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1.リニアモータ駆動小型地下鉄の実用化研究について - 稔括 -

○松本 恰 ･水間 駿 ･佐藤安弘 (交通安全公専研究所) ･曽根 倍 (東京大学)

2.I)ニアモータ駆動小型地下鉄の乗中発行就険における測定括巣について (中両性能 - 節二報)

-･･-- ･･･---･-････○水間 毅 ･絵本 限 ･斉藤秀俊 ･天野武一 (交通安全公智研究所) ･曽根 倍 (東京大学)

3.新幹線指令システムにおける新しい遡行来示方式について

朗 秋生･屯田 晃･○化生蛾治 (東海凍専政逝) ･片平正村 (日立製作所)

4.放屯区分を可変にすることによる交菰放喝システム改笹の可能性-･････････- ･･････甘板 倍 ･○熊田伸祐 (東京大学)

5.自己診断モニタリンg'システムの開発 森田政次 ･木村勝弘 ･○中村京子 (東芝)

6.電気叫用主唱取扱軸受の過喝特性と喝食- I---･･････････-.･･･････-･･○波並朝紀 ･今井正行 (鉄逝捻合技術研究所)

7.交鼓回生中共電源通過方式

8.年両搭載用CTOLゃ断番の開先

9.PWMコンバータ方式交流串両主回路システムの具体的検肘

甘板 唐 ･垂 心蓉 (東京大学)

○沼崎光括 ･安岡育堆 ･四元正一 (-東芝)

石川 東 (東海旅客鉄道) ･田中 茂･○宮崎 玲 ･氏家昭彦 ･満原英明 (東芝)

10.新幹捜屯中用PWMコンバータの屯源攻失時の考察

石川 兼 (東海施客鉄並) ･木下繁則 ･○着生雅明 (富士屯牧投合研究所)

･毅則直人 ･諸星宰倍 (古土屯蛾)

ll.コンバータ･インバータシステムにおけるビート親政の抑制法

○樹町徳之助 ･中村 滑 ･仲田 耕 (日立製作所)

12.PWMコンバータの高鍋波低減･･.･･････････････････････- --･･油谷浩助 ･○秦 広 ･前田 拳 ･田川直人 (鉄道捻研)

13.新幹扱fE中主変圧欝の伯叔原田と考察

-･･･石JJJ 発 く東海旅客鉄逝) ･○木下態則 (富士旬按抱合研究所) ･内藤裕宜 ･盤則直人 .井上苑ニ (富士喝椴)

14.PWMコンバータ搭載形屯気串と他助並詑怒形喝気中の併走時の考察

石川 巣 (東海旅客鉄道) ･書生雅明 (古土電扱捻合研究所)

･○義則iE人 ･千時文雄 ･井上苑二(藩士屯故)

15.直流屯源喝圧脈動時の1パルスPWMインバ-タのスイッチングカ汝-･･･-I-････○栃木樹明 ･Cl浪 悟 (東京大学)

回 転 機

16.譲等故の一次丑ね合せ等価負荷法における砿気飽和の影響

平山勝己 (明確合) ･○食持 味 ･田畑稔堆 (東洋大学)

17.誘導故の過渡 トルク解析･ ･･･ ･･･････-････-･･･････････-･･- ･･･○古袈国夫 (安川同棲) ･上田隆三 ･園田敏勝 (九州工大)

18･不平街かご形巷級を有する三相誘導電助枚の特性････---･･- ･･･ - ･･････○水野孝行 ･満山碩一 ･戸田 孝 (明電舎)

19.キャストロータのスロット定数近似計井法と応用 岩田和放 く東芝)

20.自助併称発屯枚の二次助屯による定屯圧時基礎特性について････-･･小役丸良穂 ･○官浪博昭 (近故大学九州工学部)

21.同期電動機の同期引き入れ現象理曲解析 ○金川免夫 ･菊地 実 (東芝)

22.リアブ/7開放を用い1=同期電動故の同期引き入れの改替 ･･･････････････････････.･･････上里騎乗 ･○千住智倍 (琉球大学)

