無理なく理解できる
よう丁寧かつ具体的な事例を示して説明した入門的な教科書である。

《目次》物質のなりたち／電子の性質／原子の構造／結晶の構造／格子振動
と比熱／結晶内における電子のエネルギー／半導体／半導体デバイス／超伝
導／誘電体／磁性

B5判　244頁　定価3,132円（会員特価2,506円） 4-88686-283-9

誘電体現象論
犬石　嘉雄（大阪大学）／川辺　和夫（大阪大学）／中島　達二（電子技術総合研究
所）／家田　正之（名古屋大学）

《目次》誘電体基礎論／（固体の原子論，電子論，高分子物質）／誘電分極／
誘電率および誘電体損（誘電体の巨視的性質，静誘電率の分子理論，均質誘
電体の分散と吸収，複合誘電体）／強誘電体（圧電現象，強誘電体と光）／誘
電体の電気伝導（固体，液体，誘電体の電気伝導）誘電体の絶縁破壊／放電
によって生ずる固体絶縁破壊

A5判　376頁　定価3,240円（会員特価2,592円） 4-88686-108-3

物性論 第二次改訂版
向坊　隆（東京大学）／笛木　和雄（東京大学）

《目次》原子構造と元素の周期性／原子間の力と分子構造／統計熱力学の概
要／化学反応と反応速度論／気体の性質／液体と界面の性質／固体の（構
造，導電性，誘電的性質／光学的性質／磁気的性質／熱的性質／力学的性質
反応）／超電導／量子力学の概要

A5判　360頁　定価3,672円（会員特価2,938円） 4-88686-185-7
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超電導工学 改訂版
菅原　昌敬（横浜国立大学）／塚本　修己（横浜国立大学）／山村　昌（工学院大学）
／山本　充義（埼玉大学）

《目次》超電導現象／高温酸化物超電導体／応用の基礎となる超電導特性／
超電導線／超電導電磁石／超低温技術／超電導の応用

A5判　296頁　定価4,212円（会員特価3,370円） 4-88686-109-1

半導体デバイス 改訂版
垂井　康夫（東京農工大学名誉教授）

半導体デバイスは初版発行以来，多くの大学などで教科書・参考書として
採用され好評を博してきた。発行後２0年を経た現在，プロセス技術，ウェー
ハの大口径化，結晶品質の向上など著しい進歩を遂げている技術に対応すべ
く全面的に見直しを行い，CMOS,	 SOI による高速低電力化から IGBT,	
GTO による大電力化までの新分野をカバーするなど内容の刷新を図った。

《目次》半導体の知識／pn 接合／バイポーラトランジスタ／金属-絶縁体-半
導体（MIS）および金属-半導体（MS）構造／電解効果デバイスの構成と特
性／半導体処理・製作技術／集積回路／問題略解

A5判　368頁　定価3,996円（会員特価3,197円） 4-88686-221-7

世界を動かすパワー半導体 ─ IGBTがなければ電車も自動車も動かない─
編著：IGBT 図書企画編集委員会／編著代表者：関　康和／本文著：児玉　浩憲

ハイブリッド車や新幹線など多くのモータ制御を可能としているパワー半
導体素子のほとんどすべてを IGBT が席捲している。この IGBT は，いまま
でアメリカ生まれの素子と思われていたが，1968年に日本にて最初の特許が
出願され，かつ成立していることがわかった。いったい真の発明者は誰なの
か？また IGBT は当初多くの問題を抱え，デバイス開発者たちは周囲からの

「やめろ！」という非難に立ち向かって開発を続けた。世代交代を通して急
激に発展した IGBT も，これら開発者たちの努力や失敗の産物である。四半
世紀の間に繰り広げられた開発者たちの葛藤とそれをどのように克服して乗
り越えたのか，IGBT 開発の歴史の裏に技術者たちの真の姿が浮かび上がる。

《目次》プロローグ／電車の動きを制御する／家電や自動車を支える／広が
る応用分野／進化続ける IGBT／アイデア競いモノづくり／エピローグ／あ
とがき

A5判　214頁　定価2,052円（会員特価1,642円） 4-88686-271-6
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最新レーザプロセシングの基礎と産業応用
電気学会・次世代レーザプロセシングとその産業応用調査専門委員会編

レーザプロセシングはナノ・バイオテクノロジーなど現在の産業界にとり
重要かつ最先端の技術となっている。この分野の技術は著しく進歩しており
最近では新たな光源や加工法などの研究，開発で新展開を見せている。本書
は最新のレーザプロセシングの原理，特長，レーザ光源，加工システムから
技術，更には産業への応用までをわかりやすく解説し，学生や若手研究者，
技術者が実験，研究，開発を行う上での必読書である。

《目次》プロセス用レーザ装置／基礎現象／プロセス装置の基礎／各種レー
ザプロセシング／プロセスモニタリングおよび試料評価技術／生産現場にお
ける各種プロセスのシステム構成と適用例

A5判　300頁　定価4,536円（会員特価3,629円） 4-88686-256-3

電子・イオンビーム工学
高木　俊宜（京都大学）

《目次》電子とイオン／電子の発生とビーム形成／イオンの発生と引き出し
／荷電粒子の運動とビーム輸送／電子の密度変調と速度変調／荷電粒子ビー
ムと固体表面との相互作用／荷電粒子ビーム応用装置／付録／問題解答

A5判　338頁　定価4,104円（会員特価3,283円） 4-88686-217-9

プラズマ工学
関口　忠（東京大学名誉教授）

《目次》序説／プラズマ粒子の軌道運動論／電磁流体力学によるプラズマの
取扱い／プラズマの気体運動論と輸送・緩和現象／プラズマ中の振動・波動
現象／磁界中プラズマの力学的平衡と安全性／プラズマ-固体壁材料間の相
互作用／プラズマ生成法／超高温プラズマへの加熱／非熱平衡プラズマの応
用／熱（平衡）プラズマの応用／電磁流体の流れと応用／核融合プラズマと
核融合エネルギー開発／プラズマ計測法／付録／問題解答

A5判　444頁　定価4,104円（会員特価3,283円） 4-88686-220-9
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情報・コンピュータ

基本から学ぶＣ言語プログラミング
北　栄輔（神戸大学）／玉城　龍洋（沖縄工業高等専門学校）

初心者向けＣ言語の学習書では，プログラミングに不慣れな人にも丁寧な
説明をするためにページ数が多くなり，学習意欲が萎えてしまう。アルゴリ
ズムの学習書では，プログラミング言語の基本を完全に理解していることを
前提とするため実際のコーディングの説明が不足しがちである。本書は両方
に対応するために，簡潔に説明したＣ言語の学習テキストと，アルゴリズム
の学習テキストを組み合わせた構成になっている。

《目次》はじめの一歩／定数・編数・配列変数と型宣言／プリプロセッサと
入出力／演算子／制御構造関数／構造体と共用体／再帰的プログラミング／
モンテカルロ法／ソート／探索／数値積分／連立一次方程式の解法／遺伝的
アルゴリズム

B5判　84頁　定価2,268円（会員特価1,814円） 4-88686-285-3

ユビキタスコンピューティングと応用 ─社会や家庭に広がる情報技術─
編著：瀧　寛和（和歌山大学）／堀　聡（ものつくり大学）

本書は最新の情報処理技術である「ユビキタスコンピューティング」の歴
史，未来，そして夢を背景に現在の基本技術と応用事例を体系的にまとめた
ものである。基本技術については，RFID タグ，アドホックネットワーク，
省電力無線端末 Mote,	電子ブックなどの装置や技術を網羅しており，応用
事例では，生産流通の過程におけるトレーサビリティ，屋外の環境情報を計
測するフィールドサーバー・ネットワーク，観測網を構築するセンサーネッ
トワーク，地図情報 GIS の活用，新しい記録方式や作業マニュアル自動生
成，ユビキタス地震計などを幅広く取り上げている。ハンドブック的な一面
も備えておりシステム工学・情報工学に携わる学生・技術者・研究者の必読
書となるであろう。

《目次》ユビキタスの歴史と未来／ユビキタス社会を支える技術／広がるユ
ビキタス技術の産業応用／ユビキタスの夢／付録：Mote　サンプルプログ
ラム

A5判　176頁　定価2,376円（会員特価1,901円） 4-88686-268-6
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情報家電ネットワークと通信放送連携 ─ IPTVで実現する家庭内ユビキタス─
編著：阪田　史郎（千葉大学）

1990年代半ばを境に白物家電に加え情報家電と呼ばれる新しい機器が家庭
内に導入され，更に最近では AV 家電や PC 機器なども加わりホームネット
ワークが構築されつつある。

本書は，ユビキタスネットワーク社会に取り重要なシステム技術である情
報家電をネットワーク化するための技術を中心に最新の通信放送連携にわた
る内容までをも集約し解説したものである。

《目次》情報家電ネットワークとその応用分野／情報家電ネットワークの動
向／情報家電をつなぐネットワーク／ネットワークミドルウェア／IPTV と
通信放送連携

B5判　224頁　定価2,808円（会員特価2,246円） 4-88686-269-3

メタヒューリスティクスと応用
編著：相吉　英太郎（慶應義塾大学）／安田　恵一郎（首都大学東京）

本書は新たな最適化手法である「メタヒューリスティクス」のアルゴリズ
ムと応用事例を体系的にまとめたものである。アルゴリズム編では，
Memetic アルゴリズム，人工免疫システム，アントコロニー最適化手法，
Particle	Swarm	Optimization などの最新の手法を幅広く網羅しており，応
用編では，スケジューリング問題，配送計画問題，構造最適設計への応用な
どを幅広く取り上げている。ハンドブック的な利用も可能であり，システム
工学・情報工学に携わる学生・技術者・研究者必携の書である。

《目次》進化論的最適化手法／マルチエージェント型最適化手法／力学モデ
ルによる最適化手法／シミュレーティッド・アニーリング，タブサーチ，ト
ンネリングアルゴリズム／ハイブリッド手法および発見的手法の解析・評価
／スケジューリング問題への応用／エネルギーシステムへの応用／設計・制
御への応用／付録：代表的最適化問題の概要とベンチマーク問題

B5判　448頁　定価8,208円（会員特価6,566円） 4-88686-261-7
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エピソードでたどるパソコン誕生の謎
岸野　正剛（姫路工業大学名誉教授）

パソコン誕生には多くの驚くべきとんでもないエピソードや若者の夢から
生まれた技術が含まれている。多くの電子技術はパソコンが世に出る鍵にな
った。マイクロプロセッサの開発もその一つだ。これなしに現在のパソコ
ン，スマートフォン，コンピュータ，そして，インターネットはあり得ない。

本書は，インターネット誕生までに生まれた一見難しそうな電子技術の謎
とき問答であるが，話は女子大新入生と町の物知り博士の対話の形で流れて
いくので，若者たちだけでなく多くの一般の読者に違和感なく受け止められ
るに違いない。

《目次》プロローグ／インターネットの生まれた経緯とパソコン誕生までの
あらすじ／「電気を発生させる原理」を発見したファラデー／真空管の発明
とエレクトロニクス時代の幕開け／真空管のサイズを豆粒以下にしたトラン
ジスタの発明／すべての電子部品を格納した IC チップの登場：主役はキル
ビーとノイス／電子式計算機の発明からプログラム内蔵方式への進化／コン
ピュータの頭脳すべてを IC チップ（シリコン）上にのせたマイクロプロセ
ッサ／若者たちの狂気の夢から生まれたパソコン／マッキントッシュの誕生
秘話／まとめおよびインターネットのその後／エピローグ

A5判　250頁　定価1,728円（会員特価1,382円） 4-88686-279-2
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実験指導書

電気実験（基礎・計測編）

《目次》各種計器の取扱い／オーム／キルヒホッフの法則の実験／電池の感
度特性／抵抗測定／ブリッジ法／計器の目盛定め／オシロスコープの使い方
／電力測定／磁気測定／鉄損測定等３７種の実験

B5判　84頁　定価1,404円（会員特価1,123円） 4-88686-155-5

電気実験（機器・電力編） 修正増補版

《目次》変圧器／誘導機／サイリスタ等の各種試験／シーケンス制御による
発電機運転／継電器の特性試験／高圧試験／がいし／模擬送電線／照明関係
測定／電子冷却装置／高周波焼入／超音波の実験等41種の実験

B5判　120頁　定価1,728円（会員特価1,382円） 4-88686-156-3

電気実験（電子編） 改訂版

《目次》デジタルテスタ／電子電圧計／直流安定化電源の取扱い／電子菅の
各種特性測定／ダイオード・サーミスタ・バリスタ・トランジスタ・SCR・
FET の各種特性測定／電子菅及び半導体電子を使った各種電子回路の特性
測定／ひずみ測定／光電素子と光通信実験／OP アンプ／作動増幅回路の特
性測定／各種発振・変調・復調回路の特性測定／抵抗減衰器／フィルタの特
性測定／受信機の総合特性測定／空中線／マイクロ波測定／アナログ電子計
算機実験／インデシャル応答の測定／ボード線図の作成／サーボモータの特
性測定／マルチバイブレータ／のこぎり波特性測定／MIL 記号の演習・ゲ
ート回路・プール代数・FF 回路／並列加減算・10進数と BCD コードの変
換など実験／パソコンのプログラミング／FET・アナログ IC・ディジタル
IC の試験

