
(芸文循1,I-) 連名の○印はaF親胡

T- 1 ソリJFp-タコンデンサ.方辞1位助仇の連載特性の'R珠的倹JI

･○石川典- IR壌功 坪井抑ク与(中弥大甥)

T-2 かご形Jt導犯動taのLlSJ畔の唯破瓜IかこLWする基iSt-的tRJ*
〇枚｣隻博 康畿功 坪JF紬91(Il】称大学)

T-3 2突粗2--モ二･/タ庄作:川唯動thの)r-同ATl特性

01呈il:洞 安It幹翁 加藤柏弘 和 一和舛 (lll鉢大'声)

T-1 交況軌由方式1ランtLL同期花劫鞭の【再l庶+位aZ坂出)JJ法のTq特化

･○梁瀬讃･小111絶 ･樋TlJq 阿部求志 一山EE英二 (J長竹人JITt)

T-5 ヱ生皮オ7サー..'を併用 しr=プラy レスDCモータの速度制御

○羽)T捗一 花木N LIEII中JllJyl 望月等Cri(九州｣二BJ:ノIT:)
i-6 ディスク形同月118動仇の舶)Jr･'.f鵡火をJIhlた制御方式

○火付TT朗 正EE英介 (炎);(大竹)

l.一7 位適nil)制球笹に韮づくPM形ステ /t'/グモータの過渡特性の改EYf

O17多.ll' 利他旅ニ Fll部非俊治 (Cl判 大ノlJ')

r-8 11川lコンデンサ入力形較iJLlL･1相のJll列迎転相 こlっけるてL;L貰淡人叱犯の析†斤

○松11JI川火 L勾ノI,LTT:i7) 大ElhTi(lJfjJHは懐火'1芦)

JIL上fr'1(tl本で旺/JtI,'ほ旨)

･O的gi 松外部樹 坪｢Jf=和91(小猫ノこ'IY=)

上し什支 (中郡耽力)

r一IO r･粥形瞬時qlSIJ御J)lVltl薮蛇姓の特性

OL勺稚栄tti 西日促や FIILm明志 (東成!8枚大JITt)

T一日 トランス失投DCリンクZVS-T}lVM3榊7クティ1コンバータ

○茶人砂故 ･米&発丑 ･L‡哨牲環 榊 Jj火や)

T-】2 外陣庄形等耶 ミスイー/+ング1}llrhl⊃ンJ<-タの1経 についての研究

･○森川英別 人仰.l【Ti】 節水故久 (光広価立火tT-)

大73寛 (木控iB工玉tS等叫 ●r細 )

T-13 坤18ステ yプ入力屯庄泣形を持つ叱圧形三frlコンバータの多耽化

○光木Lk臣 }:rj坦Lii(茨城大)

T-14 DC/PCコノバ-タ用可変コンデンサの拭作

01耶IJirlrr Eけf究 渡辺健二 (愛牧人′声)

T-15 ハー77リッジZVS-PlVhlAIJ劉鵡IFJ汲JI･粒形イ/-ータと特件LFFl正

T-16.多機能入船光発てtLlTll'WMインバータ

T-17 PWMTtt絶形インバータの山JJTLt沈Nも'jiIについて

Oi江'FL雅一 ■flrAJ時雄 (帥IJT火′It)

○了!T低n也 火-&地銀 (他的大､̀f-)

○油川J,姫ITJ 松雄保護 (帖lエlノくず)

r一Ⅰ8 NPCイン′､-タ(=おける多lluを地相のE11力波形W r

O麻生71捕 松)f=3細 1 坪邦軸ylJLH¶幸二 (中熟大一it)

T-)9 PWhlサイタロコンバータのゲ一 日.!号先生Ll】】路

OT)鳩 Lll和仙 小IIJ絶 切目Jq 賢晩戎 -lJlm英二 (泣叫大17T･)

古賀苅患 (31【1下唯枚gLr主な)

)一一20.コ/テンサ苔1.3故aZにより入jJ叱況rSZP渡先生を抑制するスイ yナンタレギュレ-タ

OI多Elll;Lぶ 松)FBt餅 ･坪井軸?ユ(lfJ外人IE声)

上 田玄 (中れ1旺ノJ)

T-21.アクティ1フィルタの通好制御

Oyt川隻一 ･桶川WifillJ方!iモN (北Z軽逆火や)
T-22 切時空ポtIlt!碇ベクトル制御訣坤旅のJ吸取道長

○讃:壌幸 (林立手斗乍技術大′芦)

○火LIJill宏 諸政肪次 (脆化Lb火 f̂･)

永If孝 (拡油布叩)

T-23 戊市棚 級の越波センサレスベクトル制御の岩波特性



スチューデントポスタコンベティション日次

T-21.か書棚 机の過度センサレスペ グlJレ制御系の新しい二次1珪1ArL']iiliZ:I
.I.L蝶火JU) 久保川丸大 於i*1-(仙 (t?JT岩大JF)

i-25.枚341レヘルl相と及定JL.芥か1抑ACサーボモータの化訳決y)和代

)徹也Hj2 位#併収 (FgJw.,.大JT-)

T 26.縫/jt浮上jt:臥i丘FT7屯JJ供冶我Z-の S:＼lESのiL川

､小事もI:- 内払tliク1 内代Ett (芝.lq⊥文大乍)

T-27 fl･L袴の化正センサをmい1=2五言林泉のAil惑政争JLかlaI

(ltft才 T一茶ノこ1-)

019-Ellll■t.I 人ll和L:i(茨城ノく'芦)

28 スライディングモ- Fhl)榊とPID執司郎二よる¢Ĵ他生の補作Lt按

I-29 lJ伝IF(qL動川LIMの研7e

1-30 リニアik血アクチュエータを用いた押TLユ ニ yトのrjJ莞

011川ETt-_ 山Jt;JJt在 沌iu触二 (愛校大′ILt)

tT)r丈l_ 八ITiqJ'.ili(†.†刈大′芦)