23.同期化 トルクによる定態安定度の解析 ○小松排膿 ･岡田武夫 (立命館大学)

241ポーシェリアクタンスの決定方法に関する考察････.･･-･･･-･･- ･･････○措符武尚 ･高荷明子 ･阿久沖和司 (中央大学)

25.電圧形インバ-タ駆助q軸制動巻線付ブラシレス半速同期屯動機の特性

野中作太郎 (九州大学) ･○藤井邦夫 ･川口武契 (久留米高専)
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26.可変逮ブラシレス昏同期発電機 システム-･･-･- ････････ ･･･････････野中作大鉢 (九州大学) ･○川口武乗 (久留米高呼)

27.助成披なしブラシレス叫相同期発1E機の磁束分布･-･････････- ･-･･野中作太郎 ･0袈裟九勝己 ･書村 蚊 (九州大学)

28.並列連続形 2--モニック反作用屯勤俊の解析

○安林幹翁 (中部大学) ･長江辞典 (愛知喝扱) .加藤邦弘 (中部大学)

29.圧延用インテリジェン トモータ (DCM)の朗発･･･ ･- -･･･-･･-･-･-･･･････○森EEl 畳 ･梓川安治 ･森捻洋一 (楽芝)

30.中盤波巻直流投の無火花帝解析･･･- -･････-･･･････-〇校田敏彦 ･鈴木好夫 (婁商工大) ･C1ヶ鳴賢治 (北海退屈力)

･山岸 等 (雀牌工大)

31.レ･/ルパの速度検出特性の補依法-･････-.･･････--･･････-関取秀臣 ･石川赴夫 ･○中神賢二 ･須藤二全 (群馬大学)

32.磁気興方性磁性鞍の性能評価妖験

33.薄形ブラシレスモータの掛矢低減

○渡部正敏 ･満楠身佳 (日立制作所)

○小林睦司 ･汝辺利彦 (古土通研究所)

34.位旺センサレス ･ブラシレスDCモータの一構成法

･･-.･････.･･･- --○鈴木和人 ･小笠原悟司 ･赤木寧文 ･難浪江帝 (長岡技術科学大学) ･長竹和夫 ･奥山九五 (東芝)

35.ヒステリシス電動投の同期脱出 トJL,クに及ぼす時間高調波の形曹 (基礎考察 Ⅱ;高嗣波が一つの場合)

○岱田 実 (̂ 声高呼) ･沸井涼二郎 (茨城大学)

36.アモル77ス故気センサによる済専電動投の二次電詑および電気的 トJL,クの検出

･･････-･･ ･---･･･毛利位年椎 ･○石田改印 ･尾関揮堆 (名古屋大学) ･向井蹄人 (捻下旬半) ･古田昭宏 (九工夫)

37.ANENERGYSAY)NGm oロFOlHNDUCnONXOTOftBYYOLTAG(刀NTROL (電圧制御による帝専旬勤故の旬力節減法)

○鮮 将的 ･古田英堆 .羽板書方正 ･宮下 収 .前田明志 (東京電機大学)

38.溝専屯蜘蛾の喝破振動に関する一考察････-･- ････････-･･--･･･○廉嘩 功 .坪井和男 (中節大) ･森 貞明 (東芝)

39.PAM方式捷故切換済苛電動投の高網波 トルクの防止法について

○穴押義久 ･加瀬昭夫 ･赤上限出男 (秋田大学) ･小井戸正之 (日立動作所)

40.済専喝勤枚のギャップにおける高細波由束密度の定丘的故肘 - ･･････○石瞭 杉 ･費 田仲 ･斎藤和夫 (長岡技科大)

41.駆動条件を考慮したステッピングモータの特性拝定法- -･･････○田舟敏的 (東京屯気) ･小耳 天 (早稲田大学)

42.単相永久礎石同期モータの基本特性 坪井和男 ･○石垣陸士 ･廉竣 功 (中部大学)

