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Events 2005 年度

3月31日(金) 

東先生が宇都宮大学に移られるので，そのお祝いをしました．

詳しくはFFPまで

3月31日(金) 

みもさんが来研しました．

詳しくはこちらまで

3月30日(木) 

イマン君が来研しました．

詳しくはこちらまで

3月27日(月) 

南棟祭がありました．

詳しくはFFPまで

3月27日(月) 

卒業式がありました．

詳しくはこちらまで

3月25日(土) 

示村研OBの阿部先生の結婚パーティーの写真をいただきました．
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幸せいっぱいの写真はこちらまで

3月24日(金) 

イマン君が来研しました. 

Sandraさんがお土産を持ってきてくれました．

詳しくはこちらまで

3月23日(木) 

山田君が沖縄土産を持ってきてくれました．

詳しくはこちらまで

3月22日(水) 

村尾さんの誕生日FFPがありました．

詳しくはFFPまで

3月15日(水) 

山田くんの誕生日FFPがありました．

詳しくはFFPまで

3月15日(水) 

3年生に対する制御システム工学科研究室説明会が行われました．

詳しくはこちらまで

3月10日(金) 

学振143委員会WS26研究会が名古屋工業大学で行われ, 藤田先生が「モデル予測制御の最近の話題」とい

う題目で講演されました. 
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3月5日(日) 

示村研OBの望山先生の結婚式の写真をいただきました．

幸せいっぱいの写真はこちらまで

2月28日(火) 

マツさんの誕生日&お別れFFPがありました．

詳しくはFFPまで

2月27日(月) 

JAXAへ見学に行ってきました．

詳しくはこちらまで

2月22日(水) 

修論を終えられたマツさんが帰ってこられました．

詳しくはこちらまで

2月21日(火) 

学士論文研究発表お疲れ様 FFP がありました．

詳しくはFFPまで

2月20日(月) 

B4 の学士論文研究発表会がありました．

詳しくはこちらまで

2月13日(月) 

IMVの内山さんが「電動式振動試験機のロバスト制御」という題目でセミナー講演してくださいました．
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詳しくはこちらまで

2月7日(火) 

システム制御講座新年会がおこなわれました．

詳しくはこちらまで

2月6日(月) 

野田先生が「野田司令の宇宙機の造り方」という題目でセミナー講演してくださいました．

2月3日(金) 

今日は節分でした．

詳しくはこちらまで

1月23日(月) 

松田さんのお別れFFPがありました．

詳しくはFFPまで

1月13日(金) 

新年会FFPがありました．

詳しくはFFPまで

1月13日(金) 

金沢大学の東先生が来研されました．

詳しくはこちらまで

1月12日(木) 

ツヨポンが北海道お土産をもってきてくれました．

詳しくはこちらまで

1月5日(木) 
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Flexi からクリスマス&New Year の贈り物がきました．

詳しくはこちらまで

12月28日(水) 

10月5日に東京大学でおこなわれた TUM Joint Workshop on Roboticsの写真をアップしました．

詳しくはこちらまで

12月27日(火) 

FFP 200回記念

大掃除 & 忘年会 FFP がありました．

詳しくはFFPまで

12月12日(月)～15日(木) 

スペインで行われた国際学会 CDC (Conference on Decision and Control) に藤田先生とSandraさんが参加

し，村尾さんと中曽さん, 内山さんが発表されました．

詳しくはこちらまで

12月6日(火) 

石川君の誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

12月5日(月) 

東京大学で21世紀COE「超ロバスト計算原理プロジェクト」最適化/制御 セミナー が開催され，Sandra

Hirche 博士が講演されました．

詳しくは こちら まで
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12月2日(金)～3日(土) 

藤田先生が鳥取大学で講演されました．

11月25日(金)～26日(土) 

第1回 横幹連合コンファレンス が長野で開催され，藤田先生が発表されました．

11月25日(金) 

サンドラさんの誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

11月19日(土) 

藤田研OBのトシさんが来研されました．

詳しくは こちら まで

11月18日(金) 

KAIST Joint Workshop on Mechanical Engineering の一環として, KAIST の先生方が藤田研を見学されまし

た．

詳しくは こちら まで

11月16日(水) 

B4 の中間発表おつかれFFPがありました．

詳しくは FFP まで

11月16日(水) 

B4 の卒業研究中間発表会がありました．

詳しくはこちらまで

11月14日(月) 

つよぽんが実家からのお土産を持ってきてくれました．

詳しくはこちらまで

11月11日(金) 

電気通信大学で SICE セミナー が開催され，藤田先生が講演されました．
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詳しくはこちらまで

11月8日(火) 

藤田研のOBであるY.Kさんが研究室を訪問されました．

詳しくは FFP まで

11月7日(月) 

宇宙航空研究開発機構 JAXA の野田篤司先生(司令)が訪問されました．

詳しくはこちらまで

10月31日(月)～11月2日（水）

第34回制御理論シンポジウムが大阪で開催されました．

藤田先生，米村さんが参加し，中曽さんが発表しました．

詳しくはこちらまで

10月26日(水)

防災訓練が行われました．

詳しくはこちらまで

10月24日(月)

少し遅かったですが，Sandra の歓迎 FFP が開かれました．

詳しくは FFP まで

10月23日(日)

中曽さんが 財団法人 C&C 振興財団 から助成金をいただき, 

そのお祝い FFP が開かれました.