A5判　154頁　定価2,052円（会員特価1,642円） 4-88686-157-1
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電気・電子応用

電気応用 改訂版
吉江　清（千葉大学）／中路　幸謙（青山学院大学）／国松賢四郎（海外鉄道技術協力
協会）／曽根　悟（東京大学）／向　正夫（埼玉大学）／木脇　久智（東京農工大学）
／高橋　英男（富士通研究所）／宮里　孝典（精工舎）／大内　淳義（日本電気）／太
田　善久（三栄測器）／西堀　清美（東京エンジン工業）

《目次》電燈照明／電熱と熱ポンプ／電気鉄道／応用電気化学／各種の電気
応用

A5判　328頁　定価2,916円（会員特価2,333円） 4-88686-167-9

バイオメディカルフォトニクス ─生体医用光学の基礎と応用─
次世代メディカル・レーザ応用技術調査専門委員会編

光・レーザの医学・バイオ応用技術は，その全容を捉えるのが困難なほど
急速に多様化し飛躍的な進歩を遂げている。本書はこの領域の最先端の技術
につき基礎となる光と生体の相互作用と主なデバイスをはじめ診断・分析・
イメージング応用，さらには治療・生体プロセシング応用技術や重要な臨床
応用例を解説している。他に類書を見ない本書は様々な分野の学生，技術
者，研究者および医療従事者にとり貴重な必読書となることであろう。

《目次》光・レーザと細胞・組織との相互作用／生物学・医学用光源および
光伝送路／分光診断，生化学分析／組織・機能イメージング／高空間分解能
イメージング／治療，生体プロセシング

B5判　216頁　定価4,104円（会員特価3,283円） 4-88686-272-3

電気工学概論
池田　吉堯（横浜国立大学）／関口　隆（横浜国立大学）／北村　覺一（中央大学）／
柳沢　健（東京工業大学）

《目次》電気基礎論／電子基礎論／計測と制御／電力工学とその応用／電子
回路／電気通信と電子応用

A5判　288頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-110-5
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光技術と照明設計 ─基礎からインテリアデザインまで─
編著：池田　紘一（東京理科大学）／小原　章男（元	東芝ライテック）

本書は教科書とし好評を博した「照明工学」をベースに，内容，装丁など
を一新し書下ろしたものである。光技術の基礎から照明設計などの新しい技
術を系統立て詳しい解説することはさることながら，照明には不可欠なイン
テリアデザインの基本までおも網羅し分野に関わる範囲を幅広くカバーし，
さらには，電験受験者の参考書としても役立つよう練習問題を各章に取入れ
ている。照明工学をハード，ソフト面から幅広く学べるよう編纂した本書
は，ハンドブックとしても座右の書となるであろう。

《目次》光技術の基礎と照明設計／色／測光・測色／光源／照明器具と照明
制御システム／照明計算／照明設計／照明設計の実際／インテリアデザイン
の基本／光放射の応用

B5判　306頁　定価4,428円（会員特価3,542円） 4-88686-246-2

ミリ波技術の基礎
ミリ波技術のグローバルシステム応用とその展開調査専門委員会編

高度情報通信社会を構築するには，ミリ波帯を有効利用することが必要不
可欠である。本書はミリ波の最新技術の各種デバイス技術から EMC，計
測，材料，システム技術という側面をより詳細に解説したものである。執筆
にはこの分野でエキスパートとして先端的研究に従事している専門家が参画
し，十分に研ぎ澄まされた内容となっている。この分野に携わる技術者，研
究者はもちろんのこと，専攻する学生にとっても必携書となると共に，さら
には高周波技術関連産業，およびその応用分野市場の振興，発展にも多いに
役立つものである。

《目次》まえがき／総論／ミリ波材料／計測／EMC ／回路技術／ミリ波シ
ステム

A5判　304頁　定価4,860円（会員特価3,888円） 4-88686-273-0
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〈電磁界生体影響問題調査特別委員会報告書〉
電磁界の生体影響に関する現状評価と今後の課題

電磁界と生体，特に人の健康との関連については，多くの研究が行われ，
なお種々の検討が続いている。今までの各種国際機関や公的機関の評価で
は，健康に対する影響は認められないとするのが一般的であるが，一方で
は，影響があるのではと心配する向きもある。このため，電磁界問題の実態
を正しく認識・理解することが重要である。電気学会では，1995年1２月に電
気工学および医学・生物学の専門家からなる「電磁界生体影響問題調査特別
委員会（委員長　関根泰次　東京理科大学教授）」を設置し，中立，公正な
立場から，この問題に対する研究の調査，総合的な評価活動を行ってきた。
この報告書は，その ２ 年余りにわたる調査活動の成果として発刊するもので
ある。

《目次》要約／各種環境における電磁界の実態と評価／電磁界の生体影響に
関する研究の評価と課題

A4判　238頁　定価4,320円　4-88686-054-0

電磁界の生体影響に関する現状評価と今後の課題第 II 期報告書
電磁界生体影響問題調査特別委員会

電磁界が人の健康に影響するのではないかということは，新聞などで時折
報道され，不安を感じている方がいる。電気学会では，そのような不安，心
配を軽減することを目的として，1995年に会長直属の「電磁界生体影響問題
調査特別委員会」（委員長　関根泰次　東京理科大学教授）を発足させ，こ
の問題の実態を正しく認識，理解し，それを一般に広める活動を行ってき
た。専門性の高い，かつ偏らない判断を期するために，「特別委員会」には
電気工学だけでなく，医学・生物学の専門家にも参加いただいた。この報告
書は第 II 期（1998年～２00３年）の調査結果をまとめたもので，特に健康と
の関連については，世界で発表された２55件の論文を精査した結果，「通常の
居住環境における電磁界が人の健康に影響を与えるとはいえない」と結論づ
けている。

《目次》要約／電磁界の基礎および実態と評価／電磁界の生体影響に関する
研究現状と評価

A4判　210頁　定価3,240円　4-88686-059-1
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身の周りの電磁界と人の健康への影響
電磁界生体影響問題調査特別委員会

多方面より反響があった「電磁界の生体影響に関する現状評価と今後の課
題」の要約編の内容を，このたびダイジェスト版として発刊したものであ
る。図，表など多く配しわかりやすい内容で，一般の方々にも電磁界の現象
が理解いただけるのではないかと思う。

《目次》課題の背景と委員会の役割／環境電磁界に関する調査と評価／生体
への影響に関する調査と評価／研究・評価活動の状況／委員会としての結論
と今後の課題／付録 1 用語解説

A4判　30頁　定価972円　4-88686-055-9
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技術者倫理

基礎からの技術者倫理 ─わざを生かす眼と心─
松木　純也（福井大学）

技術者倫理の時代，背骨のしっかりした技術者を目指そう！
技術者倫理の目標は，社会的存在としての技術者のあるべき姿・生き方を

考えることである。現代の課題に答えられる背骨のしっかりした技術者にな
るために必要な基礎知識をしっかり学べるように，技術者倫理が重要視され
るようになった時代背景，科学の誕生から発展を主導した概念，科学の特
質，技術者が作り出した世界の課題，技術者の存在様式，日本特有の課題な
ど，技術者倫理にまつわる広範な基本的概念が大局的観点から把握・理解で
きるように叙述されている。

《目次》はじめに／技術者倫理の時代／科学技術文明の誕生／科学の特質／
技術者が作り出した世界／技術者の存在様式／科学技術文明の限界と「他
者」の回復／日本の科学技術文明の受容／新しい技術者像／おわりに

B5判　198頁　定価1,944円（会員特価1,555円） 4-88686-253-5

技術者倫理事例集
電気学会倫理委員会編

人の倫理観は家庭，学校，職場などで形成されていく。電気学会は技術に
関わる人たちが倫理判断を要する事態に遭遇したときのよりどころとして，
倫理綱領と行動規範を定めた。綱領，規範をよりどころにするためには，実
際に判断してみる演習が役に立つ。すなわち事例を客観的に評価し，あるい
は主観的に考察するときに，実際に綱領，規範をよりどころにしてみる練習
が有効である。本事例集はそのような教育訓練を行うための教材として作成
した。

《目次》まえがき／電気学会倫理綱領／電気学会行動規範／事例と倫理綱領
の対応／事例集の学び方／JCO 臨界事故／福知山線の脱線事故／自動回転
ドア事故／エレベーターの事故／工程管理のジレンマ電力設備の建設／研究
成果は誰のものか／企業研究者のエネルギー事業分野選択／あとがき

A5判　80頁　定価648円（会員特価518円） 4-88686-278-5
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事例で学ぶ技術者倫理 技術者倫理事例集第 ２ 集
電気学会倫理委員会編

この本には，読者に考えてほしい課題を山と詰め込んでありますが，模範
解答は示してありません。課題の性質が，公式に従って方程式を解くような
ものではないからです。でも解は必要です，課題解決のためには，解の候補
をいくつも自分で考えて，その中から最適なものを選びましょう。そして，
それがなぜ最適なのかを，説明してみましょう。そのような力を持つ人を，
以前にも増して今の社会は必要としています。この本で，その力を養いませ
んか。

《目次》技術者倫理の基礎（ことば／技術と技術者／倫理とコンプライアン
ス／技術者倫理と技術倫理／倫理の規範性と普遍性）／事例に学ぶ／大震災
を考える（テレビ局記者への対応／放射能汚染に関わる相談ボランティア／
防災無線の呼びかけ／新幹線と地震対策／福島第一原子力発電所の事故と電
気技術／原子力発電所の事故を振り返って）／研究開発を考える（研究者の
モラル／新製品の開発競争／論文問題と利益相反／磁性材料「ネフェライ
ト」はこうしてできた／島	秀雄と技術者倫理─東海道新幹線開発とその前
後─）／見方を広げる（訓練と非常事態時の行動／技術の流出／耐震強度偽
装事件／工学と金融危機／科学的不確実性と社会的な意思決定）

A5判　118頁　定価972円（会員特価778円）　4-88686-295-2
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電気工学ハンドブック

電気工学ハンドブック（第 7版）
電気工学ハンドブック改版委員会

電気工学のすべての知識を 1 冊にまとめたハンドブック !
「電気工学ハンドブック」の第 1 版は1951年に出版された。以来，電気工

学分野の拡大と歩をあわせて改訂を重ね，今回，第 ７ 版を発行することとな
った。

これまで，本ハンドブックは電気工学に携わる多くの方々からの信頼を
得，理工学分野の代表的なハンドブックとしての地位を築いてきた。今回の
改訂にあたっては，前回の改訂以降の技術革新を反映し，すべての工学分野
の基礎たるべく，環境・エネルギーから情報通信まで，広範に電気工学の知
識を盛り込んだハンドブックとした。

《目次》数学／基礎物理／電気・電子物性／電気回路／電気・電子材料／計
測技術／制御・システム／電子デバイス／電子回路／センサ・マイクロマシ
ン／高電圧・大電流／電線・ケーブル／回転機一般・直流機／永久磁石回転
機・特殊回転機／誘導機・同期機／リニアモータ・磁気浮上／変圧器・リア
クトル・コンデンサ／電力開閉装置・避雷装置／保護継電器・監視・制御装
置／パワーエレクトロニクス／ドライブシステム／超電導および超電導機器
／電気事業と関係法規／電力系統／水力発電／火力発電／原子力発電／送電
／変電／配電／エネルギー新技術／計算機システム／情報処理ハードウェア
／情報処理ソフトウェア／通信・ネットワーク／システム・ソフトウェア／
情報システム・監視制御／交　通／自動車／産業ドライブシステム／産業エ
レクトロニクス／モーションコントロール／電気加熱・電気化学・電池／照
明・家庭機器／静電気・医用電子・一般／環境と電気工学／関連工学
オーム社発行　　本文 PDF を収録した DVD-ROM　 1 枚付

B5判　上製・函入　2690頁　定価48,600円（会員特価43,740円）

電気データブック
編者：桂井　誠／高橋　一弘／宅間　董／道上　勉／田原　紘一

電気科学全般に共通な基礎データ，各分野で重要なデータのすべてを結
集。講義，研究，実験，論文をまとめるなどの際に役立つ座右の書。

従来のハンドブック類より素早く学術データにたどり着け，広汎な電気技
術の体系を適確に把握できる。

《目次》基礎分野／機器分野／電力分野／情報・通信分野／応用分野／共通
分野

朝倉書店発行　B5判　520頁　定価17,280円（会員特価15,552円）
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電気に関する話題をわかりやすく説明した一般向けの図書です。電気を専門とする人
にも，新しい視点のヒントを見つけていただけることでしょう。技術啓発書となってい
ますが，教科書として採用されている図書もあります。

電気学会ホームページのトップページから，「図書販売サイト」へ入り，出版物の区分
で「技術啓発書」をご参照ください。

志田林三郎 傳 ─日本電気工学の祖─
信太　克規（佐賀大学名誉教授）／志佐　喜栄（多久市郷土資料館）

本書は，今日の日本の情報化時代を明治時代に既に予測していた人物，日
本の電気工学の先駆者，志田林三郎の生涯を丁寧に記述した歴史書である。
佐賀・多久での生い立ちから東京・工部大学校の卒業までの第一部と卒業後
の英国グラスゴー大学留学，帰国後の官界学界での活躍，３6才での早逝まで
の第二部から構成される。彼が設立した電気学会の最初の総会での驚嘆すべ
き演説内容が1２5年前になぜできたのか，その発想は今日に生かせるのか，
本書は彼の生涯からその謎を探る試みである。

