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計測と制御 計測自動制御学会 編 2,156円 月刊
計測自動制御学会論文集 計測自動制御学会 編 1,826円 月刊

1.次世代医療AI - 生体信号を介した人とAIの融合 -
計測自動制御学会 編／
藤原幸一・久保孝富 編著／山川俊貴・伊藤健史 ・中
野高志・吉本潤一郎・松尾剛行・藤田卓仙・桐山瑶子

4,180円 2021.7.2

2.外乱オブザーバ 計測自動制御学会 編／島田 明 著 4,400円 2021.10.13
3.量の理論とアナロジー 計測自動制御学会 編／久保和良 著 4,400円 2021.11.5

1.計測技術の基礎（改訂版） - 新SI対応 - 計測自動制御学会 編／山﨑弘郎・田中 充 共著 3,960円 2020.12.15
2.センシングのための情報と数理 計測自動制御学会 編／出口光一郎・本多 敏 共著 2,640円 2008.7.16

3.センサの基本と実用回路
計測自動制御学会 編／
中沢信明・松井利一・山田 功 共著

3,080円 2012.5.2

4.計測のための統計 計測自動制御学会 編／寺本顕武・椿 広計 共著 4,290円 2018.4.12

5.産業応用計測技術
計測自動制御学会 編／
黒森健一・柴田省三・渡 正博・村田明弘・杉原吉信・
松浦裕之・石鉢宗男 共著

3,190円 2003.3.25

6.量子力学的手法によるシステムと制御
計測自動制御学会 編／
伊丹哲郎・松井伸之・乾 徳夫・全 卓樹 共著

3,740円 2017.12.27

7.フィードバック制御 計測自動制御学会 編／荒木光彦・細江繁幸 共著 3,080円 2012.5.25
8.線形ロバスト制御 計測自動制御学会 編／劉 康志 著 3,300円 2002.1.18

9.システム同定
計測自動制御学会 編／
和田 清・奥 宏史・田中秀幸・大松 繁 共著

3,960円 2017.3.21

11.プロセス制御
計測自動制御学会 編／高津春雄 編著／
伊藤利昭・大貝晴俊・大仲廣行・尾野恵一郎・香川利
春・曽禰寛純・藤田 薫 共著

3,520円 2003.1.23

13.ビークル
計測自動制御学会 編／
金井喜美雄・石井 抱・石川正俊・川口淳一郎・河内啓
二・川邊武俊・坪内孝司・登尾啓史・吉田和哉 共著

3,520円 2003.12.12

15.信号処理入門
計測自動制御学会 編／
小畑秀文・浜田 望・田村安孝 共著

3,740円 2007.12.18

16.知識基盤社会のための人工知能入門
計測自動制御学会 編／
國藤 進・中田豊久・羽山徹彩 共著

3,300円 2012.5.25

17.システム工学 計測自動制御学会 編／中森義輝 著 3,520円 2002.4.18

19.システム制御のための数学
計測自動制御学会 編／
田村捷利・武藤康彦・笹川徹史 共著

3,300円 2002.7.22

20.情報数学 - 組合せと整数およびアルゴリズム解析の数学 - 計測自動制御学会 編／浅野孝夫 著 3,630円 2009.4.30

21.生体システム工学の基礎
計測自動制御学会 編／
福岡 豊・内山孝憲・野村泰伸 共著

3,520円 2015.4.27

温度計測 - 基礎と応用 -

計測自動制御学会 温度計測部会 編／新井 優・井内
徹・池上宏一・榎原研正・大重貴彦・角谷 聡・佐藤弘
康・清水孝雄・杉浦雅人・浜田登喜夫・安田嘉秀・山田
善郎 共著