T-3l Jt･松で正沈i･川いI=リニアパルスモータにおけるfriLq†旺沈和み1
0lll時速一 打朋JIt:.i lrlJk地久 水H''lhlJ(淡JF･tRB立入IF'-)

r-32.rrilt式tJ.訳i:/サ内蔵 IIテ-ナレス プロ級rJLL)入E

OlurI- 9J,下村Ja lJEIf快91川【JLt点⊥大′芦)

松!F'fln (ケージーエス)

r-3:l ニ1化けん11日li(41の心線音溝押j丘従制御

EllLU,Jf (T･重大JF:)

T-3･l i杜伝的アルゴlJズムそ用いT=不均一電池分和の逆推'ji汀.'J軌 こF朴f-る延牡的iiB

ullf'湖 J 6取帝人 PIJll♯Bl(名占h三人ItP)

T-35 ロボ･/ト?ニヒュレ-タ制御用CゝⅠ̂Cの-設計u:-
1乍久放 ･柘.TK英一体 三水一杯 (J羽治ノこ乍)

T-36 ｢=ヌqt･L/付aE横山,X正をJrlいI_二明時又キ-ロボ トの野分aIJ恥 二側する研究

〇[21付先ず F勺馴ILリI lq作陳兼 (芝珊コ二鬼火′芦)

T 37.東低7'-ムの2('=lILHロバスト&J御

MJli_続●L】 判Lk.i. R3r地 (千兼大平1)

T 38.Gl'LB与川い1=ル ミネ t･ンえ励起スベ タいレの■'jil

中西L.1人錐 (史穫大1-)

T-39 JJ洩生成ffYう恢選対取紬の3次元形状モチリンYの/_めの勅的官形7ル1リズムの同党
[11本tt■J TT●lL帝人 ･l勺川井別 (名占ht大J芦)

l.-LiO 小¶九人敗退岬の迅托VJ御l=uJする研究

OMHで2人HIT(叫 lr-1水地久 (nrll人′7=)

I-4】 ≠放マーカを川いた〝イ L')JJ式無人搬 送･】【のPH).7丁ジイIIFIFJ制粥
○抑止.AL 一̂川祁:7_(.7:城火ILF:)

T 42.レータ刊 故計データをiLJJl=_/_姓時rHlA.J期設計拝njJitln襟のnTJRil.
)小fiT美甘 木下tt(帝i(ほ術川や大′lt)

T J3 Z3FJ.'J牡I.7tlのX.77 イ-伝送に以】する研究

○兄上II■故 .旬月芹･lNabEaAtKIRnbou･池FEliIJPl/川lTS文 辞蝶戊†.†(仲関大}7=)

T-LILl 此受払 L形Jl'ラ/トリノク変圧答のy8博文振領地 こついて

OiLJ_LElF ltll',tだ文 加代lViX･ 冗汗粍久 (rkEll* ÎL)



一 般 解 放 El 次

(論文番号)

回転機 Ⅰ

(論文番号)

1.髄甑形インバータ駆動速度センサレスベクトル制御誘導機システムの一方式

2.二次制御による自助務導発龍機の定職圧､定席汲特性の比較

3.非線形壊道化手法を用いた永久磁石モータの軽濃化について

4.DCブラシレスモータの高速回転法について

5.円筒形スイッチ ド･リラクタンスモータの基礎失敬

連名の○印は溌執着

○壬展幸 ･渡辺博巳 (都立科学技術大学)

○官長博昭 ･小役九鬼徳 (近地大学)

樋口刷 ･小山純 ･○梅木喪巳･山田英二 (長崎大学)

○飯島雅彦 (山本鑑気)

小山純 ･樋口刷 ･阿部紫志 ･○北山雅浩 ･山門英二 (長崎大学)

回転機ⅠⅠ

6.永久磁石を用いた縦型リニア同期モータ設計のための基礎的考察

7.永久磁石ブラシレスモータの脈動 トルク低減

8.コンデンサ誘導髄動機の時間拓調波による確磁振動の基礎的実験

9.くま取りコイル鑑動機の速度特性

10.新機椴による可変空隙型モータの試作

ll.大型-&流機の絶緑劣化評価方法について

12.同期機の飽和を表すモデルの一般形

同期機

13.鉄心歯部に飽和の生じる同期機の空隙磁束モデル

14.同期発電機の界磁寵流井定のポーシェ線図法の改良

15.系統高調波吸収同期機の試作

16.HB形バーニアモータの解析法について

17.同期型および務等型回転モータの浮上制御

○高閲隆車 ･曽根悟 (東京大学)

○川又昭一 ･田島文男 (日立製作所)

大西和夫 (日本サーボ)

○鹿家功 ･坂丑博 ･坪井和男 (中沸大学)

○直江伸至 (金沢工業高等専門学校)

○佐竹彰 ･津谷定広 ･汲辺光人 (三乗堀機)

○権藤幹雄 ･大場沓次郎 (新日本製鉄)

○高瀬冬人 ･上田院菟 (京都大学)

市報冬人 ･○篠田尚信 ･上田院亮 (京都大学)

○猪狩武尚 (中央大学)･梶村明子 (日本電侶屯話)

阿久津和司 (千薬県庁)

満激冬人 ･○井村峯 ･上EIl院克 く許防大学)

奥晴司 ･中村肺 (関西奄力)

比良允辛 ･芦滞厚 (富士碓機)

○松島由太郎 (静岡大学)

大沢義久 (秋田大学)

○開田養二 ･出島-直 (茨城大学)

大石哲男 (神鋼電機)



一 般 論 渦 El 次

(給文番号)

小型モータ1

18. リヤプノフ法によるステッピングモータの安定性解析と回転子振動抑制法

19.ステップ形同期モ-タのアコーダンス回転

20.-イブリッドステッピングモータの食通制御

21.改良形共振型庄龍モータの無負荷回転速度特性

22.適応制御を用いた超音波モータの速度制御

連名の○印は訴浪者

○仲演政穀 ･上里勝央 (琉球大学)