43.50MVA超屯専発電故ダンパ-のうず屈洗特性

-･･-････････-････-･･･-･･○秋田 飼 ･谷口治人 ･織田辞随 (屯力中央研究所) ･山口 喪 ･牧 直樹 (日立製作所)

44.超電苛発現牧ダンパ-の3次元渦電沈解析･ ･-････〇秒滴蔚彦 ･官 健三 (東栄大学) ･秋田 調 (旬力中央研究所)

45.運転時の直流故喝牧子回路インダクタンスの解析･.･ ･-･.･.･-･･･- ･･････････--○沢孝一郎 ･宮地邦夫 (座広義艶大学)

半ヰ体電力変換

46.SIサイリスタによるハーフブリッジPWM整流回路･･･-･- ･･-･･･-･.･.･･.･･････-○宮崎 聡 ･常盤章生 (東京喝力)

47.1200V波形Pエミッタ逆阻止ターンオフサイリスタ - 屯托形コンバータへの適用 -

○寺沢義堆 ･本田一男 ･本部光串 (日立製作所)

48.カスコー ドBIMOSモジュールを適用 したアクティブァィルタ

靭枝健明 ･○宮下武司 ･山本 博 ･鞘畑文堆 ･竹田正俊 (三発句枚)

49.チョッパ併用馬流形インバータによる小型太陽光発馬 システム･･-･･･-･･････････････大西徳生 ･○島村 華 僑 曲大学)

50.太陽局地の周波数特性 大庭勝算 (東京電扱大学)

51.大槻電池を馬瀬とした5レベルPWMインバータ･････--･･････････工藤公生 ･木村軍司 ･塩谷巳紳堆 く東京都立大辛)

52.高周波信号を並牡 した蔽巻無亜紀子電動機の始動時の位牡検出

渡辺髄二 ･〇武智 充 ･若林正人 ･阿部棄久 .橋部秀句 (安岐大学)

53.ブラシレスモータの適応屯流制御 ○執行正耽 ･拾井併行 (名舌良工茶大学)

54.センサレスブラシレスモータの駆助方法--･･･,･････-･･････････-･････-･.･○叔高紳介 ･養親純夫 ･永田雅己 (E]木尾我)
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55.ダイレクトドライブモータの速度制御法

-････-････-･･････-･--･･･････○林出 弘 ･宮下邦夫 ･能登原保夫 .山下孝二鉢 ･境木一郎 ･石崎公祥 (日立穀作所)

56.同朋喝助故の非干渉制御法とその特性 ○杉本英彦 ･藤井俊行 (三変屯扱)

57,高周波ベース方式循環喝沈形サイクロコン.{-タのd-q等価回路 - 始動特性の考察

松井幹彦 ･○脇本政則 ･深尾 正 (東京工業大学)

58.高周波 リンク変換器を用いた高速ACモータドライブシステムの倹肘

○田中 茂 ･三浦和敏 ･多田限進 (東芝)

59.PWM制御サイタロコンバータの入力喝沈波形の改称

･･.･･-･･.･･-･････････ ･.･･-･･○石県章夫 (名古豆大学) ･石田宗秋 (三並大学) ･大舵 繁 ･内川苗樹 . (名古屋大学)

･岩田幸二 (豊田工業高等将門学校)

60.計井故により制御されるディジタルサイタロコンバータの一方式･-･-･市田 悼 ･○茨 伸行 (京都工芸砕推大学)

61.新しいソフトウェア制御形サイタロコンバータの制御回路･-･･･.････-市田 博 ･○大輪伸一鉢 (京都工芸披推大学)

62.共通等価回路で表現 した特殊なDC-DCコンバータ (CUKコン′く一夕､SEPICE)路)

入江寿- (大阪府立大学)

63.効率を最大にするチョッパ周波数について 大神 寛 (本望紳工業満呼)

64.新しい原理に基づく高射波抑制義足.･･ ･.I-･--･････････-.･････○彰 方正 ･赤木奉文 ･難波江章 (長岡技術科学大学)

65.新 しい原理に基づく高調波抑制鼓鑑 - pwM変換歩とLCフイJL,タの直列接続特性 -

○藤田英明 ･彰 方正 ･赤木容文 ･渡波江帝(長岡技術科学大学)