詳しくは FFP まで

10月22日(土)～23日(日)

工大祭の一環としてオープンキャンパスがありました．

詳しくはこちらまで

10月19日(水) 



Events

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/event2005.html[2015/04/28 13:42:50]

村尾さんが 財団法人 井上科学振興財団 から助成金をいただき, 

そのお祝い FFP が開かれました.

詳しくは FFP まで

10月11日(火) 

第 2 回システム制御セミナーが行われ，Martin Buss 先生が講演されました．

また，三平研主催のセミナーで Karl J. Åström 先生の講演も開かれました．

詳しくはこちらまで

10月7日(金) 

内山さんが研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

10月5日(水) 

TUM Joint Workshop on Robotics が東京大学で行われ，

藤田先生が発表され, Sandraさんが参加されました．

詳しくはこちらまで

9月30日(金) 

日本学術振興会外国人特別研究員の Sandra さんが登場です．

詳しくは こちら まで

9月29日(木) 

高嶋君の誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

9月28日(水) 

M1 の米村さんが登場です．

詳しくは こちらまで

9月24日(土) 

平成17年度電気関係学会北陸支部連合大会が石川工業高等専門学校で行われ，

藤田先生が参加されました．
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9月20日(火) 

藤田先生が長岡技術科学大学で講演されました．

詳しくはこちらまで

講演ポスターは こちら まで

9月16日(金) 

4 年生院試合格おめでとう FFP がありました．

詳しくは FFP まで

9月5日(月) 

内山さんが研究打ち合わせに来られました．

9月2日(金) 

石川君と山田君の筆頭試験通過おめでとう FFP がありました．

詳しくは FFP まで

8月26日(金)～30日(火)

International Workshop on Assessment and Future Directions of Nonlinear Model Predictive Control がド

イツで行われ，

藤田先生が参加，発表されました．

8月26日(金)

藤田先生が Universität Stuttgart （ドイツ） で講演されました．

8月25日(水)

藤田先生が Universität Hannover （ドイツ） で講演されました．

8月24日(水)

藤田研の OB であるヒロさんが訪問されました．

詳しくはこちらまで

8月23日(火)

5月22日(日)～26(木) におこなわれた 13th International Workshop on Dynamics & Control の写真をアップ
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しました．

詳しくはこちらまで

8月22日(月)

藤田研の OB である Jaddu さんが訪問されました．

詳しくはこちらまで

8月19日(金)

8月5日(金) に訪問された Spong 先生と Hirche さんから写真が届きました．

詳しくはこちらまで

8月17日(水)

三平研で行われた 「4 年生院試お疲れ様バーベキュー」 に参加させてもらいました．

詳しくはこちらまで

8月16日(火)

ガチャ先生院試合格 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

8月12日(金)

見本君の誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

8月8日(月)～10日(水)

SICE Annual Conference 2005 が岡山で行われ，藤田先生が参加されました．

8月8日(月)～9日(火)

藤田研関係者で富士登山に行ってきました．

詳しくはこちらまで

8月5日(金)

東工大機械系21世紀COE講演会が行われ，Mark W. Spong 教授と Sandra Hirche さんが講演されました．

詳しくはこちらまで
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7月29日(金)

博士前期課程の口述試験が行われました．

また，内山さんが研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

7月27日(水)

システム制御講座のメンバーで飲み会がありました．

詳しくはこちらまで

7月22日(金)

注文していた DD-Arm の台が搬入されました．

詳しくはこちらまで

7月13日(水)～16日(土)

First German-Japanese Seminar on Dynamical Systems for Human Support が Miesbach（ドイツ）でおこ

なわれ，藤田先生が発表されました．

7月13日(水)

チェコより帰国した村尾さんよりお土産をいただきました．

詳しくはこちらまで

7月12日(火)

International Seminar/Workshop on Advanced Control and Robotics が München（ドイツ）でおこなわ

れ，藤田先生が発表されました．

7月8日(金)

金沢から来た高嶋さんと見本さんの歓迎 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

7月4日(月)～8(金)

16th IFAC World Congress on Automatic Control が Prague（チェコ）でおこなわれました．

村尾さんと OB の河合（康）さん，内山さんが発表，藤田先生が参加されました．
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詳しくはこちらまで

7月4日(月)

M2 の見本さん登場です．

詳しくはこちらまで

7月2日(土)

2 年生の講義 「創造設計第一」 の一環であるロボコンがありました．

詳しくはこちらまで

7月1日(金)

8月5日(金) に開催予定のセミナーについてのお知らせを掲示しました．

詳しくはこちらまで

7月1日(金)

中浦先生の誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月27日(月)

OB の内藤さんが下記の Buss 先生の記事とともに, お菓子を送ってくださいました．

詳しくはこちらまで

6月27日(月)

Technische Universit&aumlt M&uumlnchen （ミュンヘン工科大学）の

Buss 先生の研究が6月23日付けの朝日新聞夕刊に掲載されておりました．

詳しくはこちらまで

6月22日(水)

M2 の高嶋さん登場です．

詳しくはこちらまで

6月15日(水)

金沢から来た松田さんの歓迎 FFP がありました．



Events

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/event2005.html[2015/04/28 13:42:50]

詳しくは FFP まで

6月13日(月)

石川さんのご両親からお菓子をいただきました．

詳しくはこちらまで

6月10日(金)

University of Karlsruhe (カールスルーエ大学) の Hanebeck 先生へ，誕生日のビデオメッセージを送りまし

た．

詳しくはこちらまで

6月8日(水)

去年度まで藤田研に留学していた Thomas から修士論文が届きました．

詳しくはこちらまで

6月7日(火)