彰洪オ ･○王朝利 (中国東北大学)

前田明志 ･富田英雄 (東京鑑機大学)

関根秀臣 ･○関口佳宏 ･佐藤伸一 (群馬大学)

○滑水拓也 ･石田宗秋 ･堀孝正 (三重大学)

〇千位智侶 (琉球大学)･平良淳 (沖縄県庁)･上里勝央 (琉球大学)

大熊架 (名古屋大学)

23.レゾルバを応用した新形式加速度計の開発とその特性解析

関根秀臣 (群鴇大学)･○河合一郎 (東京電力)

佐藤伸一 (群鴇大学)滝沢敏弘 (サンデン)

小型モータⅠⅠ

24.埋込磁石構造PMモータの弱め砲架高速選庇時の特性改善

○上野智広 ･森本茂雄 ･武田洋次 ･平紗多賀男 (大阪府立大学)

25.永久磁石モータのトルク評価と壕適格造の検討

26.過励磁を用いたHDDスピンドルモータのW_助方式

27.租気自動車駆動用相反モータの特性 (第一報)

○大西和夫 (日本サーボ)

○金凹勲 ･海士明 ･山本尚･角茂治 (日本喝産)

○横山智紀 ･inl村鱒乃 (横浜国立大学)･久米骨盤 (安川屯機)

28.SRモータの榛幅のトルク及びインダクタンス分布特性に及ぼす影響

○坂上祐一 ･布施徳彦 ･武田洋次 ･乎紗多賀男 (大阪脚立大学)

大石哲男 .苅m充二 (神鋼電機)

29.鉄損を考慮したリラクタンスモータのパラメータ測定法

上里勝実 ･千位智侶 ･○友利好克 (琉球大学)

回転機制御

30.鑑圧積分値制御を用いた速度制御回路のチョッパ政作周期の検討

31.周期性外乱を有する回転機の高精度制御

一般過繰り返し制御を用いた直流機の定迎運転-

32.直流サーボモータのロバスト速度制御

○奥井秀幸 (大阪職業能力開発短期大学)

入江好一 (大阪電気通侶大学)

○今伸一郎 ･伊藤雄三 ･土谷武士 (北海道大学)

33.要素分割線形近似に基づ くブラシレスDCモータの食通制御

千住智侶 ･○上古殿寿 ･上里勝央 (琉球大学)

関根秀臣 ･○高輪秀明 ･佐藤伸一 (群馬大学)

34.記紀制御誤差に基づ くセンサレスブラシレスDCモータ制御の過渡特性

○野村尚史 ･竹下陸将 ･松井信行 (名古屋エーB大学)

○工藤俊明 ･石原和文 ･内藤治夫 (東芝)

35.モータドライ1装置のオー トチューニングシステム



一 般 冷 淡 日 次

(論文番号)

誘導電動機制御

36.すべり制御と食通制御の併用による誘導機の速度制御

37.誘導電動機のダイレクトトルクコントロールシステムの制御系構成法

連名の○印は講幼者

○小泉賢哉 ･福田昭治 (北海道大学)

岩絡啓尚 (El立敷作所)

○村田年昭 (北見工業大学)･土谷武士 (北海道大学)

武EZl郁夫 (北見工菜大学)

38.-次抵抗にロバストな誇噂鑑動機ベクトル制御の二次時定数同定法

OT.Kanokvate･彩方正 ･深尾正 (東京工業大)

○喝根一夫 ･田中茂 ･多田隈進 (東芝)

39.こ.i-テルネットを用いた誘導乾動機のベクトル制御

40.最小次元の負荷 トルクオブザーバを用いた極低速域の速度制御特性改善法

○青田康宏 ･森雅之 ･山田哲夫 ･伊達正晃 (明屯倉)

41.二次抵抗に依存しない誘導租動機のセンサレス速度制御

42.磁束センサを用いた誘導機の速度センサレスベクトル制御

43.外乱補償を施したPLL制御誘導寵動機の過渡同期現象

○上町俊幸 ･高橋勲 (長岡技術科学大学)

○古賀国夫 ･久問英樹 (広島商船高専)

上田隆三 ･陶田故勝 (九州工業大学)

○高野明夫 (沼津工菜高専)

市川文俊 ･中島達人 (東京電力)

○伊予谷隆二 ･成田博 (日立魁作所)

半導体電力変換 Ⅰ

44.スナバ回路エネルギーを利用した主BJ路給寵-JJ'式ゲー トの回路寵源

45.太陽光多重反射による発屯システムの商効率化に関する研究

○米井健治 ･後藤我明 ･大本修 (芝浦工菜大学)

○岡村沓次 ･中野博民 ･錐汲江華 (束京工芸大学)

○永井昌樹 ･松井幹彦 (東京工芸大学)

46.正弦波髄庄･服流出カインバータの出力伝達特性

47.他励電力変換の原理で助作する高周波リンクコンバータ

ーアクティ1フィルタ機能による並列運転負荷の補償-

48.ゼロ電流ターンオン非共振形PWMインバータのZVS化について

○長尾道彦 .故辺憤一郎 ･江上卓 (大分大学)

原田耕介 (熊本工業大学)

49.単相コンデンサ入力形亜紀回路における各種パラメータの簡易同定法

○大田倍 ･西方正司 ･松原邦夫 (東京鑑機大学)

川上潤 (日本鑑気栴器)

○大友事大 ･岡崎孝司 ･中村衝太郎 (サンケン鑑気)

50.部分共振を用いたゼロ電圧スイッチング回路

51.共振型スイッチングディザーコンバータ回路の高力率銀光灯に対する応用

○堀和事 ･高橋勲 (長岡技術科学大学)

三谷正孝 (松下租工)

○彰方正 ･珠尾正 (東京工業大学)

○山本曹朗 ･篠尿勝次 (鹿児島大学)