66.高速スイ-/チング素子 (]G8T)を用いたアクティブフィルタの就作

小島雪夫 ･鈴木飽- (東京可力) ･0小川舌暗 ･西鳥羽稔 (明電舎)

67･電詑形アクティブ ･7イルタのPWM制御法 と基本特性･･･-･･･-･--･.･･-･･････○伊東 知 ･福田昭治 (北海道大学)

68.高周波 リンク共振コンバータ形のアクティブフィルタ･-･･･････-･･･････○相馬索博 ･米森秀丑 ･中岡睦推 (神戸大学)

69･スペクトル推定法を用いたアクティブフィルタによる非定常高飼波の緒依 - ･･･-･○中島達人 ･正田美介 (東京大学)

70.電圧制御形PWMインバ-タの出力電圧歪補旋法

松井孝行 ･奥山俊昭 ･久保田訣 ･高橋潤一 ･神山健三 (El立製作所)

71.DSPによる勝導屯動投の放牧形式 2次滋東オブザーバの実現

○堀 洋一 ･佐 々木敏明 ･内田利之 (東京大学)

72.勝串屯動故の二次破束オブザーバの一方式--･-･････････. ･･- ･････○渡辺博巳 ･中谷 準 ･藤井知生 (大阪市立大学)

73.Slサイリスタによる瞬時空間ベク トル制御-･-･････古賀高志 ･林 秀音 ･○木島英一 ･大森洋一 (北洋屯機製造)

74.併称電動枚瞬時 トルク制御PWMインバータ

75.屯東飽和が生じない場合の凍革電動扱速乾最短時間制御の実現

大西緑生 (徳島大学)

○ソンプーン ･サーンウォンワーニッチ ･大熊 繁 ･内Jl届 桝 (名古畳大草)

石田宗秋 (三並大学) ･岩田章二 (豊田工業高等噂Fl学校)

76.状怨観郡拳を用いた祷尋喝軌槙の トルク制御の特性

-･････- .･ ･.･.･- ･･･-･.･橋本秀妃 (東京大学) ･○大野雄幸 (ドライブシステム) .近藤正示 ･原島文堆 (東京大学)

77･固定子鉄姐を考慮 した済印可肋擬の非干渉制御法･･- ･･････-･･水野孝行 .O満山順一 ･市岡忠土 ･寺嶋正之 (明電舎)

78.肪専屯動機の二次滋束制御に基づ くトJレク制御法とその特性

○岩崎 誠 ･山田英治 ･松井信行 (名古良工菜大学)

○長野鉄明 .犬上正静 ･鎌倉孝幸 ･玉井伸三 (≡変喝蛾)

79.ベクトル制御される誇称電動俊の二次抵抗変化の補依

80･DSPを用いたインJL タ勝専綾系の電流制御の改野 ････････-･･･････-金 東海 .川口 草 .O梅 耕 (上智大学)

allFF/Ftl制御を用いた勝帝位のベ クトル制御方式････-- ･･-･多田隈進 ･田中 茂 ･三滴和敏 ･○内藤治夫 (東芝)

82･冊易屯流制御蛙による勝卑屈肋枚のベク トル制御････-･･- --･ ･･- ･-○中尾 修 ･三木一郎 ･西山柴枝 (明治大学)
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83.t3バスト安定な新しい決串屯動機のベクトル制御方式 (双線形システム制御形ベクトル制御の投棄と契機就故)

○森島把樹 .小滝賢二 (三滋喝繊) ･前田 額 ･児玉供三 (大阪大学)

84. トルク電流フィードパックによる速度センサレスベクトル制御･-･･･････.････････ ･･.････大谷農利 ･波辺英司 (安川屯槙)

85.誘導電動校の速度センサレス非干渉制御方式･･･････････-･････-･･････.･･･････○足利 正 ･野村且寛 ･寺嶋正之 (明電舎)

86.務串電動扱 トルク脈動調波除去方式PWMインバータ････････ ･･- -･･･････.･･･- -･････○井上事典 ･大西徳生 (徳島大学)