M2 の松田さん登場です．

詳しくはこちらまで

6月6日(月)

ガチャ先生の誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月3日(金)

内山さんが研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

6月1日(火)

北海道大学学部生の鈴木さんがはるばる藤田研究室を見学しに来て下さいました．

詳しくはこちらまで

5月24日(火)～27日(金)

第 5 回制御部門大会が仙台でおこなわれました．
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村尾さんが発表，中曽さんが参加しました．

詳しくはこちらまで

5月22日(日)～26(木)

13th International Workshop on Dynamics & Control が Wiesensteig （ドイツ）でおこなわれ，藤田先生

が発表されました．

また，Technische Universität München (ミュンヘン工科大学) を訪問されました．

詳しくはこちらまで

5月20日(金)

研究室で集合写真を撮りました．

詳しくはこちらまで

5月20日(金)

金沢にいる M2 の 3 人組が東京へやってきました．

詳しくはこちらまで

夜には FFP も開かれました．

詳しくは FFP まで

5月18日(水)

OB の河合さん，加賀谷さんが研究室に来られました．

詳しくはこちらまで

5月12日(木)

堀川さんが研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

5月9日(月)

OB の内藤さんから贈り物が届きました．

詳しくはこちらまで

4月28日(木)

4 年生歓迎 FFP がありました．



Events

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/event2005.html[2015/04/28 13:42:50]

詳しくは FFP まで

4月26日(火)

中曽さんが，C&C 振興財団から助成金受給が認められました．

4月25日(月)

IMV 株式会社の内山さんが打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

4月21日(木)

東京で初めての FFP がありました．

詳しくは FFP まで

4月15日(金)

新メンバーの顔合わせということで，三平研と合同で飲み会がありました．

4月15日(金)

学士論文研究配属説明会があり，

藤田研に配属された新4年生が研究室にやってきました．

4月14日(木)

金沢から送られてきた荷物をちまちまと片付けています．

詳しくはこちらまで

4月4日(月)

藤田先生を慕って東京工業大学までついてきたメンバーの顔合わせがありました．

4月1日(金)

藤田先生が東京工業大学教授に着任されました．
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Fujita Family Party

March 31, 2006

第208回FFP

東先生の宇都宮大学助教授就任をお祝いして

FFPが開かれました.

お店は, 焼肉食べ放題のお店｢焼肉風風亭｣です. 

ゲストには, 金沢から見本さん，

東大から星名さんが来てくれました. 

ほとんどすべてのメニューが食べ放題ということで

みんな上焼肉などをたらふく食べました.

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

 

FFP前に東工大にて夜桜を楽しみました.(1/2)  焼肉店に着き, 準備は整いました.
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かんぱーい

カメラ目線なのに，フレームアウトしている

方も

います...(すいません)

 いろんな種類の肉が焼かれています.(1/2)

 

ご満悦の山田くん.  愛弟子のホッシーに食ってかかる 村尾先輩

 

食べ放題なだけに

テーブルいっぱいに並びました.
 上機嫌の輩
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ユッケジャンをすするツヨポン.(1/3)  
東先生とガチャさんによる

首脳会談が始まりました.

二次会はこちらまで

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060331/060331_2.html


みもさん来研 March, 31, 2006
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みもさん来研
March, 31, 2006

みもさんが来研しました. 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

       

お久しぶりです、見本です． 修了生から先生へプレゼントです.(1/2)

       

みもさんからのお土産です.(1/2) 取り付けました. 活用させていただきます．



イマン君研究室訪問 March, 30, 2006
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イマン君研究室訪問
March, 30, 2006

4月から藤田研のメンバーとして加わるイマン君が

研究室訪問に来ました. 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

       

イマン君の登場です. さっそくコーヒー作りに励むイマン君(1/2)．

       

イマン君によるインドネシア語講座
イマン君が作ったコーヒー、おいしかったです.

これからもよろしく.
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Fujita Family Party

March 27, 2006

第207回FFP

卒業式の後に，制御システム工学科恒例の南棟祭が行われました．

藤田研ではクレープとカルーアミルクを提供しました．

それでは南棟祭の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

1999年までF1のシャンパン・ファイトでも

用いられたモエ・エ・シャンドンです．

中浦先生にいただきました．

 シャンパン開けまーす

 



FFP 207

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060327_2/060327.html[2015/04/28 13:43:05]

カンパーイ！  シャンパンにはイチゴです(1/4)

 

南棟祭の始まりです．  倉林先生です．

 

3月15日に来研された原さんにも

来ていただきました．
 三平先生のご家族です．



FFP 207

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060327_2/060327.html[2015/04/28 13:43:05]

 

藤田先生の奥様にも

手伝っていただきました．
 レイレイにも手伝ってもらいました．(1/2)

 

まだまだ余裕です(1/3)  

東工大OBの忻欣先生に来ていただきまし

た．

いただいたお酒が指で隠れてしまいました．

 

生地を焼く高嶋さんと山田君(1/2)  山:「クレープなんか焼いてられるか」(1/2)



FFP 207

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060327_2/060327.html[2015/04/28 13:43:05]

 

北川先生です．  ミルクレープも作ってみました．

 

サンドラさんはドイツ語で会話中．  三平研と秘書の方々．(1/3)

 

井村研の加嶋先生です．  祭りのあと



FFP 207

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060327_2/060327.html[2015/04/28 13:43:05]

 

原さんには後片付けまで

手伝っていただきました．
 シャンパン開けまーす(1/7)

 

南棟祭の打ち上げです．  三平研の栖関さんも参加．

 