52.一次砿抗に完全ロバストな速度センサレスペクトル制御

53.永久磁石形ACサーボモータ駆動系の服流脈動減少法とその特性

54.LCフィルタとインバータを併用した大容最アクティブフィルタとTCRの協調運叔

○大村寮 (新居浜高専)･高棒勲 (長岡技術科学大学)



一 般 沸 淡 日 次

(論文番号)

55.単相ダイオー ド並流回路の設計法

56.シンクロトロン制御用クロックパルス発生装置の開発

57.苗力率部分共振形PWMコンバータ

58.奄線形務等機を用いた風力発鑑システム

連名のOEr)は沸故老

○乙部芳郎 ･高橋勲 (長岡技術科学大学)

佐藤健次 ･熊田雅之 (放射線医学稔合研究所)

松本啓 (独協医科大学)

古開庄一郎 ･○久保宏 (日立製作所)

矢吹正明 ･糠浮明宏 (日立エンジニアリング)

○富川隆之 ･谷口勝則 (大阪工業大学)

平地克也 ･滞新太郎 (ユアサコーポレーション)

佐藤剤彦 ･○山村直紀 ･常広浪 (名古屋工貴大学)

59.心鼠ペースメーカー用鮫皮的エネルギー伝送の基礎的研究

○平地克也 ･共鳴政文 (カージオペーシングリサーチ ･ラボラトリー)

前島靖 (田淵喝機)

西村故博 (大分大学)

半導体電力変換ⅠⅠ

60.反射防止屑を持つIBC構造単鈷晶大隠電池セルに関する基礎的研究

米井健治 ･○後藤義明 ･大本修 (芝浦工業大学)

61.デルタ結線ブラシレスモータの駆動方式 (第一報)

○桜井息 (エスジーエストムソン マイクロエレクトロニクス)

62.臨時電流ベクトル制御方式電沈形PWMコンバータの回生運転

63.屯庄型PWMインバータのコンピュータ･シミュレーション

○皆本位計 (新居浜高専)

大西徳生 (徳島大学)

揚正堂 ･劉国海 ･○朱監 ･成立 (中国 江蘇工学院)

64.曜庄共振DCリンク3相鑑庄形 IGBTインバータの特性試験と評価

-パワーデバイス損失&雑音端子堀庄-

○石井英宏 ･青田通庸 (ダイキン工業)

米森発覚 ･中岡睦雄 (神戸大学)

池田和郎 ･田中央 ･森島直樹 ･○鈴木康司 (三乗亀城)

○外山浩司 ･竹下隆晴 ･松井信行 (名古屋工革大学)

65.鮭列多重寵庄形PWM変換器の交挽側線問寵庄

66.単相PWMコンバータの直流屯圧脈助の-低減法

67.ディザーコンバータを用いたスイッチングレギュレータの性能比校突放

○五十嵐康雄 ･高橋勲 (長岡技術科学大学)

西方正司 ･○佐藤遠別 (東京租機大学)

○大垣和博 ･彰方正 ･深尾正 (東京工業大学)

○藤沼高 ･根菜保彦 (福岡大学)

68.磁気飽和を考慮した無紫沈子鑑肋機の定常特性解析

69.NPCインバータの中性点電位変劫について

70.単相PWM砿紀形7タティ7'7イルタについて

71.ファジイを用いた太陰龍池の敢大喝力点追尾

○橋本昌彦 ･阿部裕司 ･甲野藤正明 ･牧野正寛 ･平剛変之 ･

田中邦穂 ･硲口悦男 (三洋鑑機)

72.モデル免租適応制御によるAC/DCサイリスタ変換器の平均鑑綻制御

○徐政 ･望月琢郎 ,印中良明 ･花本剛士 (九州工英大学)

73.非線形インピーダンス回路のチョッパ回路への応用

○武田亮 ･佐藤僚杉 ･高橋勲 (長岡技術科学大学)

74.系統連系太随光発鑑システムに適した単相PWM租流形インバータ

○野中作太郎 (近畿大学)



一 般 妨 訴 日 次

(冶文番号) 迎名の○印は娘幼者

75.再構成軌道を用いた小規模裾力需要の短期予測･･････-- ･--････････････○岩坪理淑子 ･鵜谷和彦 (三費曜横)

池口撤 (東京理科大学)

合瞭一幸 (東京大学)

DCリンク共振コンバータ

76.租況共振形DCJJンタ変換器の入力波形制御と入力力率特性

○石川補記 ･村井由宏 (岐阜大学)

OHastoSoebagia･=!.･'ul山瀬 ･村井由宏 (岐阜大学)

T.A.Lipo(ウィスコンシン大学)

77.直列光政DCリンク法による入力コンバータの特性

一位相制御法との比較-

78.耽圧クラン1型:lt振DCリンクインバータの新主回路IJJ一式の検討

○東聖 ･菅榔朗 ･木全政弘 ･打tfl良平 (三糞租機)

○佐藤之彦 ･加藤安紀 ･飛Ill正孝 ･PekikArgoDahono･

片岡昭雄 (架京工黄大学)

79.Jt:･舶DCリンク用リアクトルの交況紙抗測定法

80.DC花嫁内部の分割鑑圧を利用した部分共振PWMインバータ

○鳥羽章夫 ･耐水故久 ･木村印可 (東京都立大学)

中村稀太郎 ･河内祥一 ･〇関崎孝司 (サンケン喝気)

LIJ相補太郎 ･河内祥一 ･〇白井浩 (サンケン奄気)

OL]野党 ･固守虫行 ･渡辺蝕二 ･有蓄弘 (愛媛大学)

81.部分共振による1リッジインバータ回路の分類

82.部分共振によるコンバータ回路の分類

83.-石全jt:･振ZCSコンバータの特性比較

マルチレベルインバータ

84.3レベルインバータの中性点租位変動を抑制するPWM制御法

○佐川好 ･福四昭治 ･大古瀬秀之 (北海道大学)

○宮崎塑 ･黒沢良一 ･多々良光司 ･BenBrahimLazhar

KennethA.Colby(束芝)