《目次》誕生から工部大学校卒業まで：文教の里，佐賀藩多久領／志田林三
郎と多久／上京／電気工学者への道
英国留学と帰国後の電気工学発展への貢献：異国グラスゴーでの留学生活／
官学両面で大活躍の志田林三郎／電気学会の誕生／早逝した電気工学の巨人
／志田林三郎と先見性

A5判　196頁　定価1,836円（会員特価1,469円） 4-88686-288-4

電磁波のすばらしい世界 ─携帯電話から光合成まで─
原著者：高田　達雄（東京都市大学名誉教授）／編著者：児玉　浩憲

“電磁波”を怖がっている人がいるらしいが，もはや電磁波抜きでは現代
社会は成り立たない。携帯電話やテレビ，インターネットや国際情報通信
は，電磁波を最大限に活用したものだ。太古から太陽が放出する電磁波のお
かげで植物が光合成を行い，動物たちを養って地球の生態系を造り上げてき
た。人類が食糧問題やエネルギー問題を考える上でも，電磁波の知識は不可
欠である。本書には，電磁波にまつわるトピックや物語もたくさん盛り込ま
れているので，若者たちの関心を集めるに違いない。大学の入学前教育や導
入教育，さらに入社前教育にも役立つはずだ。

《目次》誰かと誰かの携帯電話／モールス符号は肖像画か／きっかけはペリ
ーの外圧／電波を飛ばして無線通信／襲いかかるマスメディア／アンテナを
どこに向けよう／興味尽きない電気/磁気／命を育てる太陽の電磁波

A5判　204頁　定価1,620円（会員特価1,296円） 4-88686-277-8
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電気電子系学生のための英語処方 ─論文執筆から口頭発表のテクニックまで─
馬場　吉弘（同志社大学）／監修：William	A.	Chisholm

本書は，電気電子工学分野の学生のための英語論文執筆・発表ガイドブッ
クである。第 1 章は執筆法を説明し，能動態と受動態の使い方，時制の選び
方，助動詞の使い方，冠詞の選び方などについても詳述している。第 ２ 章は
口頭発表法を説明し，グラフや表の説明法，数や数式の読み方，質問への対
処法などについても触れている。第 ３ 章は電気電子工学の各分野における英
文教科書や学術論文に記載されている文章を引用し，役立つ諸表現の実例を
和訳とともに示している。付録では，論文投稿の手続き，電子メールの文
例，留学関連の手続きなどを紹介している。また本書は，15回からなる大学
講義で教科書や参考書として利用しやすいようにも工夫され，企業での技術
者研修にも有用である。学生のみならず技術者・研究者も必携の英語ガイド
である。

《目次》英語論文執筆法：英語論文の構成／能動態と受動態の使い方／時制
の選び方／助動詞の使い方／不定冠詞と定冠詞の使い方／接続詞・分詞構
文・関係代名詞の使い方／ハイフン・ダッシュ・コロン・セミコロンの使い
方
英語論文口頭発表法：発表用スライドの作成方と発表法／グラフや表の説明
法／数と数式の読み方／質問への対処法／国際会議での座長のことば／発表
用ポスターの作成法と発表法／電気電子工学分野における諸表現（電気磁気
学における表現／電気回路理論における表現／電力・エネルギー分野におけ
る表現／電子デバイスに関する表現／情報通信に関する表現
付録：論文投稿から掲載または発表にいたるまでの流れ／インパクトファク
タについて／電子メール文例／アメリカ留学関連手続き／電気学会雑誌に掲
載された英語論文執筆・発表法に関する文献リスト

B5判　248頁　定価2,700円（会員特価2,160円） 4-88686-289-1
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遊んで学ぼう電気の自由研究
編著：福田　務（都立烏山工業高等学校）

小学校高学年から高校生ぐらいまでの子供たちが，その両親との触れ合い
の場をもつことなどを想定し，やさしく電気というものが学べる電気学会初
の普及書！

現代人の日常生活に衣食住とともにかかせなくなった電気は，普段は何気
ない空気のようなものになっている。電源スイッチを入れると部屋が明るく
なり，テレビが見られ，CD 音楽が聞けることなどはすべてが電気エネルギ
ーのおかげである。そこで電気というものを再認識してもらうため，このた
び子供から大人まで楽しんで学べる電気の実験集を発行することになった。
本書で取り上げたいろいろな実験を通じ，電気の中身や使われ方などがやさ
しく理解できることであろう。

《目次》レモン電池をつくろう／方位磁石をつくろう／静電気でいろいろな
実験をしよう／交流の変化を教えるふしぎなコマ／電子レンジの働きを調べ
よう／磁石で一円玉を動かす／文房具でモータをつくる／モータで発電しよ
う／紙コップスピーカをつくろう／テープレコーダでテレビを鳴らす／無電
源式ラジオをつくろう／テレビを写せばシャター速度がわかる／光る携帯電
話アクセサリーをつくろう／リモコンの赤外線を音で聞こう／発光ダイオー
ドで電子オルゴールを聞こう

B5判　128頁　定価1,620円（会員特価1,296円） 4-88686-224-1

親子で学ぼう電気の自由研究
編著：福田　務（東京電気技術高等専修学校）

本書は ３ 章構成からなっており，第 1 ， ２ 章では身近にある材料を使って
親子で簡単にできる実験を紹介。電気の働きにより生じる不思議な現象や，
簡単な工作を行ない電気の流れや電気回路の仕組みなどを観察し，興味を呼
び起こすと共に，第 ３ 章ではさらに進んだ実験として，やさしいロボットの
基本動作を組み立てながら，電気と機械のつながりを，物づくりの楽しさや
面白さを通し体験できる内容になっている。

《目次》静電気と磁石で遊ぼう！／電池と電気で遊ぼう！／ロボットで遊ぼ
う！

B5判　108頁　定価1,944円（会員特価1,555円） 4-88686-259-4
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暮らしの中のエネルギー
岩船由美子（東京大学）

《目次》家で使われるエネルギーってどのくらい？／温水洗浄便座はどのく
らいのエネルギーを使うのか（トイレで考える・その 1 ）／食器洗い乾燥機
は省エネであるというのはほんとうか／エアコンは今が買いか／ノンフロン
冷蔵庫は地球にやさしいか／照明の省エネはどこまでできるか／電化住宅は
地球にやさしいのか／手紙とメールではどちらが地球にやさしいのか／水を
流す・音を流す（トイレで考える・その ２ ）／飲み物は何を買う（びん・
缶・ペットボトル）／一体何がリサイクルできるのか／どの乗り物で出掛け
るのが省エネ／未来の暮らしはどうなる／ほんとうの省エネとは

四六判　144頁　定価972円（会員特価778円） 4-88686-226-8

新・電気の暮らしと健康不安
電磁界生体影響問題調査特別委員会

電磁界が「危ない」という本が多数出版され，科学的に十分検証されてい
ない一部の研究報告を根拠に，読者を過剰に不安にさせている。本書は，世
界保健機関（WHO）を中心に，各国の研究者が検討した結果を踏まえた科
学的見地から，この問題をどのように考えるべきか，という情報を提供す
る。低周波電磁界の発がんリスクの証拠は不十分で，仮にあったとしても，
大きなものではないという WHO の結論を， 4 人の登場人物の対話形式と
して，わかりやすく解説する。

《目次》	電気と電磁界の基本・身近な電磁界／人の健康に影響するか／人体
の安全をどう守るか／電気の基本と用語の解説

B6判　100頁　定価972円　4-88686-282-2

学窓から眺めた日本と世界そして電気 ─随想101話─
関根　泰次（東京大学名誉教授）

本書は，電気新聞の時評欄「ウェーブ」に掲載された記事を，101篇にな
ったのを機に集大成し「技術啓発書シリーズ」として出版するものである。

「時評」の題材は，文明論から大学問題，著者の専門である電気工学に関す
る技術等々，内外多岐にわたっており，随所に「観の目」が感じられる。電
気工学の専門には固執することなく一般の読者に興味を抱いていただける好
著である。

四六判　270頁　定価1,543円（税込）（会員特価1,234円） 4-88686-257-0
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─◆ オンデマンド図書 ◆─
絶版となった教科書・専門工学書をオンデマンド図書として販売しています。電気学会ホーム

ページのトップページの「電子図書館」をご参照ください。

オンデマンド図書
1 がいし

河村達雄（東京大学），三田保三（大トー），樋口　昇（日本碍子），大宮健嗣（シエル化学），田
中輝男（日本碍子），内藤克彦（日本碍子），鬼頭國二（日本碍子），大串富二男（香蘭社），上山
清治（関西電力），田中　雄（関西電力），伊藤恒夫（関西電力），安田正行（東京電力），内田三
郎（アイテル），大森豊明（OHT 技術士事務所），高嶋　保（明電舎），豊田英輔（東京芝浦電
気），丸山征一（日立製作所），細谷助司（大トー），近藤　滉（藤倉電線），瀬田泰助（電力中央
研究所），安井　充（東京電力）
　がいしの種類，材料の物性，電気的・機械的特性，がいしの汚染，試験法など，がい管・ブッ
シングも含むがいしに関する唯一の専門書。
	 198３年 6 月発行　　　4７9頁　　　販売価格／定価8,２08円　会員特価6,566円

2 過渡現象論
平山　博（早稲田大学）
　電気回路に直流・交流電源を接続したとき生じる電圧・電流の過渡現象について，解析的に求
める手法を詳しく解説した貴重な教科書。
	 195３年 4 月発行　　　３３9頁　　　販売価格／定価３,564円　会員特価２,851円

3 火力発電（改訂版）
飯島一利（富士電機製造㈱），加賀野井清志（東京通商産業局），堀　昭史（電力中央研究所），宮
岡貞隆（電力中央研究所），安井澄夫（富士電機製造㈱），山崎泰雄（電力中央研究所），山根了釈

（富士電機製造㈱）
　熱力学，ボイラ，蒸気タービン，火力発電所の設計・運用など，最新の火力発電技術の基礎と
なった理論と技術を集大成した専門書。
	 1985年 ３ 月発行　　　41２頁　　　販売価格／定価4,３6２円　会員特価３,489円

4 基礎原子力工学
安　成弘（東京大学），若林宏明（東京大学）
　原子力を専門としない学生のための教科書として出版され，原子力に関する基礎的知識とその
利用を分かりやすく解説。
	 198２年 6 月発行　　　３04頁　　　販売価格／定価３,３68円　会員特価２,694円

5 基礎電磁気学
山口昌一郎（東京工業大学）
　できる限りベクトルを使わずに，しかも簡潔な説明で書かれた電磁気学の標準的教科書。
	 1968年1２月発行　　　２8２頁　　　販売価格／定価３,0２4円　会員特価２,419円

「電子図書館」販売図書
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6 基礎電子工学（改訂版）
大越孝敬
　電子デバイスとして電子管と半導体素子の両方をとりあげ，電子回路も含めて，その原理・概
念を基本的な考え方から詳述した教科書。
	 19７6年 5 月発行　　　３4７頁　　　販売価格／定価３,564円　会員特価２,851円

7 原子力発電（改訂版）
法貴四郎（住友電気工業㈱），安　成弘（東京大学），岡本芳三（日本原子力研究所），井上晃次

（動力炉・核燃料開発事業団），安川　茂（日本原子力研究所），宮本信一（東京芝浦電気㈱），三
島良績（東京大学），中村康治（動力炉・核燃料開発事業団），浅田忠一（日本原子力発電㈱），都
甲泰正（東京大学），吉沢康雄（東京大学），豊田正敏（東京電力㈱），伏谷　潔（東京電力㈱），
高岡敬展（科学技術庁），川島芳郎（科学技術庁）
　原子炉の理論と設計から原子力発電所の設計・運用まで，原子力発電に関する理論と技術を体
系的に解説した専門的教科書。
	 19７5年 ３ 月発行　　　３50頁　　　販売価格／定価３,７91円　会員特価３,0３３円

8 シーケンス制御工学
関口　隆（横浜国立大学），高橋　浩（富士電機），青木正夫（三菱電機），下川勝千（東芝），薦
田憲久（日立製作所）
　プログラマブルコントローラを用いたシーケンス制御を体系的・理論的に説明した，類書のな
い貴重な専門書。
	 1988年11月発行　　　３1２頁　　　販売価格／定価３,44３円　会員特価２,７54円

9 照明工学（改訂版）
大谷泰之（京都大学），大前賢児（東京芝浦電気㈱），岡田喜義（松下電器産業㈱），笠原　襄（東
芝商事㈱），栗田正一（慶応義塾大学），黒沢凉之助（埼玉大学），佐土根範次（松下電器産業
㈱），染谷　彰（東京芝浦電気㈱），鶴尾　勉（東京芝浦電気㈱），成定康平（松下電器産業㈱），
納谷嘉信（電子技術総合研究所），野口　透（京都大学），馬場輝郎（松下電器産業㈱），松浦邦男

（京都大学），森　礼於（東京芝浦電気㈱），吉江　清（電子技術総合研究所）
　測光や色から白熱電球・蛍光灯・高圧水銀灯などの光源，照明の計算と実務までを体系化して
解説した照明技術に関する標準的教科書。
	 19７8年 9 月発行　　　３0３頁　　　販売価格／定価３,２40円　会員特価２,59２円