もう1回かんぱ～い  
人生に3度あるモテ期について熱く語る3

人．(1/2)



FFP 207

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060327_2/060327.html[2015/04/28 13:43:05]

 

できあがってる人々．  
村:「うまうま」

山:「明日も仕事あるんだろうな…」



卒業式 March, 27, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060327/060327.html[2015/04/28 13:43:10]

卒業式
March, 27, 2006

今日は卒業式の日です． 午前中は全体の学位記授与式が行われ，午後は学科の学位記授与式が行われま

した． さらに，夕方からは南棟祭が行われ，忙しい 1 日となりました． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

     

 

全体の学位記授与式終わったぁ．

卒業する4年生から先生へプレゼント．

先生の部屋のインテリアとしてもばっちりなコートか

けです．

       

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/FFP/2005/060327/060327.html


卒業式 March, 27, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060327/060327.html[2015/04/28 13:43:10]

卒業おめでとう(1/5)． 末松賞を受賞したガチャ先生.(1/5)．

       

学科の学位記授与式の様子です.(1/3) 卒業おめでとうございました.(1/2)

夕方からの南棟祭の様子はFFPまで.

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/FFP/2005/060327/060327.html


阿部先生の結婚パーティー March, 25, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060325/060325.html[2015/04/28 13:43:11]

阿部先生の結婚パーティー
March, 25, 2006

藤田先生の示村研での後輩に当たる, 明治大学の阿部先生の 結婚パーティーが 都内某所でおこなわれま

した． 

幸せいっぱいのお二人の写真を少しばかり掲載させていただきました． 

阿部先生どうぞお幸せに． 

       

阿部先生と理絵子夫人． 大変幸せそうです．

       

集合写真． いつまでもこのままのお二人でいてください．



お土産 March, 24, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060324/060324.html[2015/04/28 13:43:12]

お土産
March, 24, 2006

イマン君が来研しました. 

sandraさんがお土産を持ってきてくれました． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

       

sandraさんのお土産、Amezing Thai Dessertsです.(1/2) タイで日焼けしてきたSandraさん．

       

イマン君が来研しました. イマン君のお土産です．



お土産 March, 24, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060324/060324.html[2015/04/28 13:43:12]

       

みんなでおいしくいただきました．



お土産 March, 23, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060323/060323.html[2015/04/28 13:43:13]

お土産
March, 23, 2006

山田君が沖縄のお土産を持ってきてくれました． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

       

沖縄の定番、ちんすこうです.(1/2) さらに沖縄限定のハイチュウ、シークワーサー．



FFP 205

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060322/060322.html[2015/04/28 13:43:16]

Fujita Family Party

March 22, 2006

第206回FFP

村尾さんの誕生日FFPが行われました.

3月16日をもって25歳になりました.

(本当の ? ) 抱負は語られませんでした. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

 

先週, 誕生日を迎えた村尾です.  
昨日(3/21)WBC世界一に輝いた日本の王監督

にちなんで亀屋万年堂のお菓子です.(1/5)

 



FFP 205

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060322/060322.html[2015/04/28 13:43:16]

1つずつ、計3つ･･･今日は多いです.  
中:「やっぱ、限定ものでしょ」

米:「迷うなぁ」

 

藤:「村尾さん、抱負は？」  

村:「論文を書く、ですね」

とまじめな抱負ですが、はたして一番の抱負

は･･･??



FFP 205

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060315_2/060315.html[2015/04/28 13:43:19]

Fujita Family Party

March 15, 2006

第205回FFP

山田くんの誕生日FFPが行われました.

3月14日をもって23歳になりました. 

ゲストには, 北里大学薬学部の卒業をひかえた

原 彰二郎さん(藤田研OB)がいらっしゃいました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

 

どうも. 昨日, 誕生日を迎えたヤマダです.  自由が丘のsweets forestのお土産です.(1/3)

 



FFP 205

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060315_2/060315.html[2015/04/28 13:43:19]

ゲストの原さん  
藤:「最近どうなの？原君」

原:「就職先も決まりまして、はい」

 

近況を語る原さん  ふむふむ

 

藤:「山田くんの抱負は？」

山:「えっと, もう少し自立できればなと...」
 山:「一人暮らしも始めましたし」



FFP 205

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060315_2/060315.html[2015/04/28 13:43:19]

 

原さんのお土産(1/2)  羊かん切りま～す

 

なぜか, 視線の先は切られるようかんへ  こんなもんかなぁ

 

大丈夫かぁ？  視線の先の羊かんやいかに!?



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060315/060315.html[2015/04/28 13:43:21]

制御システム工学科研究室説明会

May 15, 2006

3年生に対する制御システム工学科研究室説明会が行われました． 

制御システム工学科研究室説明会の様子です． 藤田先生が研究室の位置付けについて説明されました．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060315/060315.html[2015/04/28 13:43:21]

ネットワーク型動的システムの協調分散制御理論についての説明． ビジュアルフィードバックについての説明．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060315/060315.html[2015/04/28 13:43:21]

ロバスト制御・モデル予測制御についての説明． 研究室での生活についての説明．



望山先生の結婚式 March, 5, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060305/060305.html[2015/04/28 13:43:23]

望山先生の結婚式
March, 5, 2006

示村研OBの望山先生の結婚式が名古屋某所でおこなわれました． 

幸せいっぱいのお二人の写真を少しばかり掲載させていただきました． 

望山先生どうぞお幸せに． 

       

望山先生と奥様． 仲睦ましいお二人．

       

示村先生のスピーチ． キャンドルサービス．



望山先生の結婚式 March, 5, 2006

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060305/060305.html[2015/04/28 13:43:23]

       

平田先生ご家族も参加されました． いつまでもお幸せに・・・



FFP 204

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060228/060228.html[2015/04/28 13:43:26]

Fujita Family Party

February 28, 2006

第204回FFP

マツさんの誕生日+お別れFFPが行われました.