○中沢洋介 ･戸田伸一 ･珊沢良一 (東芝)

85.3レベルGTOインバータのPWM方式

86.NPCインバータの基本周波数成分を考慮した同期PWM方式

87.大谷止中性.t'.(.クランプ式インバータの入出力特性

○奥井明仲 ･加賀並夫 ･江古洋一 ･池田審判 (鉄道稔合技術研究所)

田中茂 (東芝)

88.三相5レベルPWMインバータにおける出力寵圧波形改串の一手法

89.PWM制御租沈形GTOインバータ主回路における転汲弛作解析

90.中性点叱庄制御による補助炎振転流ポール形インバータの我紀の安定化

○鈴木仰一 ･松潮釆規 (明治大学)

森ul-樹 (北洋屯機魁逸)

○宮内主暮圭司 ･松淑発現 (明治大学)

○片tLJ秀樹 ･近藤正示 (長岡技術科学大学)

PWM制御一般

91.空刑ベクトルによるマ トリックスコンバータの入出力波形の合成

92.PWMサイタロコンバータの波形シミュレーション

○坂本蛙大 ･細川昭治 (北海道大学)

小山純 ･ ○ 夏晩戎 ･樋口期 ･LJ佃 英二 (長崎大学)

古賀高志 (東洋鑑機製造)



一 般 訊 続 日 次

(論文番号)

93.CVCF三相インバータのデッドビー ト制御

DeadbeatControlforCVCFThree･Phaselnverter

連名の○印は紡織者

飯田克二 ･〇楊仲塵 (東洋寵機製造)

94.二並星形ヒステリシスコンパレータ配講による瞬時追従PWM形三相インバータの制御方式

○竹本信之 ･入江寿- (大阪花気通信大学)

○桝川垂男 ･庶u祥二 (東京電機大学)

○荒井塑 ･中野博民 ･難波江華 (東京工芸大学)

95.相聞リアクtJレ方式二重接統ダイオー ド整沈回路

96.正弦波コンバータ

97.クロスベクトルを用いた無効電力補償

無効電力補償

○戸賀滞智 ･中野博民 ･難波江華 (東京工芸大学)

○矢野昌雄 (三糞鑑横)

98.亀圧形静止補償装置のモデル化 と制御安定性

99.NPCインバータを用いたSVGの中性点縦流硯位変動の平衡化に関する考察

○石崎忠司 ･松井幹彦 (東京工芸大学)

森til敏活 (宙士喝機)

100.不平衡補償機能付き自励式SVC制御方式の開発

○山本光俊 ･江口直也 ･小西茂雄 (富士租税捻合研究所)

101.直列共振形市周波リンクDC-ACコンバータを用いたアクティブフィルタ

○藤野斉 ･石凹宗秋 ･堀孝正 (三重大学)

○河田祥之 ･大西徳生 (徳島大学)

102.三相パワーラインコンティショナの試作特性

103.半導体化高速移相器による鑑力制御 (可変リアクタンスとしての応用)

104.半導体化高速移相音別こよる同期機への喝力蓄積

有満稔 (東京工菜大学)･力石浩孝 (核融合研)

上村敏 ･○喝肘隆一 (東京工業大学)

有満稔 (東京工業大学)･力石浩孝 (核融合研)

○上村敏 ･喝ttl隆一 (東京工兼大学)

UPS

105.パイプラインアーキテクチャプロセッサの応答時間評価法の検討

○梅村欺史 ･羽根書寿正 ･西田保幸 ･笛EIl英雄 (東京電披大学)

106.ニューラルネットワークによるUPSの開発

○羽根曹和正 ･宮下収 ･前田明恵 (東京鑑機大学)

107.現況オ1ザーバと外乱オ1ザーパを用いた三相UPS用インバータのデジタル制御法

○伊東洋一 ･菅原雅乃 ･河内祥一 (サンケン屯L=Jt)

108.三相PWMコンバータにおけるオ1ザ-バを用いた鑑源位相センサレスデジタル制御法

○菅野雄一郎 ･伊東洋一 ･河内祥一 (サンケン寵気)

○早坂秀樹 ･松瀬東風 (明治大学)

109.振幅制御直列共振ACリンクインバータの動作解析

110.新方式三相SMRコンバータ

111.X線による能率線設備診断の基礎試験

○大熊康治 ･五十嵐征坪 ･黒木一男 (笛士電機総合研究所)

鉄道一般

○島田健夫三 ･小比田正 (鉄道絵合技術研究所)

ul過昭治 ･○梯本徹 (東E]本旅客鉄道)

112.堀気鉄道における乾単線設備データ管理システムの開発



一 般 弟 渦 日 次

(爵文番号)

113.列車タイヤの合理的作成iJ:･に関する検討(2)

一地域分離型タイヤの作成u三一

連名の○印は誠泊者

○小川浩 ･曽根悟 (氷IJk'大学)

114.自助列車逆転システムのためのモデル1･測型パターン追従制御アルゴリズム

115.移動無線システムの絹皮利川に関する研究

116.鉄道能力システムと列小群制 御システムとの統合のl･T能惟

117.列車配芯問題の理論的巧察 (その2)

118.大阪市地下鉄1号線 (御:ft:肪線)の列車群シミュレーション

119.インバータ制御花台tjltの放適相槌苅制御実現のための課題

一基準速度検出と租動機阿指炎･舷に関する基礎的考察-

高木康夫 (米芝)

大石安正 ･○大野浩 (九州呪力)

日中誠二 ･渡辺尚道 (ニシム花子二に兼)

○高木亮 ･曽根悟 (lRLJi(大学)

〇金田斉 ･曽根倍 (米lR'大学)

rliJ田豊 (大阪市交通都濃振興公社)

C)入内島触 ･渡辺称- (氷芝)

○経過糾紀 ･大江晋太郎 (鉄追放令技術研究所)

120.Next250(次世代狭軌拓辿列叫)の帆怨と車輪-体形主租劫俄の検討
松岡孝一 ･兎束野犬 ･○近藤主I主一郎 ･佐々木君章 ･石m弘fgJI-til一勢糊