10 電気回路演習
関根泰次（東京大学），豊田淳一（東北大学），曽根　悟（東京大学）
　理論の理解と実際の回路設計に役立つオリジナルの問題を中心として，難易度に分けた構成と
したユニークな電気回路の演習書。
	 198２年 9 月発行　　　２７5頁　　　販売価格／定価３,0２4円　会員特価２,419円

11 電気計測器
原　宏（電気試験所），米田　明（横河電機製作所），上松筧治（横河電機製作所），柿沼敏雄（日
本電気㈱），池田三穂司（大崎電気工業㈱），楠井昭二（日本電気計器検定所），千本　資（横河電
機製作所）
　電圧・電流を微細な機械変位に変える計測器など，先人の知恵が生かされた各種アナログ計測
器を解説した電気計測技術の古典。
	 1966年1２月発行　　　50２頁　　　販売価格／定価5,188円　会員特価4,151円
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12 電気数学Ⅰ
菅原正巳
　代数学，幾何学，一次方程式，二次方程式，関数とグラフ，不等式，複素数，指数関数と対数
関数を詳しく解説した教科書。
	 1969年 8 月発行　　　３66頁　　　販売価格／定価３,9３8円　会員特価３,150円

13 電気数学Ⅱ
菅原正巳
　三角関数，座標幾何学，微分法，極大・極小，指数関数と対数関数の微分，近似式と展開式を
詳しく解説した教科書。
	 1969年 9 月発行　　　３３２頁　　　販売価格／定価３,6２6円　会員特価２,900円

14 電気数学Ⅲ
菅原正巳
　積分法，積分の応用，数値積分，微分方程式，偏微分，重積分，確率，統計を詳しく解説した
教科書。
	 1969年 9 月発行　　　456頁　　　販売価格／定価4,７66円　会員特価３,81２円

15 電気電子工学要説　上
小郷　寛（千葉大学），佐藤達男（東海大学），牧野秀雄（電子文化研究所）
　電気電子工学が専門分野でない学生のために，電子の働き，電気磁気学の諸概念をわかりやす
く解説した教科書。
	 1984年 ２ 月発行　　　２３5頁　　　販売価格／定価２,７00円　会員特価２,160円

16 電気電子工学要説　下
小郷　寛（千葉大学），佐藤達男（東海大学），牧野秀雄（電子文化研究所）
　電気電子工学が専門分野でない学生のために，電気回路，電気計測の諸概念をわかりやすく解
説した教科書。
	 1984年 ２ 月発行　　　３09頁　　　販売価格／定価３,３48円　会員特価２,6７8円

17 電気理論Ⅰ
　電磁気学を中心として，その考え方と理論的扱いを簡潔に解説し，電気電子工学を専門としな
い技術者の自習用にも適した教科書。
	 19７３年 5 月発行　　　449頁　　　販売価格／定価4,644円　会員特価３,７15円

18 電気理論Ⅱ
　交流回路の考え方と理論的扱いを簡潔に解説し，電気電子工学を専門としない技術者の自習用
にも適した教科書。
	 19７３年 5 月発行　　　２6７頁　　　販売価格／定価２,916円　会員特価２,３３２円

19 電熱工学（第 2次改訂版）
中路幸謙
　電力による多様な形式の熱発生技術について，多くの実例を示して解説した教科書。
	 1984年 ２ 月発行　　　189頁　　　販売価格／定価２,２68円　会員特価1,814円

20 電離気体論
鳳誠三郎（東京大学），関口　忠（東京大学），河野照哉（東京大学）
　電離気体中の基礎課程，気体放電の開始，定常気体放電，プラズマ物性の基礎を詳しく解説し
た教科書。
	 1969年 1 月発行　　　３50頁　　　販売価格／定価３,７80円　会員特価３,0２4円
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21 水力発電（改訂版）
福西道雄（中部電力），桑原　進（電源開発），大島達治（東北電力），並木　博（関西電力），山
本　健（関西点力），田村昭記（山九運輸機工），岡部　実（東京電力），吉田栄延（東京電力），
肥後本男（東京電力），荻野哲士（東興社），西山吉太郎（電源開発），森　恒夫（東京電力）
　水力学概論，流量と落差，土木設備，水車，水車発電機，水力発電計画，変圧器配電盤および
開閉装置，制御および保護装置，付帯設備，発電所建物，試験と運転保守，調相装置を詳しく解
説した教科書。
	 1966年 ７ 月発行　　　50７頁　　　販売価格／定価5,151円　会員特価4,1２1円

22 トランジスタ
菊池　誠（電気試験所），垂井康夫（電気試験所），柳井久義（東京大学），菅野卓雄（東京大学）
　トランジスタの発明から10年も経たない時に出版され，開発に従事した技術者の息づかいが伝
わってくる技術史的にも価値のある教科書。
	 1959年 ３ 月発行　　　３２9頁　　　販売価格／定価３,564円　会員特価２,851円

23 半導体電力変換回路
電気学会半導体電力変換方式調査専門委員会　編
　パワーエレクトロニクス技術の基礎を築いた半導体電力変換回路について，基本的な回路・制
御方式を系統的に分類・解説した専門書。
	 198７年 ３ 月発行　　　３３７頁　　　販売価格／定価6,156円　会員特価4,9２4円

24 半導体物性
菅野卓雄（東京大学）
　半導体の電子的性質について，伝導・輸送現象を中心として概念の詳しい説明，式の丁寧な導
出を特長とした自習用にも適する教科書。
	 19７9年1２月発行　　　２65頁　　　販売価格／定価２,916円　会員特価２,３３２円

25 電子材料工学（増補版）
青木昌治（東京大学），徳山　巍（日立製作所）
　電子材料を物性的に考察し，そのプロセッシングについて理解を深めるよう，豊富に図・写真
を使って解説した教科書。
	 198２年 ３ 月発行　　　２40頁　　　販売価格／定価２,７00円　会員特価２,160円

26 エネルギー工学序論
関根泰次（東京大学）
　エネルギー工学に携わるすべての学生・技術者が理解しておくべき基本的事項について，資料
を豊富に駆使し科学技術的に公正に記述した教科書。
	 1996年 1 月発行　　　３85頁　　　販売価格／定価３,996円　会員価格３,196円

27 電気学会五十年史
　電気学会創立五十周年記念図書。電気学会の歩みを詳説。
	 19３8年11月発行　　　580頁　　　販売価格／定価10,15２円　会員価格8,1２1円



56	 EE-Text シリーズ

教科書・専門工学書とは別に，新たな企画で刊行されたオーム社との共同出版による
教科書シリーズです。電気学会ホームページのトップページから，「図書販売サイト」へ
入り，出版物の区分で「EE-Text（共同出版教科書）」をご参照ください。

システム制御Ⅰ
編著：宮崎　道雄（関東学院大学）

《目次》序論／システムモデルと伝達関数／過渡応答／周波数応答／安定性／定常特性／過渡特
性の解析／根軌跡法／設計法／制御系の実装／付録 1 　ラプラス変換／付録 ２ 　感度解析

オーム社　B5判　176頁　定価3,024円（会員特価2,722円） ISBN4-274-13289-7

システム制御Ⅱ
編著：宮崎　道雄（関東学院大学）

《目次》序論／状態方程式／可制御性と可観測性／線形システムの実現／安定性／極配置／オブ
ザーバ／最適制御／ロバスト制御／実装／行列とベクトルの演算

オーム社　B5判　180頁　定価3,024円（会員特価2,722円） ISBN4-274-13296-X

電気エネルギー工学通論
編著：原　雅則（九州大学）

《目次》エネルギー資源とエネルギーシステム／電気エネルギー工学の基礎／電力システムと電
力機器／従来の発電システム／新発電方式と分散電源／電力輸送システム／電力輸送の安定性と
制御／パワーエレクトロニクス基礎／パワーエレクトロニクスの応用／電動機応用／照明・電気
加熱・電気化学／空気調和／エネルギーの有効利用／エネルギーと環境

オーム社　B5判　228頁　定価3,456円（会員特価3,110円） ISBN4-274-13293-5

高電圧パルスパワー工学
編著：秋山　秀典（熊本大学）

《目次》高電圧パルスパワーの概要／気体の性質と荷電粒子の振舞／気体の絶縁破壊／液体，固
体および真空の絶縁破壊／プラズマの性質と生成／大電流密度現象／高電圧の発生と計測／エネ
ルギー貯蔵システム／パルス伝送線路の基礎／パルスパワー発生システム／パルスパワーの計測
／環境保全技術への応用／エレクトロニクス・材料への応用／バイオ・医療，その他への応用

オーム社　B5判　184頁　定価3,024円（会員特価2,722円） ISBN4-274-13292-7

EE-Text シリーズ
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電気電子材料工学
編著：岩本　光正（東京工業大学）

《目次》物質の構造／金属の電気伝導／半導体／誘電体／絶縁体・薄膜の電気伝導／磁性体／固
体の光学的性質／界面の電気化学／新しい電気電子材料とデバイス応用への流れ

オーム社　B5判　212頁　定価3,456円（会員特価3,110円） ISBN4-274-13307-9

光エレクトロニクス
編著：岡田　龍雄（九州大学）

《目次》光エレクトロニクス概説／光波の基本的性質／光ビームの伝搬と制御／光増幅器とレー
ザ／光の検出／光通信システム／光メモリ／光入出力装置各論／レーザのエネルギー応用／レー
ザのセンシングへの応用

オーム社　B5判　164頁　定価3,024円（会員特価2,722円） ISBN4-274-13311-7

モーションコントロール
編著：島田　明（職業能力開発総合大学校）

《目次》モーションコントロールとは何か／システムの表現と数学の基礎／電動力応用技術の基
礎／運動機構と運動学，静力学（ロボット工学 1 ）／動力学と電機・機械複合系のモデリング

（ロボット工学 ２ ）／制御系設計法／産業機器におけるモーションコントロールの高性能化／ロボ
ットの軌道生成法と制御（ロボット工学 ３ ）／システムデザイン技術

オーム社　B5判　228頁　定価3,456円（会員特価3,110円） ISBN4-274-20005-1

オペレーションズ・リサーチ ─システムマネジメントの科学─
編著：貝原　俊也（神戸大学）

《目次》序論／オペレーションズ・リサーチ概論／数理計画法／在庫管理／意志決定法／待ち行
列／組合せ最適化／グラフとネットワーク／スケジューリング／シミュレーション／付録　確率
分布

オーム社　B5判　196頁　定価3,024円（会員特価2,722円） ISBN4-274-20006-X

システム最適化
編著：玉置　久（神戸大学）

《目次》はしがき／システム最適化／線形計画法／非線形計画法／組合せ最適化と整数計算法
オーム社　B5判　136頁　定価2,700円（会員特価2,430円） ISBN4-274-20162-7
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センサ・マイクロマシン工学
編著：藤田　博之（東京大学）

《目次》本書の構成と使い方／センサ・マイクロマシンの概要／微細構造製作プロセス技術／物
理センサ／マイクロアクチュエータとマイクロマシン／化学センサとマイクロ化学システム

オーム社　B5判　228頁　定価3,456円（会員特価3,110円） ISBN4-274-20134-1

超電導エネルギー工学
編著：仁田　旦三（東京大学）

《目次》超電導エネルギー工学を学ぶにあたって／超電導体の電磁現象／超電導材料／超電導線
材とバルク材／超電導コイル化技術と冷凍・冷却技術／超電導応用機器

オーム社　B5判　240頁　定価3,888円（会員特価3,499円） ISBN4-274-20281-X

電磁気学
編著：大木　義路（早稲田大学）

《目次》ベクトル解析／真空中の静電界／静電容量／誘電体／電流／電流のつくる磁界／磁界の
定義としてのローレンツ力／電磁誘導とインダクタンス／磁石と磁性体／静電界および静磁界の
特殊解法／電界の力とエネルギー／磁界の有するエネルギーと回路などに働く力／電磁波

オーム社　B5判　220頁　定価3,240円（会員特価2,916円） ISBN4-274-20484-5

放電プラズマ工学
編著：行村　建（同志社大学）

《目次》プラズマとは／プラズマの発生形態と回路技術／気体および荷電粒子の運動／プラズマ
の集団的性質とプラズマ計測／環境改善へのプラズマの応用／材料プロセスへのプラズマ応用／
プラズマの光源への応用／熱プラズマ加工技術

オーム社　B5判　248頁　定価3,456円（会員特価3,110円） ISBN4-274-20526-2

電力システム解析 ─モデリングとシミュレーション─
編著：谷口　治人（東京大学）

《目次》発電機モデル／励磁系モデル／発電プラントモデル／送変電機器と負荷のモデル／パワ
ーエレクトロニクス応用機器／潮流計算／電圧安定性解析／故障計算／安定度解析のためのシミ
ュレーション手法／周波数変動解析／固有値解析と制御系の最適化／付録 A　座標変換／付録
B　行列演算／付録 C　非対称実行列の一般的な固有値計算法

オーム社　B5判　248頁　定価4,104円（会員特価3,694円） ISBN4-274-20748-8
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信頼性・安全性工学
編著：道上　勉，向殿　政男（明治大学）

《目次》信頼性・安全性の概念と関連用語の定義／ライフサイクルとリスク管理・製造物責任／
確率・論理式とシステム信頼度計算／信頼性理論における確率論的基礎／保全方式と保全系のシ
ステム信頼度／信頼性・安全性設計と検査・試験／システム安全工学手法とヒューマンファクタ
／付録