就職を前にこの日をもって富山に帰ってしまうマツさん.

誕生日は来月ですが, しばしのお別れをする前に

大学生最後の誕生日FFPを開いてくれました. 

話は思わぬ方向へ... 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

 

どうも. 主役のマツダです.  
パティスリール ガリュウMというケーキ屋

さんのお土産(1/4)



FFP 204

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060228/060228.html[2015/04/28 13:43:26]

 

おうおう, ヨネジはどれにするんだい?  どれにするか迷うなぁ

 

私はこのイチゴのケーキで  じゃあ, 私もこれを頂きます.

 

大学生活を振り返ってどうですか？  へっ？まあまあじゃないですか.



FFP 204

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060228/060228.html[2015/04/28 13:43:26]

 

いい人, 見つかった？

あっ, そっちですか？
 

まぁ, あんなことやこんなことがありました

よ.

でも, ここまで喋っちゃっていいの？

 

それでいいんです!

じゃあ, マツもこれからだね.
 俺のモテ期はもうすぐですよ.(1/2)

 

社会人になっても, 楽しいサークルとか

出会いってあるんですかねぇ？
 

友達ぐるみの楽しい付き合いとかあるよ,

きっと.



FFP 204

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060228/060228.html[2015/04/28 13:43:26]

 

そういうのいいですね～(1/4)  大爆笑o(^▽^)o

 

今度会うときが楽しみですねぇ.  
名コンビもしばしお別れです

また, 遊びに来てくださいね.



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

JAXA見学

February 27, 2006

JAXAへ見学に行きました． 

野田先生に案内していただきました． 

普段立ち入ることのできない施設の見学や、普段聞くことのできないお話を聞かせていただいたりと、貴重な体験をさせていただきました． 

また、実際の宇宙における問題、改善のための研究など最前線の現場におられる方のお話を聞くことができ、研究に対するモチベーションもあがりました。 

ありがとうございました． 

JAXA!! 野田先生にJAXA内を案内していただきました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

振動試験施設、スペースチャンバなどを見せていただきました ロボットの実験環境を見せていただきました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

宇宙ステーションでのロボットの役割などについて 2台のロボットに強調動作を行わせる実験



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

ロボットが自動でものをつかむ実験の映像 陸域観測技術衛星 ALOS



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

歴代の日本のロケット ひまわり



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

国際宇宙ステーションのモデル 国際宇宙ステーションの船内実験室



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

国際宇宙ステーションの船外アーム 本物の宇宙服 なんと10億円!!



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

無重量環境試験設備での様子の写真 宇宙飛行士の訓練室



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

ソユーズ帰還カプセル 有人飛行船のひとつ ビオンカプセル 無人飛行船のひとつ(実際に宇宙に行って帰ってきたもの)



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

白衣を着て小型衛星の試験棟へ 小型衛星用のチャンバ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

振動試験機 衛星が振動に耐えれるかを試験します 野田先生がおられる部屋も見せていただきました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060227/060227.html[2015/04/28 13:43:29]

会議室は一面ホワイトボードです



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060222/060222.html[2015/04/28 13:43:31]

マツさん帰還

February 22, 2006

マツさんが帰ってこられました． 

終了してきました!! お土産のイチゴ大福です



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060222/060222.html[2015/04/28 13:43:31]

イチゴ大福 山）修論どうでした?? マ)余裕だよ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060222/060222.html[2015/04/28 13:43:31]

先に食っちまおうぜ うまい!! お土産 part 2 WEDGWOOD



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060222/060222.html[2015/04/28 13:43:31]

クッキーです WEDGWOODって知ってますか??



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060222/060222.html[2015/04/28 13:43:31]

へぇ～ イエ～イ うまそう



FFP 203

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060221_2/060221.html[2015/04/28 13:43:32]

Fujita Family Party

February 21, 2006

第203回FFP

4年生の学士論文研究発表会の

打ち上げがありました.

曙も現役時代通った

ちゃんこ鍋のお店に行きました.

それでは FFP の一部をご覧下さい. 

 

サンドラさんにメニューの説明

料理を英語で説明するのはムズイです.
 かんぱ～い！

 



FFP 203

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060221_2/060221.html[2015/04/28 13:43:32]

とり皮の煮込み  
メインのちゃんこ鍋です.

最初からうどんが入ってました.

 

とり皮を食べる村尾さん  おいしい鍋に箸も進むガチャさん

 

藤田先生も箸が進みます.  お腹一杯になり, まったりモードのみなさん



FFP 203

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060221_2/060221.html[2015/04/28 13:43:32]

  

最後にみんなで集合写真を撮りました.   



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060220/060220.html[2015/04/28 13:43:35]

学士論文研究発表会

February 20, 2006

卒論表会がありました． 

余裕のつよぽん 最後まで研究熱心（？）な山田君



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060220/060220.html[2015/04/28 13:43:35]

最後までチェックを怠らないガチャ先生 いってきます



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060220/060220.html[2015/04/28 13:43:35]

1番手、つよぽんの発表 いい出だしだ 2番手、山田君の発表 いい流れをつなげれるか！？



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060220/060220.html[2015/04/28 13:43:35]

とりは、ガチャ先生の発表 きっちりしめました お疲れ様でした 発表の手応えは??