謹言生寛治 ･'E;i本Ill牽 ･手塚和彦 (鉄道稔合技術研究所)

121.交流電気鉄道車両から5iJi:.する艦砲料 二ついて (第1報)

○大野武一 ･水Iil】穀 (運輸省 交通安全公!.ll･研究所)

戸的率生 (リケン)

122.自励式インバータを用いたき服tEu屯ノ]触通による交流''-ELJt鉄迫川Llu圧補個装試

○持永=)i:文 ･久水泰司 (鉄道稔合技術研究所)

井上- (JR北日本)

竹田正俊 ･宮下武司 (三饗碓槻)

建地公紀 (東萩現科大学)

○大木f,)i次 ･後藤祈三 ･長谷伸一 (鉄追放合挽梢研究所)

勝野利雄 (JR氷海)

○曽令全 (中国東北1旺力学院)

鹿野快刀 (東京戯工大学)

123.坤相高圧配亀線故侍検(Ill･掠延我;程の開発

浮上式鉄道 ･リニアドライブ

124.リニア屯磁ソレノイドの推ノ)の平坦化解析

125.くら形コイルを持つlIJ剛 犬リニア務噂モータの円周方向磁束解皮分aJ-

126.リニア誘導モータのユニスタ等価阿路

その2.ア ドミタンスと刷iilコンダクタンス回路

127.超電導磁気軸受の基本特他紙験

128.サスペンション制御裳託を含む磁Jjti?･上システムの設計

129.7r構成地上コイル 【戯租相磯/̂i.7･上武鉄道用]の提案

内海達見 ･○成凹勝 (光軸大学)

l勺淋達見 ･○国府田裕昌 ･山口功 (氷海大学)

中島呼 (航空字Tli技術研究所)

○'t;川11f･堆 ･狙藤伯夫 ･宮地敏雄 (光束租他大学)

○堵麻袋 ･中川聡子 (東射 旺機大学)

山川敏夫 (コかネイ)

○柴川久光 (鉄道総合技術研究所)

130.磁気浮上列車の超租苛税ポクエンテ時の浮上つり合い状態

○日野徳昭 ･柴口1将之 ･肘藤敏雄 ･牧在樹 ･小林孝司 (El立魁作所)



一 般 諮 浪 El 次

(冷文番号)

131.砲気浮上列串コイル系における過渡誘導寵圧の検討

132.磁気浮上式鉄道川推進コイルの形状と等価回路定数

迎名の○印は誠繊者

○西成裕.li･'.(同志社大学)

加英一多 (韓日放送)

開井政彦 (∫R氷海)

○江.uJ放 (沼津高専)

133.砧気浮上式都市交通システムCHSST-100の走行中における案内特性と横方向遅効特性に関する解析

○松本随 ･藤井雅子 ･水間穀 (迎輸省 交通安全公壬:･研究所)

藤野政明 (中部エイチェスエスティ)

大石明 (エイチェスエスティ)

134.磁気浮上式都市交通システムHSST-100の安全性評価試験 (約2報)

○水間較 ･松本貼 ･天野武一 (運輸省 交通安全公省研究所)

印中-8人 (中部エイチェスエスティ閲発)

135.砧気軸受における吸ijl型受動安定軸の剛性計算 (磁気求心力の計井輸度と発生機矧 こついて)

○篠崎弘行 (荏城稔合研究所)

中島厚 (航空字Th'技術研究所)

136.屯威力による迎税熱延ランアウトテ-1ル走行改沓我社

○藤崎敬介 ･柵山瑞次 ･m中幸一郎 ･淑輯康徳 (斬日本製拭)

○村口洋介 ･川口陶土 ･和多田雅哉 ･海老原大樹 (武蔵工某大学)

中川聡子 (東京職級大学)･大原孝 ･小村李孝 (中外炉工業)

○藤井信男･河村志太郎 ･蔽塚浩二 (九州大学)

中施隆盤 (安川鑑槻)

○鳥居粛 ･海老原大樹 (武蔵工業大学)

137.成気浮上式うす板搬送における振動制御

138.砲気浮上 ･リニアドライブ用永久砧石回転形砲気串蛤

リニアドライブ

139.リニア務導モータの二次側形状設計のための新しい解析中u三の拙案

140.OA機器用リニアモータの海線構造の相違による静推力特性

○柚俗 ti≧之 ･和多田雅哉 ･海老原大樹 (武蔵工業大学)

EZl倉敏靖 ･岡Ell恒ll)J(東京電気)

141.人工心駄用lJニ7並主動アクチュエータの寸法諸島tによる静推力特性

○大石由紀子 ･和多田唯我 .漆喝賢次 .海老瞭大樹 (武蔵工業大学)

春E]井敏彦 (二糞屯磁蛾)

142.サーフェスモータにおけるインダクタの形状と配置に関する検討

○高輪友勝 ･汲抵隆 ･和多田雅哉 ･海老掠大樹 (武蔵工英大学)

新保恭太郎 (Ji吉越化学工革)

143.LPMを用いた力制御におけるパラメータ変化の形轡

○揃木川彦 ･炎tu雅之 ･武田洋次 ･石川延夫 ･平紗多賀男

(大阪府立大学)

○塩LLJ和之 ･#･m雅之 ･武m洋次 ･石川定夫 ･平抄多賀男

(大阪府立大学)

○山本修 ･松淑戎搬 (明治大学)

○脇若弘之 ･2剤IJflii二 (信州大学)

水野勉 (アマダ)

山本栄 (アジア金属工業)

144.短絡能沈法を用いたLPMの振動抑制

145.三相リニアパルスモータのr司期化鮭劫時における推力の解析

146.つづら祈れコイル形リニアセンサの開発と誤差解析



一 般 諮 斌 日 次

(歯文番号)

147.SMESのエネルギ転送回路の研究

超伝導 ･電磁石応用

迎名の○印は沸故老

○平松審久 ･伐野頗一 ･森本智 (関西大学)