7,150円 2018.2.23

学術用語集 計測工学編（増訂版） 計測自動制御学会 編／文部省 編 4,290円 1997.7.30

効用分析の数理と応用
計測自動制御学会 編・発行／
田村坦之・中村 豊・藤田 眞一 共著

2,860円 1997.11.25

ロボット制御の実際 - CD-ROM付 - 計測自動制御学会 編・発行 4,620円 1997.9.30

2次元信号と画像処理
計測自動制御学会 編・発行／
雛元孝夫・浜田 望 編著

4,840円 1996.12.25

H∞制御の実プラントへの応用 計測自動制御学会 編・発行／森 泰親 編 3,190円 1996.5.31

セルフチューニングコントロール
計測自動制御学会 編・発行／
大松 繁・山本 透 編集

4,070円 1996.4.25

航空宇宙における誘導と制御
計測自動制御学会 編・発行／
西村敏光・金井喜美雄・村田正秋 共著

4,290円 1995.11.30

スケジューリングとシミュレーション
計測自動制御学会 編・発行／
田中克己・石井信明 共著

2,750円 1995.10.20

システムのモデリングとシミュレーション
計測自動制御学会 編・発行／
薦田憲久・大川剛直 共著

3,080円 1995.3.25

産業システム制御 計測自動制御学会 編・発行／野坂康雄 著 4,180円 1994.12.31

多目的計画法の理論と応用
計測自動制御学会 編・発行／
中山弘隆・谷野哲三 共著

3,080円 1994.6.30

知能化技術と意志決定支援システム
計測自動制御学会 編・発行／
戸田光彦・山口高平・新谷虎松 共著

3,080円 1994.4.20

グラフ自動描画法とその応用
- ビジュアル ヒューマン インタフェース -

計測自動制御学会 編・発行／杉山公造 著 3,245円 1993.7.31

ユーザのための システム同定理論 計測自動制御学会 編・発行／足立修一 著 3,740円 1993.7.31
マイクロ波・光回路計測の基礎 計測自動制御学会 編・発行／岩崎 俊 著 3,685円 1993.7.31
むだ時間システムの制御 計測自動制御学会 編・発行／渡部慶二 著 3,190円 1993.7.31
非線形システム論 計測自動制御学会 編・発行／石島辰太郎 著 3,850円 1993.5.30
新編 温度計測 計測自動制御学会 編・発行／温度計測部会 編 4,400円 1992.10.25

ペトリネットとその応用
計測自動制御学会 編・発行／
離散事象システム研究専門委員会 編

3,410円 1992.5.30

生体とロボットにおける運動制御
計測自動制御学会 編・発行／
伊藤宏司・伊藤正美 共著

3,080円 1991.6.30

計測・制御セレクションシリーズ

計測・制御テクノロジーシリーズ
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https://www.coronasha.co.jp/np/magtop.html?maga_id=1
https://www.coronasha.co.jp/np/magtop.html?maga_id=5
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033816/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033823/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033830/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033755/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033526/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033533/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033540/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033557/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033564/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033571/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033588/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033595/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033618/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033632/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033656/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033663/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033670/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033694/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033700/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033717/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339032260/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339031621/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339031683/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083620/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083613/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083606/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083590/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083583/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083576/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083569/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083552/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083545/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083538/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083507/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083507/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083491/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083521/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083514/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083484/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083477/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083460/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083453/


書名
定価

（消費税込）
発行年月日

知識システム工学
計測自動制御学会 編・発行／
岩井壮介・片井 修・椹木哲夫・坂口敏明・福森孝司 共

4,950円 1991.4.30

ファジィシステム 計測自動制御学会 編・発行／廣田 薫 他著 3,080円 1990.10.31

繰返し制御
計測自動制御学会 編・発行／
中野道雄・井上 悳・山本 裕・原 辰次 共著

1,760円 1989.12.25

植物生産における計測・制御・情報
計測自動制御学会 編・発行／
農業における情報・計測・制御調査研究委員会 編

2,750円 1989.2.6

先端センシング技術 計測自動制御学会 編・発行／森村正直 編著 2,200円 1988.12.20
ディジタルシステム耐ノイズ設計ガイド 計測自動制御学会 編・発行／SICE産業委員会 編 5,280円 1988.7.10

雑音処理
計測自動制御学会 編・発行／
平山宏之・森村正直・小林 彬 共著

2,860円 1988.4.30

レベル計測 計測自動制御学会 編・発行／宇和川 澄 編 3,850円 1986.11.30

数値解析手法による制御系設計
計測自動制御学会 編・発行／
安藤和昭 著／田沼正也 他著

2,970円 1986.10.30

光応用計測の基礎
計測自動制御学会 編・発行／
光工業計測研究専門委員会 編

3,245円 1983.7.25

ディジタル計装制御システム 計測自動制御学会 編・発行／森下 巖 編 3,410円 1983.1.25

信号処理
計測自動制御学会 編・発行／
森下 巌・小畑秀文 共著

2,860円 1982.7.25

システム同定
計測自動制御学会 編・発行／
相良節夫・秋月影雄・中溝高好・片山 徹 共著

3,300円 1981.2.10

線形制御系の設計理論
計測自動制御学会 編・発行／
伊藤正美・木村英紀・細江繁幸 共著

2,970円 1978.8.31

システム制御のためのマトリクス理論
計測自動制御学会 編／
児玉慎三・須田信英 共著

4,400円 1978.8.20
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https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083446/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083439/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083422/
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https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083361/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083354/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083347/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083330/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083323/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083316/
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339083309/
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