87.脈動電源駆動インバータにおけるビー トレス制御の解析検肘

○伸EIl 滑 .楯町徳之助 ･中村 滑 (日立製作所)

88.電流形コンパ-タ･インバ-タシステムのPWM制御法････････････-･,･･-･････○長谷川樽一 ･福田昭治 (北海道大学)

89.LCフィルタ付モータ駆動用電圧形PWMイン,(-タの特性解析

久米常生 ･沢 俊裕 ･(⊃山川孝之 (安川喝扱)

90.正弦波出力屈耽形インバータの出力波形解析･･･････-････････････････････○上田茂太 ･本部光章 .植田明照 (日立製作所)

91.シングルチップマイコンを用いたPWMインバータの制御法･.･･･- ････････--･･○岩終着尚 ･相田昭治 (北大工学部)

92.馬流誤差ベクトルを用いた電流瞬時値制御形PWMインパータ

○長谷川明子 ･福田昭治 ･新居昭蛙 (北大工学静)

93.炎板DCリンク瞬時正弦波電流追従インバータと誘卑屈肋扱駆動系への応用

中岡睦堆 ･河端 尚 ･○劉 柾鉦 (神戸大学) ･丸輪 徹 (大阪産弟大学)

94.3相インバータの怨敵時間非干渉化確証制御について

95.コンデンサレスPWMインバータ

○川畑隆夫 ･杉本英彦 ･宮下武司 ･LIJ本能fE(三安同級)

○伊東洋一 .高橋 勲 (長岡技術科学大学)

96.インバータ用電解コンデンサの容皿推定法･･････････････- ････････-山村直紀 ･○犬上正勝 ･常広 訴 (名古屋工業大学)

97.平滑回路無し馬匹形インバータによる済串電動機の運転特性

○篠原勝次 ･央成虫草 ･大佐俊幸 ･今村 浩 (鹿児島大学)

98.双方向電泳制御形コンJく-タによる空飼段の新電源方式･･---････････○牧野康弘 ･田村仁志 ･牛他和文 (三洋電蛾)

99.コンデンサ入力形並流電源の入力電流計井 金 鐙壷 ･正田英介 (東京大学)

100.回生電力モータ内制御方式 (監界制助方式)の-考案- --野村正央 ･池島宏行 ･森田丑随 ･波辺美紀 (三変唱椴)

101.電流形イン′く-タシステムによる包満速エレベーターの換肘

○稲築博柴 ･中村 甜 ･中里拭郎 ･坂井舌甥 (日立製作所)

･安藤武者 .熊沢俊男 (日立エレぺ-クーサービス)

102.屯気自助坤用インダクションモータ駆動システム

○稲他幸雄 ･攻野拶宏 .鹿央和彦 ･未佐抹殺勝 .岩間紀男 (豊田中央研究所)

103.馬匹制御方式静止レオナード速度制御系における加減速特性の改普･･--････ ･･････- ･･･,J､西 掃 く大阪喝気通信大学)

104.マイクロプロセッサ制御された正統喝動機の速度制御系の解析についての一考察

○田中良明･故月啄郎 (九州工薬大学) .木麻寿之 (九州松下喝掛

105.グラフィック富頴を用いたディジタル制御システムと可変速駆動装匿への応用

○大神千番 ･小蝶正樹 (古土電換稔合研究所) ･楠木 故 ･畷沖和AEJ(藩士同級)

106.分政型直流電荷.システムの保証特性に関する考察

･･-････--.･･- -･･-･-○茂田省吾 (エネルギー投合工学研究所) ･小川傘弘 (東芝) ･塚本捗巳 (扱浜国立大学)

107.Slサイリスタを用い1こ屯流形高周波インバータ

舌焚捕志 .菅原孝吉 ･野崎俊信 ･○釆問春夫 (東洋電機製造)

108.密結合インダクタンス方式MOS-PET PWMインパークのサージ電流解析･･-=･･････.････長尾逝彦 (大分大勢

109.VVVF制御投臆を持つ部分電流共蜘モー ド高周波インバータと特性評価について

○木村克彦 ･中岡陸堆 (神戸大学)