オーム社　B5判　216頁　定価3,456円（会員特価3,110円） ISBN4-274-20754-9

電気電子基礎計測
編著：岡野　大祐（東海大学）

《目次》電気電子計測について／センシングの技術／電気電子計測の対象／測定と評価の方法／
電気電子計測器の機能と種類／基本的な測定例／計測データの表現法

オーム社　B5判　224頁　定価3,672円（会員特価3,305円） ISBN4-274-20776-1

パワーエレクトロニクス
編著：森本　雅之（東海大学）

《目次》パワーエレクトロニクスとは／なぜスイッチングか／直流電圧の変換と制御／交流電力
の変換と制御／パワーデバイス／パワーエレクトロニクスの主回路／パワーエレクトロニクスに
おける制御／パワーエレクトロニクスの解析／パワーエレクトロニクスの要素技術と規格／パワ
ーエレクトロニクスの使い方Ⅰ電源／パワーエレクトロニクスの使い方Ⅱモータ

オーム社　B5判　194頁　定価3,240円（会員特価2,916円） ISBN4-274-20960-4

電気・電子・情報のための基礎数学
編著：村田　純一（九州大学），村田　昇（早稲田大学）

《目次》微分・多変数の積分・ベクトル解析／複素数／線形代数／微分方程式／複素関数／フー
リエ級数・フーリエ変換・ラプラス変換／確率と確率過程と統計

オーム社　B5判　192頁　定価3,024円（会員特価2,722円） ISBN978-4-274-21087-7

基礎電気回路
編著：仁田　旦三（東京大学）

《目次》直流回路／直流回路を自動的に解く／直流回路の諸定理／交流回路／交流回路の諸定理
／交流回路の ２ 端子対回路／電気回路の応用的事項

オーム社　B5判　208頁　定価3,240円（会員特価2,916円） ISBN978-4-274-21123-2
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アナログ電子回路
編著：高木　茂孝（東京工業大学）

《目次》電子回路を学ぶための基礎／トランジスタの動作と等価回路／基本増幅回路／負帰還と
発振回路／演算増幅器／集積回路の中で用いられる回路技術／電力増幅回路／電源回路／回路シ
ミュレータ

オーム社　B5判　216頁　定価3,456円（会員特価3,110円） ISBN978-4-274-21102-7
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電気学会 5 部門の基盤あるいは重点とする分野の特定テーマについて，研究調査をす
るために設置された調査専門委員会の活動成果を，報告書として刊行しています。技術
報告は創刊 1 号（1954年）から最新号まで，PDF 版あるいは冊子版で販売しています。
なお，一部の技術報告は，冊子版のみで販売している場合があります。

電気学会ホームページのトップページから，「電子図書館」へ入り，「技術報告」をご
参照ください。

新刊・既刊技術報告
冊子版のみで販売しているもの（リスト＊印）は，「電子図書館」でなく当学会のWeb ページ［出版
物］のサイトで販売しています。送料別途。
従来印刷版のものは，品切れになり次第，「電子図書館」に切り替え販売を続行します。その際，定価
が改定されますのでご了承下さい。
契約購読のお申込みいただくと発行後自動的に送本いたします。詳細は編修出版課までお問合せ下さ
い。　電気学会編修出版課（http：//www.iee.jp,	Fax：03-3221-3704,	e-mail：pub@iee.or.jp）
5 部門の領域は，A：基礎・材料・共通　　B：電力・エネルギー　　C：電子・情報・システム　　
D：産業応用　　E：センサ・マイクロマシン，です。

号数 部
門 技術報告タイトル名 　発行日 頁 定価　 会員特価

1395 D 自動車用電源システムとその活用 2017/4/25 62 3,369 2,358
1394 D 自動車用モータの技術動向 2017/4/25 56 3,240 2,268
1393 B 系統運用者から見た電力設備の運用限度 2017/1/30 98 4,406 3,084
1392 B ポリマー形避雷器評価技術の進歩と規格改訂の動向 2017/4/25 44 2,851 1,995
1391 B 先進電磁界解析による設計高度化技術 2016/12/20 112 4,795 3,356
1390 D BACSインターオペラビリティの構築 2017/2/20 32 2,592 1,814
1389 A 電磁界を用いた自然災害軽減のための観測・予測・解

析技術
2016/12/20 38 2,721 1,905

1388 D 回転機電磁界解析に関する高度先端技術 2016/12/20 90 4,147 2,903
1387 A 障害発生源としての静電気放電 2016/11/25 66 3,499 2,449
1386 B 電力需給・周波数シミュレーションの標準解析モデル 2016/12/20 152 5,832 4,082
1385 D ユーザから見たACモータドライブ適用動向 2016/10/20 56 3,240 2,268
1384 D 上下水道施設における ICT 活用の現状と展望 2016/10/25 98 4,406 3,084
1383 A 屋外用ポリマー絶縁材料の性能評価 ･改質技術 2016/10/20 86 4,795 3,356
1382 D パワーエレクトロニクス応用システムのシミュレーシ

ョンのための標準的モデル	～スマートグリッド，モ
ータドライブ，自動車分野の解析～

2016/9/30 82 3,888 2,721

1381 D マトリックスコンバータの普及に向けた技術課題と導
入効果

2016/9/5 46 2,980 2,086

技術報告
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号数 部
門 技術報告タイトル名 　発行日 頁 定価　 会員特価

1380 D 移動体用エネルギーストレージシステムとその応用 2017/2/20 74 3,758 2,630
1379 B 国内外の架空送電線用電線及び電線付属品の技術動向 2016/8/15 94 4,276 2,993
1378 D 新世代アクチュエータの性能評価とそれを活かす多自

由度構成の提案
2016/7/15 62 3,369 2,358

1377 D 実世界ハプティクスの最新技術 2016/7/15 54 3,240 2,268
1376 B 系統における開閉現象と高電圧遮断器の開閉責務 2016/4/5 98 4,406 3,084
1375 B イットリウム系高温超電導マグネット技術の研究開発

動向
2016/3/10 56 3,240 2,268

1374 B 電力系統用新方式自励交直変換器の技術動向～モジュ
ラーマルチレベル変換器（MMC）を中心として～

2016/4/25 60 3,369 2,358

1373 C 機械学習のサービス指向システムへの応用 2016/5/20 62 3,369 2,358
1372 B 福島の現状と超電導磁気分離システムを利用した除染

技術の動向
2016/5/20 52 3,110 2,177

1371 B 再生可能エネルギー社会における燃料電池および関連
技術

2016/4/15 40 2,851 1,995

1370 B 原子力発電所事故に関連する放射線・放射能計測技術 2016/8/30 46 2,980 2,086
1369 A 光と磁気を活用した先端研究分野の動向 2016/3/15 38 2,721 1,905
1368 D 最新！リニアモータ応用の状況	2015 2016/3/15 44 2,851 1,995
1366 A International	 Joint	 Study	 Programme	 on	 History	 of	

Technology	 Interaction
2016/5/20 54 3,240 2,268

1365 D 産業応用のためのシステム最適化とベンチマーク問題 2016/2/25 44 2,851 1,995
1364 D 再生可能エネルギーシステムにおける発電機技術の現

状と将来動向
2015/12/10 56 3,240 2,268

1363 D 次世代ビル電気設備の安全・安心テクノロジー 2016/2/15 62 3,369 2,358
1362 D 上下水道施設におけるセキュリティ対策の現状とセキ

ュリティ ･マネジメントの考え方
2015/10/20 76 3,758 2,630

1361 D サービスロボット用小形モータ技術 2016/1/25 58 3,240 2,268
1360 A スマートグリッドにおける計量トレーサビリティに係

わる調査
2016/1/25 46 2,980 2,086

1359 D 鉄道電力供給における蓄電装置応用技術 2015/12/15 54 3,240 2,268
1358 C エネルギー計測・データ活用技術 2016/1/25 86 4,017 2,812
1357 A 超高性能永久磁石の研究と応用動向の現状 2016/1/25 64 3,499 2,449
1356 A 日本における原子力発電技術の歴史 2016/5/20 52 3,110 2,177
1355 A 放電に伴う電磁ノイズ特性とEMC問題 2015/12/15 48 2,980 2,086
1354 B 低圧配電システムにおける雷害対策 2015/12/15 56 3,240 2,268
1353 D 公共施設における低頻度・大規模災害に関するリス

ク・マネジメント
2015/11/30 92 4,276 2,993
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技術報告の一部は，他の出版社からも専門書として刊行されています。
電気学会ホームページのトップページから，「図書販売サイト」へ入り，出版物の区分

で「専門工学書（技術報告単行本）」をご参照ください。

国際標準に基づくエネルギーサービス構築の必須知識
スマートグリッドに関する電気事業者・需要家間サービス基盤技術調査専門委員会編

〈目次〉電力エネルギーサービスのパラダイム転換／需給協調サービスと情報連携の必然性／国
内エネルギーサービスの適用例・枠組みと国際標準化対応／システム標準化のための道具立て／
需要家のサービス実現に必要な相互運用性と情報モデル／サービス実現に必要な電気事業者ドメ
インの情報モデルの国際規格と使用ガイドライン／電気事業者と需要家管のサービスインタフェ
ース／需要家エネルギー管理と需要抑制サービス／家庭向けエネルギー管理システム／サービス
実現に必要なセキュリティの知識

オーム社発行　B5判　488頁　定価8,424円（会員特価7,582円）

電力機器・設備の絶縁診断技術
技術伝承を目的とした電力設備の絶縁診断技術調査専門委員会編

〈目次〉絶縁材料と特性評価／ケーブル／変圧器／計器用変成器／回転機／ガス絶縁開閉装置
（GIS）／遮断器・断路器

オーム社発行　A5判　262頁　定価4,536円（会員特価4,082円）

電食防止・電気防食ハンドブック
電食防止研究委員会編

〈目次〉用語とその定義／腐食の基礎／電気鉄道からの漏れ電流／土壌の分類と腐食性／交流腐
食／調査・計測／埋設管の防食／地下貯蔵タンクシステムの電気防食／電気防食の管理と経済性
／パイプライン健全性の評価法／標準・規定指針／新技術／腐食・防食トラブル実例

オーム社発行　A5判　440頁　定価8,100円（会員特価7,290円）

工場配電
工場電気設備技術調査専門委員会編

〈目次〉計画／設計／施工／運用監理
オーム社発行　A5判　392頁　定価5,940円（会員特価5,346円）

技術報告単行本
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工場電気設備 ─設備診断・余寿命推定から更新へ─
工場電気設備更新実施方法調査専門委員会編

〈目次〉工場電気設備の更新とは／更新を進めるための五つのステップ／システムとしての検討
／機器の劣化診断および余寿命推定技術／更新実施例／付録／技術資料

オーム社発行　B5判　232頁　定価4,860円（会員特価4,374円）

改訂　磁気工学の基礎と応用
マグネティックス技術委員会編

〈目次〉電流と磁界／物質の磁性／高透磁率磁性材料／永久磁石材料，特殊磁性材料／薄膜磁性
材料／磁気デバイス解析の基礎／アクチュエータとパワーマグネティックス／磁気センサ／磁気
記録と光磁気記録

コロナ社発行　A5判　244頁　定価3,672円（会員特価3,305円）

ナノ構造磁性体 ─物性・機能・設計─
ナノスケール磁性体の機能調査専門委員会編

〈目次〉ナノ構造磁性体の概要／ナノ構造磁性体の物理的特性／ナノ構造体の形成と磁性／ナノ
構造体材料

共立出版発行　A5判　304頁　定価4,536円（会員特価4,082円）

柔構造有機エレクトロニクス
柔構造を持つ有機・電子材料のナノテクノロジーの展開に関する調査専門委員会／フレキシブルデバ
イス用有機電子材料と評価技術調査専門委員会編

〈目次〉柔構造有機エレクトロニクス材料／有機薄膜作製技術とナノ界面評価技術／柔構造有機
材料と液晶素子／有機ナノコンポジット材料と絶縁材料／有機機能材料とデバイス／分子電子材
料と情報通信技術

オーム社発行　A5判　212頁　定価3,780円（会員特価3,402円）

センサ材料 ─基礎と応用─
高機能センサ材料調査専門委員会編

〈目次〉電気磁気センサ／光・放射線センサ／化学センサ
コロナ社発行　A5判　138頁　定価2,160円（会員特価1,944円）



	 技術報告単行本	 65

プラズマイオンプロセスとその応用
プラズマイオン高度利用プロセス調査専門委員会編

〈目次〉はじめに／プラズマの基礎／イオンシースの基礎／プラズマイオンプロセスにおけるプ
ラズマの条件／プラズマ源／プラズマ計測／モデリング／機能性薄膜の生成／半導体への応用

オーム社発行　A5判　296頁　定価5,292円（会員特価4,763円）

マイクロ波プラズマの技術
マイクロ波プラズマ調査専門委員会編

〈目次〉プラズマ生成入門／マイクロ波帯のプラズマの発展と特色／マイクロ波帯のプラズマ生
成の考え方／プラズマ生成のモデリングとシミュレーション／マイクロ波帯プラズマの実際と応
用／プラズマ生成のためのマイクロ波技術／付録　物理定数と単位換算表