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060213/060213.html[2015/04/28 13:43:36]

セミナー講演

February 13, 2006

IMVの内山さんがセミナー講演してくださいました．

IMVの内山さん



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060207/060207.html[2015/04/28 13:43:37]

システム制御講座新年会

February 7, 2006

遅くなりましたが，本日，システム制御講座の新年会がありました．

場所は銀座にある「のとだらぼち」という能登料理居酒屋です．

変わった料理もたくさんでてきたようです．

三平先生，倉林先生，サンドラさん 粟田さん，大谷さん，松石さん

藤田先生の奥さま，中浦先生 藤田先生と奥さま



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060203/060203.html[2015/04/28 13:43:38]

節分

February 3, 2006

今日は節分の日です．

節分豆 （年齢）＋１個の豆を数える



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060203/060203.html[2015/04/28 13:43:38]

へぇ～（節分豆初体験??の山田君） ボリ②



FFP 202

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060123/060123.html[2015/04/28 13:43:40]

Fujita Family Party

January 23, 2006

第202回FFP

松田さんのお別れFFPが

研究室で行われました.

研究の打ち合わせのため, 内山さんが

お土産をもって来て下さいました.

マツさんは元気な姿で東京に

戻ってきてくれることでしょう.

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

マツさんのお土産

たけし軍団の"つまみ枝豆"が

お気に入りの品だそうです.

 
松: ｢俺, 明日旅立ちます｣

石: ｢ちくしょう, ぐれてやる...｣



FFP 202

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060123/060123.html[2015/04/28 13:43:40]

 

内山さんのお土産です. 中身は？⇒  どれもおいしそうです.

 

先日, ナイナイの岡村に会ちゃいました.(笑)

東京での思い出が一つ増えました.
 笑いながらも, ケーキを切るヨネジさん

 

藤: ｢芸人も身近にいるもんだねぇ～｣

内：｢そんなもんですかねぇ｣
 もうお腹一杯っす.



FFP 202

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060123/060123.html[2015/04/28 13:43:40]

  

村: ｢マツ行っちゃうし, そろそろ寝ても

いいですか？｣
  



FFP 201

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060113_2/060113.html[2015/04/28 13:43:45]

Fujita Family Party

January 13, 2006

第201回FFP

新年会FFPが行われました.

本日のゲストには金沢大学の東先生が

来て下さいました．

場所は渋谷にある山形牛を専門に扱った

｢韓の台所｣というお店です.

有名人がお忍びでくるほど

おしゃれで高級な焼肉店です. 

食べたことのない最高級の肉を前に

みんなの反応はいかに！？ 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

二次会はこちら

 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/060113_2/060113_2.html
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焼肉居酒屋｢韓の台所｣に着きました.  オシャレな店内にあたふたする場面も

 

メニューに見入る人々  乾杯の音頭をとるヨネジさん(1/4)

 

これが韓国のお酒 "マッコリ"

日本酒のようなヨーグルトのような

癖のあるお酒でした

 野菜が肉の旨みを引き立てる(1/4)
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スペシャルゲストの東先生(1/5)  松:｢どれどれ｣(1/3)

 

熱弁する藤田先生. そこへ・・・(1/3)  集合写真をパシャ☆
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金沢大学の東先生来研

January 13, 2006

金沢大学の東先生が来研されました．

東先生来研 東先生のお土産
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ジャーン 大臣栄誉賞を受賞したお菓子です
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こんなの 金箔です
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ツヨポンのお土産

January 12, 2006

ツヨポンの北海道のお土産です．

まつさんのお土産（ツヨポンの分） ツヨポンのお土産
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どぅ?? いいですねぇ～（サ さすが！（ガ
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贈り物

January 5, 2006

Flexi からChristmas & New Year の贈り物がきました．

みんなのお土産をあけました．

Flexiからの贈り物 ジャーン
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Flexi からの手紙 ガチャ先生のお土産
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村尾さんのお土産 よねじのお土産
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TUM presents: Frontier Sciences at The University of Tokyo and Kyoto University - Workshop 4

Humanoid Robots: Locomotion and
Cognition

5th October 2005

Organizers: Prof. M. Buss, Prof. Y. Nakamura
 

Venue
Lecture Room 2 of the Pharmaceutical Department, Hongo Campus, The University of Tokyo (Click on
map for larger file):

http://web.lsr.ei.tum.de/Files/TUM_Flyer_DiJ.2.Auflage.fertig2.pdf
mailto:nakamura@ynl.t.u-tokyo.ac.jp,mb@tum.de,dw@tum.de
http://www.lsr.ei.tum.de/tws5_files/hongomap.pdf
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Workshop Program:
9.30 - 10.00 "Design, Realization and Control of Biped Walking Machines at

TUM"
Prof. Heinz Ulbrich, Sebastian Lohmeier and Thomas Buschmann,
Institute of Applied Mechanics, TUM

The development of walking machines comprises nearly all important technical
areas due to its interdisciplinary character. This presentation gives an overview of
the systematical design, realization and control of the biped robot "Johnnie". Until
now, stable dynamic walking has been realized with walking speeds up to 2.4
km/h and step lengths of 55 cm. In the mechanical design, special emphasis has
been laid on achieving a high power-toweight ratio. The corresponding design
approaches are presented. The sensor system which consists of joint sensors,
force sensors in the feet and an attitude sensor is introduced. The control scheme
of "Johnnie" is discussed. It is split up into two layers, where the top level handles
the global gait coordination and adapts the reference trajectories according to the
ground reaction forces and the orientation of the robot. The lower layer
incorporates the joint controllers that control the position and velocity of each
degree of freedom. In cooperation with the Institute of Automatic Control
Engineering autonomous walking has been realized. In the case of vision-
controlled autonomous walking an additional control layer decides on the global
walking tasks. The talk closes with some short video clips showing the
performance of “Johnnie” and an outlook on the new humanoid robot that is
currently under development.