148.租乾坤マグネット糊インダクタコンバータ1リッジエネルギー転送同格の瞬時花耽ベクトル制御とその高速

化

白井康之 ･仁田旦三 ･〇鈴木知広 ･谷島周一 ･岡田隆夫 (京都大学)

149.超髄鞘マグネッHlqインダクタコンバータ1リッジエネルギー転送回路の叱庄リプル低減制御法

〇日･Jr･康之 ･仁田旦三 ･柴En按和 ･谷島周- ･岡田隆夫 (京都大学)

150.アクティ1 ･フィルタによる屯源 リップル除去

○小松雅弘 (日本鑑気)

ビチャイサエチャウ･中野道雄 (東京工業大学)

佐藤畔 (市エネルギ-物理学研究所)

産業計測制御 1

151.ロバストな過腔コントローラを用いた多自由度マニピュレータの-イ1リッド制御

○大石潔 ･大西正妃 ･大山宏 (戊岡科学技術大学)

152.迎峻フィー ドフォワード制御による2倒性系の制振制御

○広江郷一 ･岩崎比 ･松井侶行 (名古屋工業大学)

153.1ラシレスDCサーボモータのパラメータ推定法に関する一考察

○花本闘士 ･EIl中良明 ･軽弥III･g_1月琢郎 (九州工業大学)

幌共時 (西日本工業大学)

154.ファジイ推論の誘嘩屯劫機ベクトル制御への応用

155.インバータを用いた誘導枝定数測定

○:.I,:付随宏 ･佐藤和雄 (静岡大学)

○山本康弘 ･小玉政志 ･山川哲夫 ･市岡息士 (明電舎)

156.鴻帝織物槻ベクトル制御の速度センサレス化に槻する考察

157.花沢形インバータ駆動誘導能動抱のH∞制御

158.椅円迎劫を利用した鑑睡ダイレクトドライ1方式の開発

159.垂れ多関節ロボットの絶対位荘推定法

佐勝和雄 ･○洩井俊春 (静岡大学)

〇日志図 ･井手耕三 ･辻坤生 (九州工薬大学)

○古谷克司･毛利尚武 (盟tI]工兼大学)･樋口俊郎 (東萩大学)

斎藤長男 (盟m工米大学)･凍m浩充 (日本唯我)

160.回位スキーロボットの補借ゲインに関する一考察

○大森努行 ･村上悼之 ･大西公平 (迎雌我執大学)

○竹井成行 ･内払恒91･西棟随宋 (芝浦工業大学)

産業計測制御Ⅰ1

161.アクティブアイセンサによる移動物体の追従

○大矢柴 ･愉本秀紀 ･城島文雄 (東京大学)

162.距従耐性データを用いた3次元物体の位置姿勢推定

○白文鴻･RenC.Luo･槍本秀紀 ･脱砧文雄 (東京大学)

163.光点起兼型半導体レーザ距錐速度計による移動物体の臣従画像計測

鈴木高志 ･篠庇茂信 ･○字m発信 ･書叫博文 ･池朋弘明 (静岡大学)

PJ政堆 (千薬工費大学)

164.波長分割多菰1.i号伝送方式における可視光センサの受信クロストーク除去

○神谷苑好 く浜松工菜技術センター)

池川弘明 (静岡大学)



一 般 肪 碗 日 次

(論文番号)

165.家庭内高齢者ケアシステムのためのセンシングおよび通報機器の開発

連名の○印は辞幼者

○葉上正志 ･井上浩 (四国絵合研究所)

166.ドライブシミュレーション自動化のための被験者の思考 ･行動特性の検討

○香取頗臣 .泉隆 ･高橋寛 (日本大学)

○関村公良 ･寺嶋JpE之 ･佐藤労･弘 (明確合)

167.トンネル換気シミュレーションシステム

168.図鑑機械の異常と近接音響インテンシティパターンの相関に関する実験的研究

松村浩史 ･○盟H利夫 (九州工発大学)

陳助 (福岡工業短期大学)

169.フェイルセーフな電源監視回路の-構成法

AFail･SafeMonitoringMethodForOutputofRegulatedPowerSupply

170.マイクロ波加熱用大出力鑑源の開発

金属産業

171.タンディッシュ州容鋼プラズマ加熱技術の開先

加藤雅一 ･〇周旭陽 ･道床弘一 (日本信号)

○大約均 ･森本雅之 ･川畑理 (三菱重工業)

○三木的司･析水基良 ･入谷英樹 ･井筒敬倍 (神戸製鋼所)

172.熱延仕上 ミルへの高効率C型エッジヒータの通用

173.熱延鋼板酸洗ラインの電気設備のリフレッシュ

福島俊二 ･加瀬徹 ･○岡村和郎 (住友金属工蚤)

広畑和宏 ･LIJ本和明 ･○小松掠啓悟 (川崎製鉄)

荒井至 ･上村猛 ･西郷宏治 (笛士租扱)

制御理論

174.非線形制御系特性解析用-イブリッド式ダイナミックス ･シミュレータの開発

○小西務 ･斎藤祥治 (大阪電気通信大学)

175.制御対象のモデル化誤差を低減する制御器を付加した力制御系に対するH00制御法

○森征之 ･駒田翰 ･石田宗秋 ･堀孝正 (三重大学)

○追木憤二 (名古屋大学)

S.if-ンウォンワ-ニッチ (チュラロンコン大学)

大熊紫 (名古屋大学)

○伊東進治 ･梼不発紀 (光束大学)

○高橋毅 ･芙多勉 (千集大学)

176.ベクトル制御系の構成についての制御理論的考察

177.動的計画法による予測制御の一考察

178.ロバスト反復学習制御

179.2-Delay人力制御方式を用いたマニピュレータの柾散時間学幣制御汰

OEil･Jll稔一郎 ･近藤末文 ･鈴木達也 ･大熊紫 (名古屋大学)