オーム社発行　A5判　272頁　定価5,292円（会員特価4,763円）

光波センシングとレーザ
光波センシング用光源調査専門委員会編

〈目次〉光波の性質／各種レーザの性質／光波の検出／パラメータの制御／光波センシングと計
測

コロナ社発行　A5判　346頁　定価5,184円（会員特価4,666円）

自由電子レーザとその応用
自由電子レーザ調査専門委員会編

〈目次〉序論／自由電子レーザの理論／自由電子レーザの実験／自由電子レーザのための加速器
／ウィグラマグネット／自由電子レーザの応用

コロナ社発行　A5判　328頁　定価4,860円（会員特価4,374円）

積層材料技術
積層材料技術調査専門委員会編

〈目次〉積層構造の必要性とその問題点／材料選択および構造選択上の問題点／積層構造の製作
技術における問題点／積層材料および積層構造の評価技術における問題点

コロナ社発行　A5判　472頁　定価7,560円（会員特価6,804円）
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ジョゼフソン効果「基礎と応用」
クライオエレクトロニクス常置専門委員会編

〈目次〉ジョゼフソン効果の基礎／ジョゼフソン効果の応用／ジョゼフソン効果応用の期待され
る分野／ジョゼフソン素子作成の諸相／関連する基礎技術

コロナ社発行　A5判　371頁　定価7,344円（会員特価6,610円）

バブル技術ハンドブック
泡磁区材料調査専門委員会編

〈目次〉磁気バブルの基礎／バブル磁区の物性／磁気バブル材料の特性／磁気バブル用材料の製
法／材料特性の測定法／バブル回路の製作技術／磁気バブルの応用／バブル関係資料

A5判　300頁　定価4,860円（会員特価3,888円） 4-88686-306-X

電気・電子材料デバイス実験
材料・デバイス実験教育調査専門委員会編

〈目次〉実験を始める前に／材料作成技術／物性測定／デバイス製作技術／デバイス特性の測定
／集積回路の使い方

コロナ社発行　A5判　312頁　定価5,940円（会員特価5,346円）

プリント基板の試験と評価
イオンマイグレーションの発生特性と防止方法調査専門委員会編

〈目次〉プリント配線板の絶縁信頼性／イオンマイグレーションの概要／イオンマイグレーショ
ンの試験方法／イオンマイグレーションの防止方法／イオンマイグレーションのメカニズム／信
頼性試験データの解析

オーム社発行　A5判　180頁　定価3,456円（会員特価3,110円）

マイクロプロセッサ技術
マイクロプロセッサ調査専門委員会編

〈目次〉総論／マイクロプロセッサのハードウェア／マイクロプロセッサのソフトウェアと関連
技術／マイクロプロセッサの応用

A5判　198頁　定価3,132円（会員特価2,506円） 4-88686-305-1
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外観検査の自動化
検査の自動化調査専門委員会編

〈目次〉序論／外観検査システムの構成／外観検査システムの開発例／ロボットの視覚・触覚セ
ンサシステム／今後の課題

A5判　295頁　定価4,104円（会員特価3,283円） 4-88686-304-3

電磁波の散乱・吸収計測と建築電磁環境
電磁波の散乱・吸収計測技術調査専門委員会編

〈目次〉電磁波の散乱・吸収計測／電磁波の散乱・吸収の数値解析／電磁波の散乱・吸収計測の
基礎技術／EMC 規格・規制と電磁波の散乱・吸収計測／電磁波の散乱・吸収計測技術の応用／
建築電磁環境

コロナ社発行　A5判　264頁　定価4,104円（会員特価3,694円）

電磁波と情報セキュリティ対策技術
電気学会	電磁環境・情報セキュリティ技術調査専門委員会編

〈目次〉総論／漏洩電磁波脅威／侵入電磁波脅威／対策技術／EMC 測定一般／電磁波・情報セ
キュリティに関する規格化動向／付録Ａ　情報セキュリティ　─個人認証技術─／付録Ｂ　光
学・音響的な情報漏洩脅威

オーム社発行　A5判　232頁　定価3,888円（会員特価3,499円）

スマートグリッドとEMC ─電力システムの電磁環境設計技術─
スマートグリッドとEMC調査専門委員会編

〈目次〉スマートグリッドの構成と EMC 問題／諸外国におけるスマートグリッドの概況／国内
におけるスマートグリッドへの取り組み状況／IEC（国際電気標準会議）におけるスマートグリ
ッドの国際標準化動向／IEC 以外の国際標準化組織におけるスマートグリッドの動向／スマート
メータと EMC／スマートホームと EMC／スマートグリッド・スマートコミュニティと EMC

科学情報出版発行　A5判　376頁　定価5,940円（会員特価5,346円）



68	 技術報告単行本

電気電子機器におけるノイズ耐性試験・設計ハンドブック
電気電子機器のノイズイミュニティ調査専門委員会編

〈目次〉電気電子機器を取り巻く電磁環境と EMC 規格／用語・電磁環境とイミュニティ共通規
格／イミュニティ試験規格／情報技術装置・マルチメディア機器のイミュニティ／通信装置のイ
ミュニティ・過電圧防護・安全に関する勧告／家庭用電気機器等のイミュニティ・安全性／工業
プロセス計測制御機器のイミュニティ／医療機器のイミュニティ／パワーエレクトロニクスのイ
ミュニティ／EMC 設計・対策法／	高電磁界（HEMP）過渡現象に対するイミュニティ

科学情報出版発行　A5判　500頁　定価7,992円（会員特価7,193円）

高速電力線通信システム（PLC）と EMC
高速電力線通信システムとEMC調査専門委員会編

〈目次〉高速 PLC の概要／高速 PLC の伝送方式／電力線の平衡度と漏洩電波／高速 PLC の実現
に向けた国内の取り組み／高速 PLC に対する海外の状況／高速 PLC に関連する国際標準化／高
速 PLC を利用したサービス

オーム社発行　A5判　224頁　定価4,104円（会員特価3,694円）

鉄道とEMC
電気鉄道の電磁環境に関する協同研究委員会編

〈目次〉鉄道と誘導障害／電気車と高調波／き電分野／信号設備と妨害に対する EMC 評価／電
気鉄道から外界への放射／低周波磁界／国際規格等の状況

オーム社発行　A5判　304頁　定価5,616円（会員特価5,054円）

ホームネットワークとEMC
ホームネットワークとEMC調査専門委員会

〈目次〉ホームネットワークと EMC の動向／電力線通信と EMC／無線 LAN/Bluetooth と EMC
／UWB と EMC／メタルアクセス回線と EMC／CATV システムと EMC／ワイヤレスアクセス
と EMC

オーム社発行　A5判　280頁　定価5,184円（会員特価4,666円）

情報通信機器のノイズイミュニティ ─電磁障害防止に向けて─
情報・通信機器のノイズイミュニティ計測技術調査専門委員会編

〈目次〉エレクトロニクス社会とイミュニティ／イミュニティ規格とその標準化／電磁障害と事
例／電磁環境計測／イミュニティ試験技術／イミュニティ対策技術

コロナ社発行　A5判　288頁　定価4,536円（会員特価4,082円）
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電磁波雑音のタイムドメイン計測技術
電磁波雑音のタイムドメイン計測技術調査専門委員会編

〈目次〉電磁波雑音の基礎／基本的な時間領域の測定技術／時間領域における電磁波雑音の諸形
態／EMI 規格と試験技術／種々の時間領域測定技術／EMC と安全

コロナ社発行　A5判　288頁　定価4,860円（会員特価4,374円）

電子機器のノイズアイソレーション技術
電子回路のアイソレーション総合技術調査専門委員会編

〈目次〉ノイズ源／ノイズに強い電子回路／接地と遮へい／ノイズ対策部品／電子回路の耐ノイ
ズ設計／ノイズ対策技術の実例／ノイズ規格と規制

コロナ社発行　A5判　384頁　定価6,480円（会員特価5,832円）

大電流エネルギー工学
大電流エネルギー応用技術調査専門委員会編

〈目次〉緒言／大電流エネルギー技術の基礎現象／直流大電流技術／交流大電流技術／パルス大
電流技術／大電流エネルギーの高度解析技術／大電流エネルギー測定技術／大電流エネルギー応
用技術

オーム社発行　A5判　340頁　定価6,480円（会員特価5,832円）

大電流工学ハンドブック
大電流応用技術調査専門委員会編

〈目次〉緒論／大電流技術の基礎現象／直流大電流技術／交流大電流技術／パルス大電流技術／
大電流現象の高度解析技術／大電流測定技術／大電流応用技術／関連技術規格・定格／結言

コロナ社発行　A5判　448頁　定価7,560円（会員特価6,804円）

公共プラントとパソコン応用 ─その光と影─
公共施設技術委員会編

〈目次〉コンピュータの新潮流／オープン化への期待と課題／システムのオープン化とパソコン
導入／パソコンシステムの現状／公共プラント監視へのパソコンの適用事例／これからの監視制
御システム／公共システムのあるべき姿

コロナ社発行　A5判　162頁　定価2,376円（会員特価2,138円）
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公共施設の情報ネットワーク
公共施設技術委員会編

〈目次〉地方自治体における都市インフラ施設の情報化／公共事業ネットワークの要求機能／最
近の技術動向と公共事業／推奨する統合ネットワークシステム／２1世紀の公共統合ネットワーク
に向けて

コロナ社発行　A5判　178頁　定価3,024円（会員特価2,722円）

M2M/IoTシステム入門
第 2次M2M技術調査専門委員会編

〈目次〉M２M システムとは／M２M のアプリケーション事例／M２M システム構築技術／M２M
プラットフォーム／M２M ネットワーク／M２M セキュリティ

森北出版発行　A5判　192頁　定価3,024円（会員特価2,722円）

学習とそのアルゴリズム ─ニューラルネットワーク・遺伝アルゴリズム・強化学習─
GA・ニューロを用いた学習法とその応用調査専門委員会編

〈目次〉ニューラルネットワークとその学習アルゴリズムの基礎／ニューラルネットワークによ
る連想記憶とその学習法／ファジィニューロノ学習アルゴリズム／ニューラルネットワークによ
る電力需要予測／遺伝アルゴリズムと機械学習の基礎／ニューラルネット・遺伝アルゴリズムの
金融工学への応用／サッケード眼球運動の神経回路モデルとその進化的学習／強化学習とそのア
ルゴリズム／学習オートマトン理論とそのアルゴリズム

森北出版発行　A5判　224頁　定価3,672円（会員特価3,305円）

オブジェクト指向とエージェント ─基礎と応用─
新ソフトウェア・アーキテクチャの産業応用調査専門委員会編

〈目次〉オブジェクト指向・エージェント技術とは／オブジェクト指向／エージェント技術とそ
の発想／個人環境における実例／製造・業務での活用／社会システムでの利用／オブジェクト指
向・エージェント技術の動向／付録（New	Software	Architecture べからず集）

オーム社発行　A5判　250頁　定価4,644円（会員特価4,180円）

パターン・記号統合　基礎と応用 ─ペットロボットのペットらしさを求めて─
不完全／不確実情報利用技術調査専門委員会編

〈目次〉1. はじめに／	２. ペットロボット／	３. 基礎理論／応用編　4. 人間と機械のインタフェー
ス／	5. おわりに─今後の展望

丸善発行　A5判　208頁　定価3,780円（会員特価3,402円）



	 技術報告単行本	 71

ウェーブレット解析の産業応用
ウェーブレット解析の産業応用に関する協同研究委員会編

〈目次〉基礎理論／産業応用総論／ウェーブレット解析ツール／産業応用事例紹介：プラント分
野（化学プラントの制御系診断・空調制御・発電所ボイラ同定・配電線地絡検出・製油所監視・
セメント焼成プロセス異常監視／セメントロータリーキルン，ガラス熔融炉制御）／産業応用事
例紹介：その他（音響エンジン検査工程・車両信号解析・ブラインドセパレーション・通信，レ
ーダ・睡眠脳波ステージ自動判定システムの構築）

朝倉書店発行　A5判　224頁　定価4,860円（会員特価4,374円）

ワークフローの実際
ワークフロー調査専門委員会編

〈目次〉ワークフロー総論／基幹型ワークフロー／管理型ワークフロー／協調型ワークフロー
日科技連発行　A5判　252頁　定価3,240円（会員特価2,916円）

あいまいとファジィ ─その計測と制御─
あいまい量計測調査専門委員会編

〈目次〉ファジィ理論と制御／あいまい計測と生体／あいまいさと人間
オーム社発行　A5判　212頁　定価3,669円（会員特価3,302円）

最新 電気鉄道工学（改訂版）
電気鉄道における教育調査専門委員会編

〈目次〉総論／線路／電気車の性能と制御／電気車の機器と構成／集電システム／電力供給方式
／信号設備／通信と営業サービス／都市交通システム／磁気浮上式鉄道／海外の高速電気鉄道

コロナ社発行　A5判　326頁　定価5,400円（会員特価4,860円）

鉄道ダイヤ回復の技術
鉄道における運行計画・運行管理業務高度化に関する調査専門委員会編

〈目次〉列車ダイヤと運行管理／事故が起こればダイヤが乱れる／ダイヤの乱れを検知する／ダ
イヤの乱れに対処する／まずは情報を─乗客への案内／事故は現場だけではない─指令室での業
務／運行管理システムによる支援─技術開発の経緯と現状／ダイヤ乱れに強い運行管理システム
をめざして─現状の課題と今後の方策／大乱れ時の運転整理支援の高度化に向けて─今後の方
策：スジを見る整理から利用者を見る整理へ／あとがきにかえて