10.00 - 10.30 "Advances in Humanoid Biped Walking through Hybrid Control"
Prof. Martin Buss, Dirk Wollherr, Institute of Automatic Control
Engineering, TUM

Biped walking with changing ground contact situations represent a hybrid system.
Therefore hybrid modelling and control has recently become an increasingly
important focus in the humanoid community. The talk describes the successful
application of a hybrid control for a aktive-passive knee joint at the humanoid
robot UT-Theta, developed at the University of Tokyo. In a second example a
hybrid modeling framework is used to account for different possible ground
contact situations of a simple biped gymnast experimental platform with five
joints. For the considered biped unactuated rotation around foot edges as well as
plane foot contact is considered in modeling and trajectory planning. Presented is
a planning algorithm for periodic walking trajectories. The stability of the resulting
hybrid periodic orbits is investigated in numerical experiments.

10.30 - 11.00 "Control Theory of Visual Feedback: Passivity-based Approach"
Prof. Masayuki Fujita, Dept. of Mechanical and Control Eng., Tokyo
Institute of Technology

Passivity is one of the most appealing concepts of systems and control theory.
Since the PD feedback with damping shaping for robot manipulator position
control has been proposed, the passivity paradigm leads to natural results and
has contributed important insights into our understanding of the dynamics and
control of robots. The notion of passivity-based control has been well established,
and used as a fundamental tool in the development of several aspects of robot
control, such as grasping, locomotion, teleoperation, and so on. In this talk, we
discuss passivity-based approach in the new area of visual feedback, and show
interesting insights and future direction from control theoretic point of view.

11.00 - 11.30 "Advanced techniques for human-robot interaction"
Prof. Alois Knoll, Informatik VI: Robotics and Embedded Systems, TUM
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Due to recent developments in enabling technologies but also due to findings and
developments in cognition research (e.g. studies of the human brain, linguistics,
psychology), we currently observe a shift in the view of what artificial intelligence
is and how it can be put to work in operational autonomous systems. This sets
the stage for putting perceptive, cognitive, communicative and motor abilities
together to create truly interactive robot systems. In the past, there have been a
number of attempts to teach robots by showing them a task to be performed. We
note, howeve r, that such systems for "teaching by demonstration" or skill
transfer have not met with much success. There are a number of reasons for this
failure, e.g.: (i) Instruction input is mono-modal, mostly through a fixed camera.
This precludes the system from constructing crossmodal associations by
evaluating clues from more than one modality. (ii) It also prevents the instructor
from giving additional explanations in "natural" modalities, e.g. teaching
movements of the hand supplemented by instructive speech statements. (iii)
Partly due to monomodality the instruction is not in the form of a dialogue
between the instructor and the robot. Dialogue-oriented interaction may be the
source of additional information in "normal" instruction mode, but it becomes
indispensable in the case of error conditions. In view of the aforementioned needs
and deficiencies, in this talk I will present some of our on-going theoretical work
involving methodology form linguistics and robotics. We intend to show how
future robot systems may be able to carry on dialogues in several modalities over
selected domains and how it will be possible to endow a humanoid robot with the
ability to carry a goal-directed multi-modal dialogue (vision, natural language
(NL), speech, gesture, face expressions, force, . . . ) for performing non-trivial
tasks. The talk will conclude with an outlook on future developments and potential
for cooperation.

11.30 - 12.00 "Control System and Mechanism Design for Human-Robot Safe
Physical Interaction"
Prof. Shigeki Sugano, Prof. Hiroyasu Iwata, Department of Mechanical
Engineering, Waseda University

A humanoid robot project going on in Sugano laboratory of Waseda University is
introduced. This project is developing human centered new technologies for
human-symbiotic robots collaborating with humans. First, we propose a
mechanism design composed of mechanically passive joints and force-detectable
soft surface covers which allow for high human-following and shock absorption of
impulsive force during contacts and even collisions. Next, a human centered
control system enabling concurrently to accomplish task execution and human
following despite unexpected disturbances with human during labor supports is
discussed. Finally, utilizing an anthropomorphic robot WENDY, a variety of video
demonstrations on human-robot safety physical interactions such as task-
performable human-following motions according to the attribute of task
constraints imposed on robot is introduced.

12.00 - 12.30 "Human-Robot Coordination and Cooperation"
Prof. Kazuhiro Kosuge, Department of Bioengineering and Robotics,
Tohoku University)

In this presentation, we will discuss isses relating to the human-robot coordination
and cooperation. Intentional-force-based coordination is introduced first with
example tasks by robot helpers. We then introduce a dance partner robot which
include coordination through physical interaction between the robot and the
human. Several examples will show how the coordiantion and cooperation are
realized.

12.30 - 14.30 Lunch break
14.30 - 15.00 "The Computational Brain Project: Towards the realisation of the
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Computational Brain, combining Humanoid Robotics and
Computational Neuroscience"
Prof. Gordon Cheng, Department of Humanoid Robotics and
Computational Neuroscience, ATR Computational Neuroscience
Laboratories

The Computational Brain Project aims to study the mechanisms of human motor
skill, information processing and cognitive abilities through computational brain
modeling. Evaluation and verification will be through implementation of these
computational mechanisms on simulations as well as robotic systems.