110.塩梅によるCT駆動高周波 トランジスタインバ-タ･･ ･- ･･････長尾迫彦 ･○田仲良二 (大分大学) ･原田耕介 (九大)
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lil.位相遵PWM制御方式高周波共振形インバータリンクコッククロフト･ウォル トン回路カスケード高圧旬源

(⊃増田丑行 ･馬座位二 ･中岡陸堆 く神戸大学)

112.高周波共振形インバ-タをエネルギー転送に用いた人工心礁システム

○西村歓呼 (大令大) ･井上 抜 く大分職馴校) ･無岩和治･前田 無 (大分大)

･中岡睦堆 (神戸大) ･丸鴨 撒 く大阪産業大)

113.単相正弦波入力形インバータの運転特性

･････････-････････････････-･･････○森本雅之 ･角藤清隆 (三変止工英) ･石田宗秋 (三並大学) ･大瓶 繋 (名古屋大学)

I.14･aTO･PWM屯流形亀耽半のシミュレーション検肘･･･････････････-･･･○岩堀逝堆 ･高坂意q (古土屯故抱合研究所)

115.並列連投形サイリスタ巷詑回路の喝菰バランスについての理論解析

･････--･･････-･･･････OEEl中俊彦 (釧路工業高専中門学校) ･小笠原博司 ･赤木串文 ･難波江牽 く長岡技術科学大学)

116.タップ付き相聞l)アクトルを用いた高力率双方向性コンバータ･-･------･････････-･･･････敷野 兜 (山梨大学)

117.旬圧形インパータにおいてサイリスタブリッジを利用した屯力回生制御･･- ･---捻井魚樹 ･小西将之 (中部大学)

118.AC7イJL･タを持つPWMコンバータの交泳電洗制御

林 洋一 (青山学院大学) ･佐藤之彦 ･力石清孝 ･佐藤則明 く東京=兼大学)

119.小楯pwMコンバータの高性能瞬時低唱托制御

○竹下陸中 (岐且工薬高専中門学校) ･松井慣行 (名古屋工業大学)

120.A荷力率≒1用 高周波リンク馬力変換回路の一方式･･････-･･････-中西宜一鉢 ･小桧原均 ･○中JH敦明 (岡山大学)

121.屯沈出力形三相および叫相PWMコンバータ････ ････････野中作太郎 (九州大学) ･〇枚美保彦 ･宮崎虫弘 (福岡大学)

122.パワーMOSFET単相コンバータの回路鞭庇と特性･････- ･････････-･･----･･○伊藤良三 ･石坂耕一 (福岡大学)

産業電力電気応用

123.バーコードハンディターミナルの応用システム ○仙田克己 ･酒井利恭 (E]未電装)

124.〟C金型加工における任意の単品形状が与えられた場合の工具軌跡･･-･･- ･･････○神田大樹 ･長嶋秀世 (工学院大学)

125.qE滑降青が屯千枚器に及ぼす形菅について

･-･････移末 位 ･沖 逝堆 ･八星文昭 ･○和EZl秀博 (粥西馬力) ･古賀高志 .野崎俊借 ･森田-樹 (東洋屯繊製造)

126.デルタ変羽を用いた時間開放発生者

127.リアJL,ダイム性を考慮したSEM用画像処理システム

128.屯気浸透脱水における脱水助剤の効果

○古川待人 ･大庭防安 (東京屯投大学)

○石川tO串 .木村禎宏 ･郷原一対 ･内Jll嘉樹 ･大熊 無 (名舌昆大学)

･桧円座志 (沖テク/システムズラボラトリ)

○故辺茂男 ･川口将司 ･岡崎他意 ･河合 軒 ･林 二一 ･大横郁夫 (愛知工大)

129.Aの斑気公配によるブタン燃焼の温度上昇と加熱効串の向上 (中節大)