○遠凹尚文 ･北原淳 ･畠山省凶朗 (東京屯機大学)

合原一幸 (光束大学)

180.リアフソ フ指数とカオス時系列予測

外乱オブザーバ

181.VSS外乱オブザーバによるDDロボットマニピュレータの非干渉化制御

○林信男 (神戸大EI':)･男江康明 (京都工芸繊維大学)

○菅野賢志 ･駒凹絢 .石用宗秋 ･堀準正 (三並大学)

182.移動環境に対する外乱オブザーバを用いた力制御

183.外乱オブザーバを用いた逆鱗モール ド内溶鋼レベル制御

○青木努未 .加地孝行 ･浅野一哉 ･若槻祐司 ･心眼明 (川崎製鉄)



一 般 論 繊 目 次

(冶文番号)

ロボット

184.2HtLl度サーボ系によるDDロボットの位記制御

185.時'iy物回避聞個における冗長マニピュレータの姿勢決定のための一方法

186.階層ファジールールによる移動ロボットの障害物回避動作計画

187.指先形状を考慮した物体形状認識法

188.スキルマッピングに湛づいた把捉支援システム

189.ダイナミック･フォース･シミュレータの開発

迎名の○印は放浪者

○金放映 ･堀洋一 (東京大学)

○柴m昌明 ･大西公平 (段臆義塾大学)

○押木猛 (名古屋市工費研究所)

岩田裕二 (エプソン)

給水達也 ･大偶紫 (名古屋大学)

○堀鹿捉一 ･橋本秀紀 ･悦曲文雄 (東京大学)

01スマーチン･檎本葬紀 (東京大学)

○閲井康晒 (中央大学)

ブスマーチン･蛾本秀紀 ･原島文雄 (東京大学)

190.迷次学習型ニューラルネットによる無人搬送車の操舵制御(2)
舷丸鋸之 ･○味野共生 (岡山大学)

モーションコントロール

191.低輔庇エンコーダを用いるサーボモータのロバスト･適応制御

192.負荷 トルク推定能力を向上させた適度推定器の制御特性

○堀洋一 (文末大学)

○伊藤茂 ･岩HJ拭 ･大野哲彦 (サンケン屯気)

193.外乱オ1サーバを用いたイナーシャ定数のオンライン適応同定法

○岩用姐 ･伊藤茂 ･大野曹彦 (サンケン屯気)

C梅野孝治 ･拭野勝'宏 ･矧uJ紀列 (豊田IIl央研究所)

○杉帥弘人 ･堀洋一 (東京大学)

194.外乱オ1サーバに鵜づ くパラメータ変動の推定

-タイヤ空fJl圧推定への応用-

多慣性系 Ⅰ､Ⅰ1

195.蛸過に瀬HLT=多恨性系の制御に関する考察

196.オ1サーバに鵜づいたねじり系軸 トルク制御

ObserverBasedTorsionalTorqueControlofVibrationSystems
○陳芸峰 ･藤川沖 ･,ト林弘和 (東洋租税魁造)

○小川岳 ･松本和則･鈴木過也･大熊輯 (名古垣大学)

197.2日山鹿納付器を用いた軸ねじり振軸抑制制御

神山健三 (宇都宮大学)

大野ig.(日立魁作所)

198.2伯n:.北Ai系の状態フィー ドバックによる振動抑制制御とパラメータ変動をユ削厳し1=制御特性

○杉本道彦 ･森本茂雄 ･武郎羊次 ･平紗多賀gl(大阪府立大学)

199.H∞制御理論に鵜づ く2仮性織械系の速度制御

200.DSPを用いたリニアDCモータのロバスト制御

201.叱動線の兇托モデル追従制御方式

○森本茂雄 ･武m洋次 ･jtZ紗多斑舛 (大阪府立大学)

○池川故人 (旭化成工紫)･鯨本秀紀 (東宗大学)

○小山正人 ･長野鉄明 (三糞租槻)8月27日 (金)14時30分-15時50分
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情報システム

202.ファジイモデルを川いたたて糸糊付機の設定支援システム

203.ファジイネットによるオフラインサイン認識

204.システム工学的手法による教材構造モデルの同定

迎名の○印は放浪者

〇校下町1.- ･銀笛明 .高木久弥 (名宙gi市工英研究所)

古橋武 ･堀川憐一 ･内川滋樹 (名古屋大学)

渡辺成 ･O-[!]'揺武 (名古屋大学)･小幡緊三 (日本租載)

内Jll藩桝 (名古屋大学)

○岩下奄弥 ･)ulJ浩司 ･畠IIJ省四朗 ･一松Id (光束屯他大学)

205.概念SFC自助設3f･エキスパー トシステムの構築

○祭以鋼 ･水沢賢醐 ･関口降 (横浜rx)立大学)

206.工程設定事例に韮づ く板金部品のコス ト見積 りシステムの梯車に関する研究

OrT松撒 ･古橋武 .内川翁桝 (名古屋大学)

○HJll大弘 ･古橋武 ･内川凝蜘 (名古屋大学)

○伊藤英朗 ･畠山省内朗 (来京砥粒大学)

207.遺伝的アルゴリズムのプ リント基板自動配置への応用

208.ショッピングか一による購只行動の自動計測

デバイス解析と応用技術

209.SPICEを用いたGTO束子モデルの動特性

○石tfl浩 ･伊潮故史 ･村上dF,･'紫 (大阪大学)

210.デバイスシミュレータを用いたMOSゲー トパワーデバイスの極低温特性解析

○石上敦史 ･伊瀬故史 ･村上舌紫 (大阪大学)

211.有限要素法によるGTOのスイッチングシミュレーション

-温度の影秤及びタフ'ルゲー ト構造の検討-

○坂lll博 ･杉本健二 ･中西侶太郎 ･磯村払宏 (愛媛大学)

正田英介 (東京大学)

212.三相サイリスタ開閉器の叱紀位相選択機能の解明とそのIL二川

○岡村幸等 ･姫野隆 (租JJ中央研究所)