オーム社発行　A5判　232頁　定価2,700円（会員特価2,430円）
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磁気浮上と磁気軸受
磁気浮上応用技術調査専門委員会編

〈目次〉磁気浮上技術への招待／磁気浮上の歴史と各種方式／磁気浮上の理論／磁気浮上の応用
例／磁気軸受の理論／磁気軸受の応用例／将来に向けて

コロナ社発行　A5判　328頁　定価5,184円（会員特価4,666円）

ACドライブシステムのセンサレスベクトル制御
センサレスベクトル制御の整理に関する調査専門委員会編

〈目次〉モータドライブシステムの構成／永久磁石同期電動機の制御系設計／誘導電動機の制御
系設計／モータ制御系の実際／センサレス制御の実用化例

オーム社発行　A5判　261頁　定価4,104円（会員特価3,694円）

小形モータ
精密小形電動機調査専門委員会編

〈目次〉小形モータの現状／基礎理論／直流モータ／交流モータ／ブラシレス DC モータ／サー
ボモータ／ステッピングモータ／ユニバーサルモータ／タイミングモータ／性能評価／応用事例

コロナ社発行　A5判　298頁　定価4,644円（会員特価4,180円）

電池システム技術 ─電気自動車・鉄道へのエネルギーストレージ応用─
移動体用エネルギーストレージシステム技術調査専門委員会編

〈目次〉自動車におけるエネルギーストレージ応用技術／	鉄道におけるエネルギーストレージ応
用技術／エネルギー蓄積要素技術／移動体エネルギーストレージの電力網へのリンク

オーム社発行　A5判　272頁　定価3,672円（会員特価3,305円）

自動車電源の42V化技術
42V 電源化調査専門委員会編

〈目次〉自動車電源4２V 化の背景と技術動向／4２V 車両配電システムと構成部品／バッテリーと
キャパシタ／始動・充電系回転機／パワーエレクトロニクス／電動機器と電装品／規格化・標準
化の動向

オーム社発行　A5判　212頁　定価3,780円（会員価格3,402円）
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パワーエレクトロニクス回路
半導体電力変換システム調査専門委員会編

〈目次〉緒論／構成要素／パワーエレクトロニクス回路の制御・解析理論／交直変換回路／自励
式インバータ／交流変換回路／直流変換回路／共振形変換回路

オーム社発行　A5判　338頁　定価5,184円（会員特価4,666円）

GIS の基礎と応用 ─空間情報の統合化技術─
空間情報統合化技術調査専門委員会編

〈目次〉基礎：空間情報技術の誕生と発展／空間情報統合化の技術体系／空間情報の時空間モデ
ル／汎用 DBMS と空間情報の管理／合成開口レーダデータの活用／画像情報の解析／空間情報
の視覚化／空間情報のネットワーク化／空間情報の標準化
応用：遺跡調査における空間情報技術の統合的利用／横浜市における GIS の利用／クリアリン
グハウスと空間情報の流通／モバイルゲームを通じた IT 組込型都市のデザイン／自動車安全走
行支援システムと空間情報技術／ 4 次元地理情報処理システム
展望：２1世紀における空間情報の統合化技術／情報社会と空間情報技術

オーム社発行　A5判　300頁　定価5,292円（会員特価4,763円）

ITS 道路交通センシング
道路環境センシング調査専門委員会編

〈目次〉ITS とセンシング／情報収集・処理／情報提示／ヒューマンファクタ／システム
オーム社発行　A5判　162頁　定価3,672円（会員特価3,305円）

燃料電池の技術
燃料電池発電次世代システム技術調査専門委員会編

〈目次〉What’s	FC ─素晴らしき燃料電池へ／身近に使える PEFC ─固体高分子形燃料電池／す
でに実用化した PAFC ─りん酸形燃料電池／実用化へ向けた開発が進む MCFC ─溶融炭酸塩形
燃料電池／コンバインドサイクルで高効率発電を目指す SOFC ─固体酸化物形燃料電池／その
ほかの燃料電池─液体燃料でも使える直接形燃料電池／電力ネットワークとつなぐ─燃料電池用
のインバータ

オーム社発行　A5判　308頁　定価5,184円（会員特価4,666円）
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燃料電池発電
燃料電池運転性調査専門委員会編

〈目次〉りん酸型燃料電池／溶融炭酸塩型燃料電池／固体酸化物型燃料電池／アルカリ型燃料電
池／固体高分子型燃料電池／その他の燃料電池／燃料電池発電システム／プラント構成機器／プ
ラント開発と運転制御／プラントの建設・試験および検査・保守管理／位置づけ

コロナ社発行　A5判　320頁　定価5,400円（会員特価4,860円）

先端放射医療技術と計測
放射波の医療応用と計測技術調査専門委員会編

〈目次〉各種放射線と波動の基礎／中性子捕捉療法／粒子線治療／放射光の医学利用／MRI の医
学応用／波動を用いた癌治療／新しい CT 技術と生体計測の展望

コロナ社発行　B5判　232頁　定価4,104円（会員特価3,694円）

電磁駆動型人工心臓
電磁駆動型人工心臓システム調査専門委員会編

〈目次〉人工心臓とは／完全埋込式電磁駆動型人工心臓システムの構成／電磁駆動型人工心臓／
人工心臓駆動用電磁アクチュエータと周辺機器／血液ポンプと人工弁／経皮エネルギー伝送シス
テム／経皮光テレメトリシステム／モック試験装置と試験法（模擬循環試験）／人工心臓制御の
シミュレーション／動物実験／人工心臓の今後の開発目標

コロナ社発行　A5判　192頁　定価2,916円（会員特価2,624円）

技術創造
電気技術国産化の歴史調査専門委員会編

〈目次〉なぜ技術史なのか／電気技術はいかに国産化されたか／技術はどのように発展すべきか
朝倉書店発行　A5判　208頁　定価3,564円（会員特価3,208円）
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電気一般・計器・機器をはじめとする10領域について，電気規格調査会標準規格とし
て，各標準化委員会で IEC 規格と整合を図りながら制定した標準規格です。

電気学会ホームページのトップページから，「図書販売サイト」へ入り，出版物の区分
で「JEC 規格」をご参照ください。なお，JEC 規格の発行元は電気書院です。

ＪＥＣ規格

JEC番号 規　　格　　名 価格
127 （1979） 送電用支持物設計標準 7,560
144 （1980） 電力用無線通信アンテナ支

持物設計標準	 （品切れ）
5,076

160 （1978） 気中しゃ断器	 （品切れ） 3,456
174D（1979） 電力用補助継電器	（品切れ） 1,728
174E（1980） 電力用限時継電器 2,052
185 （1976） 電力線搬送用結合フィルタ

	 （品切れ）
2,057

207 （1979） 架空送電用架線金具
	 （品切れ）

5,832

213 （1982） インパルス電圧電流測定法 3,564
0102 （2010） 試験電圧標準 3,672
0103 （2005） 低圧制御回路試験電圧標準 4,104
0201 （1988） 交流電圧絶縁試験	（品切れ） 4,968
0202 （1994） インパルス電圧・電流試験

一般	 （品切れ）
6,696

0221 （2007） インパルス電圧・電流試験
用測定器に対する要求事項

3,348

0222 （2009） 標準電圧 1,728
0301 （1999） 静止誘導器インパルス耐電

圧試験
2,484

0401 （1990） 部分放電測定 3,888
1201 （2007） 計器用変成器（保護継電器

用）
5,508

2100 （2008） 回転電気機械一般 4,536
2120 （2016） 直	流	機 8,208
2130 （2016） 同	期	機 7,020
2137 （2000） 誘	導	機	 （品切れ） 6,264
2140 （2016） 圧延用交流可変速電動機 6,804
2200 （2014） 変	圧	器 7,668
2201 （2007） 特殊変圧器 3,456
2210 （2003） リアクトル 4,644
2220 （2007） 負荷時タップ切換装置 4,320
2300 （2010） 交流遮断器 7,128
2310 （2014） 交流断路器及び接地開閉器 5,508

JEC番号 規　　格　　名 価格
2330 （1986） 電力ヒューズ 3,564
2350 （2005） ガス絶縁開閉装置 3,888
2374 （2015） 酸化亜鉛形避雷器 7,344
2390 （2013） 開閉装置一般要求事項 4,752
2401 （2002） ターンオフサイリスタ 7,020
2402 （2002） 整流ダイオード 5,400
2403 （1996） 逆阻止三端子サイリスタ 4,266
2404 （1999） バイポーラパワートランジ

スタ
3,240

2405 （2015） 絶縁ゲートバイポーラトラ
ンジスタ

5,724

2406 （2004） MOS 形電界効果パワート
ランジスタ

4,104

2407 （2007） 絶縁形パワー半導体モジュ
ール

3,024

2410 （2010） 半導体電力変換装置 6,480
2420 （2002） サイリスタ交流電力調整装置 4,320
2433 （2016） 無停電電源システム 3,672
2440 （2013） 自励半導体電力変換装置 5,724
2441 （2012） 自励変換装置の能動連系 4,752
2451 （2002） 直流可変速駆動システム 7,020
2452 （2002） 低圧交流可変速駆動システム 6,480
2453 （2008） 高電圧交流可変速駆動シス

テム
4,860

2470 （2005） 分散形電源系統連系用電力
変換装置

3,672

2500 （2010） 電力用保護継電器 3,348
2501 （2010） 保護継電器の電磁両立性試験 4,644
2502 （2010） ディジタル演算形保護継電

器のＡ/Ｄ変換部
4,104

2510 （1989） 過電流継電器 2,592
2511 （1995） 電圧継電器 4,320
2512 （2002） 地絡方向継電器 4,860
2515 （2005） 電力機器保護用比率差動継

電器
3,564
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JEC番号 規　　格　　名 価格
2516 （2000） ディジタル形距離継電器 5,184
2517 （2008） 送電線保護用比率差動継電器 4,536
2518 （2015） ディジタル形過電流リレー 4,212
2519 （2016） ディジタル形周波数リレー 4,536
3401 （2006） OFケーブルの高電圧試験法 3,348
3402 （2001） 電力ケーブル用防食層 3,780
3403 （2001） 電力ケーブル用プラスチッ

クシース
3,240

3404 （2010） アルミ電線 2,808
3405 （2010） イ号アルミ合金電線 2,592
3406 （2010） 耐熱アルミ合金電線 3,348
3407 （1995） 600V ビニル絶縁電線の許

容電流
2,052

3408 （2015） 特別高圧（11kV ～500kV）
架橋ポリエチレンケーブル
及び接続部の高電圧試験法

4,860

3409 （1999） 高圧（ 6 kV）架橋ポリエ
チレンケーブル用接続部の
試験法

3,564

3410 （2003） アルミ系電線用圧縮形接続管 3,456
3411 （2008） 20kV 級（22kV，33kV）架

橋ポリエチレンケーブルお
よび接続部の試験法

3,564

4001 （2006） 水車およびポンプ水車 4,968
4002 （1992） 水車およびポンプ水車の効

率試験方法
7,992

4003 （2001） 水車およびポンプ水車の寸
法検査標準

5,400

5201 （2005） 懸垂がいしおよび耐塩用懸
垂がいし

3,672

5202 （2007） ブッシング 3,888
5203 （2013） エポキシ樹脂ブッシング

（屋内用）
2,700

5901 （1998） 電力線搬送電話端局装置 3,380
5913 （1987） 電力線搬送用ライントラッ

プ（ブロッキングコイル）
	 （品切れ）

1,992

5914 （2006） 電力線搬送用結合コンデンサ 2,592
5917 （1992） 電力通信用電源装置（その

1 ）定電圧浮動充電装置
	 （品切れ）

3,564

5918 （1987） 電力通信用電源装置（その
２ ）インバータ	 （品切れ）

2,052

JEC番号 規　　格　　名 価格
5919 （1990） 電力通信用電源装置（その

３ ）静止形交流無停電電源
システム	 （品切れ）

2,160

5920 （2015） 電力線搬送用保安装置 2,484
6147 （2010） 電気絶縁システムの耐熱ク

ラスおよび熱的耐久性評価
1,728

6148 （2002） 電気絶縁材料の絶縁抵抗試
験方法通則

4,320

6149 （1995） 固体絶縁材料の乾燥時にお
ける高電圧小電流耐アーク
性試験方法通則

1,677

6150 （2000） 電気絶縁材料の誘電率およ
び誘電正接試験方法通則

4,752

6151 （2008） 電気絶縁材料の熱的耐久性
試験方法通則

3,456

6152 （1996） 電気絶縁材料の耐放射線性
試験方法通則

3,175

＊TR21001
 （2005）

永久磁石同期機の特性算定
法（テクニカルレポート）

1,944
（1,555）

＊TR23002
 （2008）

ポリマー形避雷器 2,268
（1,814）

＊TR61004
 （2012）

パルス静電応力法による空
間電荷分布測定の校正法

2,268
（1,814）

＊TR24005
 （2011）

パワー半導体モジュール規
格への追加事項

3,780
（3,024）

＊TR00006
 （2012）

非接触形検電器 1,944
（1,555）

TR00007
 （2015）

送電用鉄塔設計標準 10,800
（8,640）

＊TR40008
 （2015）

小規模水車 2,268
（1,814）

英　　文　　版（JEC）　規格

JEC番号 規　　格　　名 価格
＊2200（2014） POWER	

TRANSFORMERS
4,536

（3,629）

品切れおよび＊印の JEC 規格は「電子図書館」
（http://www.bookpark.ne.jp/ieej/）にてオン
デマンド出版で販売しています。
・1984年以降に制定された JEC 規格の判形は
A4判，その他は B5判です。
・（　）内の価格は，会員特価。
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電気学会電気専門用語集
電気学会が専門ごとに制定した，わが国の電気用語の基礎となる用語集です。
	 B6判　発行元：コロナ社　　　　
品切れ等による一部の専門用語集は，電気学会のトップページから，「電子図書館」へ