130.RF故旬助穏形高出力炭酸ガスレーザ-･･･-･･･････････--･･･････○村田隆昭 ･宮崎俊秋 ･浜口昌弘 ･山田伸二 (東芝)

131.掩炉解任を目的とした水中アークガウジング法 ････-･･････････････････ ･････○小川洋司 ･住友 敬 ･榊原実堆 (四国工拭)

132.SiCセラミIyクポストを用いた高出力マイクロ波用可変減衰野

○捗野 徹 ･伊藤保之 (鈴鹿工兼高等呼Pl学校) ･細野正並 (名舌監工業大学)

蓮井計測制御

133.SLidirLg制御法Iこよるロボ-/トのロバスト制御 ○陳 芸妓 ･乗多 勉 (千葉大学)

134･スライディングモードによる鋳革旬勤枚の位置決め制御･.････-- ･-･･･〇着村秀治 ･三木一鉢 ･西山崇技 (明治大学)

135･可変栴遺系のブラシレスサーボモータ制御への適用･･--･-楠本秀絶 ･中山朝法 ･近藤正示 ･原島文堆 (東大生研)
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136.安定逆システムによる未知外乱抑圧と電動機制御系への適用････････････○如来蹄彦 ･沼里英彦 ･糞多 勉 (千葉大学)

137.加速度制弧にもとづく新しいモーシヲンコントt7-ル法の投薬 - ･････････････-.-･○娼 洋一 ･内田利之 (東京大学)

138.マイクロサーボシステムによる敵中変位血制御

○原田昌倍 (東京大学) ･佐藤一堆 く日立動作所) ･藤田仲之 (東京大学)

139.バックラッシュ補依扱輪の位促制御系への適用･-････････････---････････○舷食滞一 ･高輪 勲 (長岡技術科学大学)

140.周期的脈軌負荷を持つ勝尊宅敵機の学習制御･･･--･-･････- ････- -･･○大野政治 ･石田宗秋 ･堀 孝正 (三並大学)

I一l.飼時速鹿オ 小原正樹 (富士屯扱稔合研究所)

142.ソフトウェアサーボにおける軌跡将度の解析と定Et的評価････- ･･･- ･---- ･.･.鹿山昌宏 ･長瀞 博 (日立制作所)

143.PM形ブラシレスモータの最適速度制御系

････････-･･････････････-･･･-･○伊藤堆三 ･土谷武士 (北大工学部) ･蒋並訊 (沈阻工業大学) ･福田昭治 (北大工学部)

144.済尋電勤故の高輪皮位旺決め制御法 ○岩田 奴 ･花輪 熊 (長岡技術科学大学)

145.ガス絶魚卵朗襲旺内の故小異物検出法のBfl発-- ･････････○山田 泉 ･出海 汝 ･山稜時生 ･石Jt慢 性 (EI立軸作所)

146.地中埋設物探査レーダ 土橋人跡 ･佐藤辞五 ･松神達書 (東京電力)

･○宇佐柴照夷 ･上銀康博 ･東内借治 (三費電鍵)

147.大バルクハウゼン効果アモJL,77ス磁歪ワイヤlこよるメカトロニクス用′iJt,ス形回転数センサ

毛利経年堆 (名古屋大学) ･小笠粧勇 (ユニチカ)

148.2相パルス細密窮方式による高輪度アクチュエータ駆動回路･････-････-･･後藤奉安 ･守屋克郎 ･杉原奉安 (松下花巻)

149.アキシャルタイプ栴適のダイレクトドライブ用大 トルクVRモータ

･-･-･･--･･○石紳攻史･掘 宏展 ･武田洋次 ･石川定夫 ･平紗多文男 (大阪府立大学) ･武知弘明 (小松制作所)

産業システム情報化

150.多自由まロボットのカフィード′くック制御･･-･-･･-･･○駒田 執 ･村上俊之 ･姐伸智幸 ･大西公平 (慶庵或弘大学)

151.ダイレクトドライブSCARA形ロボットの高速制御

銭 力･〇枚市智幸 ･小笠原博司 ･赤木奉文 ･盤波江章 (長岡技術科学大学)

･内山 敦 ･大塚賢一 (ヤマ-発動投)

152.花流学習アルゴリズムによるロボットアームの軌道制御

･･････-････-･-････-･- ･････.･･○鈴木達也 ･大熊 繁 ･内川寄掛 (名古屋大学) ･岩田幸二 (豊田工業高等将門学校)

153.並分マッチング方式によるロボット用視覚システム- --･･･----･○市橋兼二 ･加藤敏夫 ･宗岡 豊 (日本電汲)

154.掃除ロボットの走行制御 ○山上嘉也 ･安怒文夫 ･高岡大通 ･山田 誠 (三洋屯機)

155.配屯捜用活線作業ロボットの網発

-･･-I.･.I.･･･････････-･-･○玉木苑舌 ･上野哲夫 (四国稔合研究所) ･取木広明 (四国電力) ･本岡正文 (三菱屯故)

リニアドライブ

156.叫両用リニアモータ駆動時の電気制動特性について････････ ･･---･･○小尾秀夫 ･大波茂也 ･浅野裕実子 (三発馬扱)

157.新都市交通用リニア演蒔モータのY/f一定逆転時の動特性- - ･･･-野中作太郎 .O藤井信明･小曲安倍 (九州大学)

158.交沈吸引形磁気浮上系のディジタル制御

159.可とう性軌並を発行する血気浮上串の浮上制御

160.ゼロパワー心気浮上叫両の浮上開始/終了制御

161.制御PMLSM磁気浮上列串の浮上電力魚小化制御と発行シミュレーシ訂ン

○陳 建中 ･塚本俸巳 (横浜国立大学)

○青木塀典 ･正EEl英介 (東京大学)

○森下明平 ･小豆沢照男 (東芝〉

〇台田欣二位 ･吉田耕一 (九州大学)



一 般 紙 蹄 日 次

連名の○印は試訴老

○上野俊LdJ･武田洋次 ･石Jl悦 夫 ･平紗多賀男 (大阪冊立大学)

(論文番号)

162.VR形アクチュエータの小曲を考瓜した推力特性

Z63.円筒型リニアパルスモータの静特性解析

-･-･･･ ･････ ･--･･--････海老賦大樹 ･OtlJ本純一 ･Efl中親裁 (武故工業大学) ･内山修一 .今川和彦 (芝浦製作所)

164.タロポー/レ形リニアパルスモータの開発-- -･--- ･.･.･.･･･.･･･海老瞭大樹 ･○久野良樹 ･伊藤審郎 (武蔵工薬大学)

165.F'M形リニア′iJレスモータの空献部形状について- ･･･-○二瓶秀樹 ･田苗俊一 ･金沢安室 ･宮下邦夫 (日立魁作所)

166.リニア形SRモータの屯東分布と1クスウェル応力による推力の計井

○高山紘一 ･高崎佳明 (細岡工業大学) ･園田故勝 .上田隆三 (九州=英大学)

167.2方向6榛リニア誘導モータ特性の基礎的検討

〇台関随串 (東京大学) ･大平府- (日本大学) ･正田英介 (北京大学)

168.交通システム用リニア同期モ-クのセクシヲン艮短縮に伴う諮特性

169.FEM駁切解析lこよるリニアアクチュエータの特性解析

○鳥居 用 ･古開隆章 ･正田英介 (東京大学)

○大立孝治 ･稲旅幸捻 (豊田中央研究所) ･出尾隆志 (トヨタ自動叫)

170.リニアインダクションモータの吸引型滋気浮上の二方式について.･･-･-･-･･-･･平取喜久･○引原陸士 (関西大学)

171.DSP̀こよるL1Mの制御････-･･-････- ･･･-････.･･-･○大森洋一 1宮下一路 ･渡部 朗 ･福LIJ推- (東洋喝株制造)

172.サーフェイスアクチュエータの静推力特性に関する研究

--I-･,-･･-･-････- --･･海老原大樹 ･近藤正夫 ･○和多田雅故 (武就工業大学) ･新保恭太郎 (信越化学工業)