入り，「書籍」を選択し，「Book 検索」にするとオンデマンド図書として確認できます。
No. 用　語　集　名 頁 定　価
1 増幅発電機 20 108
2 電気加熱〔改訂版〕 108 2,376
3 半導体・集積回路（「半導体」改題改訂版） 430 7,020
4 非線形磁気応用機器 32 864
5 給　電〔改訂版〕（品切れ） 202 3,656
6 放射線 146 2,376
7 電気鉄道 288 4,320
8 電気接点（品切れ） 22 1,167
9 パワーエレクトロニクス（「半導体電力変換装置」改題改訂版） 136 2,700
10 ヒューズ〔 ３ 版改訂〕 78 1,404
11 制御用計算機ソフトウェア〔改正版〕 92	 2,160
12 がいしおよびブッシング（品切れ） 	42 1,444
13 照　明〔改訂版〕 528 8,100
14 電気計測 186 2,376
15 電力用開閉装置（品切れ） 66 1,776
16 絶縁材料（品切れ） 132 3,149
17 絶縁協調・高電圧試験 38 864
18 電力用通信（品切れ） 194 4,104
19 エネルギー変換 108 2,376
20 電磁気 48 972
21 送電線路（品切れ） 108 2,376
22 回転機 258 4,860
23 保護リレー装置（A5判「電子図書館」にて販売） 129 4,320

（3,456）
24 磁性材料 64 1,080
25 放　電 172 2,916

・（　）内の価格は，会員特価。
　
学術用語集
電気工学編〔増訂 2版〕・文部科学省編集

（分野別用語数）電気；7,546語，電子；5,640語，映像メディア；1,880語，情報処理；1,650語
	 B6判　発行元：コロナ社　1,120頁　定価4,666円

専門用語集
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電気学会誌（冊子体／電子ジャーナル版）
電気情報分野における最新の話題に関するわかりやすい解説記事とともに，学会の活動等につ

いて掲載する月刊誌です。

電気学会論文誌（冊子体／電子ジャーナル版）
大学・企業・研究機関等の研究成果に関する論文を，毎月刊行する分野ごとの部門誌です。
　　論文誌Ａ：基礎・材料・共通部門誌
　　論文誌Ｂ：電力・エネルギー部門誌
　　論文誌Ｃ：電子・情報・システム部門誌
　　論文誌Ｄ：産業応用部門誌（英文論文誌Ｄもございます）
　　論文誌Ｅ：センサ・マイクロマシン部門誌

〈契約購読のご案内〉
定期刊行物の電気学会誌ならびに電気学会論文誌，不定期刊行物の技術報告・JEC 規格につ

いては，学校・図書館・企業等において，刊行ごとに確実にご購入いただける契約購読制度があ
ります。

詳細は，電気学会ホームページから「学会誌・論文誌冊子体」，「技術報告」，「JEC 規格」の
いずれかを選択してご確認ください。URL は，http://www.iee.jp/?page_id=660３		です。

電気学会100年史
（概要）電気学会の100年／電気工学の変貌と発展

B5判　510頁　定価5,400円

未来を拓く電気100年（カラー版）─電気学会創立100周年記念行事の記録─
（目次）創立100周年記念行事の概要

B5判　64頁　定価1,080円

電気学会125年史
（概要）電気学会の1２5年／電気工学の変貌と発展

B6判　767頁　定価6,480円

電気学会誌・論文誌

電気学会記念出版物
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電気学会へのご入会について
ご入会いただくと，会員のみが受けられる様々な特典がございます。
ぜひこの機会に，入会をご検討下さい。ご入会は以下の方法でお手続きいただけます。

●Webからのお申込み
下記の URL からオンライン申込みいただけます。お申込みを受付け次第，払込用郵便振替用

紙を郵送しますので，郵便局より払込みください。クレジットカード払いもご利用頂けます。
　http://www.iee.or.jp/entry/

●電話・電子メールによるお申込み
「電気学会入会のおすすめ」をご請求ください。「電気学会入会申込書」と「払込用郵便振替用

紙」をお送りします。
　電話：03-3221-7312　　　E-mail：member@iee.or.jp

ただし，入金の確認をもって申込み完了となります。申込み完了の翌月中旬頃，会員番号の通知
が送付されます。

正員 准員 学生員
入会金  1,２00円 　800円 ─
年会費 10,000円 5,400円 4,800円

・学生員：現在在学中の方は学生員として登録できます。大学院生で学生員として登録を希望さ
れる方は在学証明書または学生証の写しを添えてお申し込みください。なお，大学院
修了後は，准員を飛び超え正員となります。

・准　員：大学学部卒業後 ２ 年間，高専・短大卒業後 4 年間（高専専攻科卒業後は ２ 年間），高
校卒業後 6 年間，その他はこれに準じます。

・正　員：准員の年限をこえた方

●他の学協会にすでに入会されている方
電子情報通信学会，照明学会，映像情報メディア学会，情報処理学会および IEEE にすでに入

会されている方は，入会金が相互に免除されます。また，日本工学会に加入している学協会（詳
しくは，日本工学会ホームページをご覧ください）および日本技術士会に入会されている方も入
会金が免除されます（本会へ入会する場合のみ適用）。
その学会の在会証明書または会員証のコピーを，入会申込書に添付してください。

プライバシーポリシー（電気学会個人情報保護ポリシー）一部分　平成18年 4 月26日（理事会制定）
■個人情報の利用■
電気学会は，収集した個人情報については，その目的を達成するために必要な範囲で利用いたします。
ただし，次のいずれかに該当する場合は，収集目的以外に利用あるいは情報提供を行うことがあります。
・法令の規定にもとづくとき
・情報提供者の同意が得られたとき
・電気学会事業目的の達成に必要な範囲内において，個人データの取り扱いの全部あるいは一部を外部

の業者に委託する場合（例えば，会誌の発送，会費の請求などでは，これに必要な情報を業務委託し
た会社に託すことがあります）

・その他，電気学会の総会あるいは理事会において，正当な理由があると認められたとき
プライバシーポリシーの全文は，電気学会のホームページをご覧下さい。
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出版以外の電気学会の事業内容
◆研究・調査活動

専門分野毎に時代に即応したテーマを毎年見直して専門委員会を設け，精力的な活動を続けています。研究調査
の成果は，委員会終了後に技術報告として取り纏め発行しています。現在活動中の委員会は２３0以上にも及んでいま
す。

◆全国大会・部門大会等
大学・高専等の先生や学生，各種研究機関・企業等の技術者が研究成果を発表する場として，全国大会，部門大

会があり，それぞれ年 1 回開催しています。これらの大会では，特別講演，シンポジウム，市民講座，子供理科教
室，展示会等を併催しています。

◆科学技術啓発
電気技術に関する啓発を広く推進するため，会員だけでなく，一般の方々も対象とした講演会，公開講座，講習

会，見学会，セミナー，理科教室等を開催しています。また広く社会一般に向けたシンポジウム，公開討論会もタ
イムリーに開催しています。

◆技術者教育事業
「小学生から社会人まで」広い視野で電気技術への意識醸成と技術者育成を目的に技術者教育事業を積極的に推進

しています。日本技術者認定機構（JABEE）の認定審査への参画，継続的な自己研鑽の支援，高等教育や初等中等
教育への支援，理科実験事例の開発や支援，本会における技術者資格認定制度の検討等多面的な取り組みを行って
います。

◆国際交流
諸外国の電気系学会と協力協定を結び，学術交流，相互便益供与等を行っています。日本，中国，韓国，香港が

中心となり開催する電気技術に関する国際会議（ICEE）をはじめ，パワーエレクトロニクス国際会議（IPEC），ド
ライプロセス国際シンポジウム（DPS）等，各種の国際会議を電気学会は企画し実施しています。

◆規格標準化
電気機械器具・材料等の標準化に関する事項を調査審議し，電気分野における標準化を通じて，広く社会に貢献

することを目的として，次の主な事業を行っています。
① JEC（電気規格調査会標準）規格の制定および普及
② IEC（国際電気標準会議）規格に係わる審議
③ JIS（日本工業規格）に係わる審議
④国内外の標準化機関との協力および連携

◆表彰・助成
電気学術や技術の発展に貢献した方，電気技術を応用した製品・設備等を開発した方，優れた学術論文を発表し

た方，優秀な技術報告をまとめた専門委員会，工業高等学校生・高等専門学校生を対象とした電気主任技術者資格
合格者への表彰，また学術振興活動（含優秀論文発表），海外で行われる国際会議への出席者，海外研究者を招聰す
る際の費用等への助成を実施しています。

◆でんきの礎
２0世紀に大きな進歩を見せ，「社会生活に大きな貢献を果たした電気技術」を振り返り，その中でも特に価値のあ

る“モノ”，“場所”，“こと”，“人”を顕彰し，次世代に継承していくためその功績を称えています。
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【あ～お】
ITS 道路交通センシング	 73
あいまいとファジィ	 70
遊んで学ぼう電気の自由研究	 50
アナログ電子回路	 60
ウェーブレット解析の産業応用	 73
AC ドライブシステムのセンサレス	
　ベクトル制御	 72
エネルギー基礎論	 21
エネルギー工学序論	 55
エネルギーシステム工学概論	 21
エピソードでたどる パソコン誕生の謎	 38
M２M/IOT システム入門	 70
応用電子回路工学	 10
オブジェクト指向とエージェント	 71
オペレーションズ・リサーチ	 57
親子で学ぼう電気の自由研究	 50

【か～こ】
外観検査の自動化	 64
がいし	 52
改訂　磁気工学の基礎と応用	 64
回路網理論	 8
回路理論基礎	 7
学習とそのアルゴリズム	 69
学術用語集	 78
学窓から眺めた日本と世界そして電気	 51
過渡回路解析	 8
過渡現象論	 52
火力発電〔改訂版〕	 52
火力発電総論	 14
技術者倫理事例集	 44
技術創造	 67
基礎からの技術者倫理	 44
基礎からの交流理論	 7
基礎からの交流理論例題演習	 9
基礎からわかる電磁気学
　　　　　例題演習〈Ⅰ〉	 6

基礎からわかる電磁気学
　　　　　例題演習〈Ⅱ〉	 6
基礎原子力工学	 52
基礎センサ工学	 30
基礎電気機器学	 22
基礎電気回路	 59
基礎電子回路工学	 10
基礎電磁気学	 52
基礎電磁気学〔改訂版〕	 4
基礎電子工学〔改訂版〕	 53
基本から学ぶＣ言語プログラミング	 36
基本から学ぶ電気回路	 8
基本から学ぶ電子物性	 33
基本から学ぶ電磁気学	 4
基本から学ぶパワーエレクトロニクス	 26
暮らしの中のエネルギー	 51
原子力発電〔改訂版〕	 53
現代電気機器理論	 24
公共施設の情報ネットワーク	 70
公共プラントとパソコン応用	 70
工場電気設備	 71
工場配電	 71
高速電力線通信システム（PLC）と EMC	 65
高電圧工学〔 ３ 版改訂〕	 20
高電圧大電流工学	 20
高電圧パルスパワー工学	 56
光波センシングとレーザ	 68
小形モータ	 72
国際標準に基づくエネルギーサービス	
　構築の必須知語	 63

【さ～そ】
最新	電気鉄道工学	 71
最新レーザプロセシングの基礎と産業応用	 35
三次元有限要素法	 12
GIS の基礎と応用	 73
磁気浮上と磁気軸受	 72
シーケンス制御工学	 53

書　名　索　引
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システム最適化	 57
システム制御	I	 56
システム制御	II	 56
志田林三郎　傳	 47
自動車電源の42V 化技術	 72
柔構造有機エレクトロニクス	 67
自由電子レーザとその応用	 68
情報家電ネットワークと通信放送連携	 37
情報通信機器のノイズイミュニティ	 66
照明工学〔改訂版〕	 53
ジョゼフソン効果「基礎と応用」	 69
事例で学ぶ技術者倫理	 45
新・電気の暮らしと健康不安	 51
信頼性・安全性工学	 59
数値過渡電磁界解析手法	 12
水力発電〔改訂版〕	 55
スマートグリッドと EMC	 67
スマートグリッドを支える電力システム
　技術	 18
世界を動かすパワー半導体	 34
積層材料技術	 67
センサ材料	 69
センサ・マイクロマシン工学	 58
先端放射医療技術と計測	 65
送電・配電〔改訂版〕	 15
送配電工学〔改訂版〕	 15

【た～と】
大電流エネルギー工学	 68
大電流工学ハンドブック	 68
超電導エネルギー工学	 58
超電導工学〔改訂版〕	 34
定常回路解析	 8
鉄道ダイヤ回復の技術	 66
鉄道と EMC	 65
電界パノラマ	 5
電気エネルギー工学通論	 56
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