15.00 - 15.30 N/A
Prof. Yoshihiko Nakamura, Dept. of Mechano-Informatics, The
University of Tokyo

N/A

15.30 - 16.00 "Understanding manipulation intelligence from teleoperation
and VR"
Prof. Yasuyoshi Yokokohji, Department of Mechanical Engineering and
Science, Kyoto University

The next goal of humanoid robots is to have "manipulation intelligence".
Manipulation is a complex coordinated task using arms, hands and fingers, as well
as eyes. It is very important to understand fundamental property of manipulation
functions of humans before trying to build a robot. We have been developing
teleoperation systems and haptic virtual reality systems not only to apply them to
some useful domains but also to use them as a research platform to investigate
human manipulation functions and understand what the bottleneck to realize
these functions is. In this talk, we will introduce some resent teleoperation
systems and haptic interfaces that we developed.

16.00 - 16.30 Coffee break
16.30 - 17.00 N/A

Prof. Toshio Fukuda, Dept. of Micro-Nano Systems Engineering, Nagoya
University

N/A

17.00 - 17.30 "Innovative Robotic Systems and Components - from Space to
Surgery"
Prof. Gerd Hirzinger, Carsten Preusche, DLR Institute of Robotics and
Mechatronics

DLR's robotic systems consist of highly integrated mechatronic components. A
close integration of mechanics, electronics and control theory right in the design
process of these components is the bases of the robotic development. Through
the extensive use of sensory feedback loops a very light-weight design is possible.
Finally an overview of the latest robotic systems of DLR Institute of robotic and
mechatronic is given: Light-weight robot, ROKVISS, Robotic Hand and Kinemedic
(surgery robot).

17.30 - 18.00 "V-GPS: From Vision-Based Control to 3D Guidance Systems"
Prof. Darius Burschka, Informatik VI: Robotics and Embedded Systems,
TUM

Video cameras are a robust and inexpensive tool for navigation of robot system.
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Many approaches follow the way of model-based navigation that requires an a-
priori model of the environment. Vision-Based Control approaches generate the
control signals for the robot directly from the error between the expected and the
current position omitting the necessity of a 3D model for navigation. In contrary, a
3D model of the environment can be generated as a result of this processing. We
will present our work in the field of Vision-Based Control in a plane and in all 6
DoF in space with monocular cameras. We will present the application of this
approach for driver assistance, guidance systems and medical applications.
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TUM Joint Workshop on Robotics

October 5, 2005

TUM Joint Workshop on Robotics が東京大学で行われ， 藤田先生が発表され, Sandraさんが参加されました．
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Fujita Family Party

December 27, 2005

第200回FFP

記念すべき第200回FFPは，

2005年の忘年会となりました.

本日のゲストには河合宏之さん(通称ヒロさん)

が来てくれました.

場所は, 目黒にあるあんこう

ちゃんこ鍋屋「七井の月」です.

あったか鍋で, 

2005年を無事締めくくることはできたのでしょうか. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

藤:「それじゃ, 始めますかねぇ｣
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目黒に着きました. 

早速ですが、ここで一枚パシャ☆
 ミ:「ヒャヒャヒャ, 笑いがとまらん」

研究に余念のないサンドラさんとヒロさん．

 

山:「なんか笑っちゃいますねぇ」(1/3)  
五:「どうぞ、どうぞ」

中:「やっぱ一杯目は生に限るね」(1/3)

 

かんぱ～い  山盛り野菜(1/3)

 

藤: ｢今年を振り返ってどうでしたか？｣  引越しが大変でした(1/10)
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大谷さんも楽しそうです  
ゲストのヒロさん

ヒ:｢俺が大学生の頃は...｣

 

今年も忙しかったなぁ(1/3)  そろそろいきますかぁ～(1/7)

 

集合写真part2  二次会もかんぱ～い(1/2)
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CDC-ECC'05
44th IEEE Conference on Decision and Control

and
European Control Conference ECC 2005

Seville, (Spain). 12-15 December 2005

INVITATION from the GENERAL CHAIR

I would like to invite you to attend the CDC-
ECC'05. This is the first time that two of the most
reputed conferences in control, the European
Control Conference (ECC) and the IEEE
Conference on Decision and Control (CDC), are
to be celebrated as a joint conference. This
important event will take place in an attractive
environment, the city of Seville.

The response to our Call for Papers has been
extraordinary. More than 3050 papers were
submitted.  The International Program Committee
has worked hard and efficiently and, after a
rigorous procedure, 1470 papers have been
accepted.  The number of submissions was much

higher than expected and, because of this,  only papers that received excellent
reviews could be selected.  

Two Plenary Sessions,  four Semi-Plenary sessions and five tutorial sessions
have been programmed for the four days of the Conference.   We have chosen
a set of  outstanding speakers and a wide range of topics to cover not only
emerging fields, but also new developments in well established research areas.  

Most of  the papers are scheduled for oral presentation in 204 sessions,
organized in 17 parallel tracks. There is also a significant number (41) of
 interactive sessions which have been  encouraged  in this conference as a
challenging experience to facilitate interaction between conference attendees.
Interactive papers  have gone through the same peer review process  and are
published in the proceedings  in the same way as any contributed paper. The
reaction to the Call for  Workshops has also been very positive. The selected
Workshops will be held on Sunday, December 11, prior to the Congress
opening. The Conference includes other activities such as panel discussions

http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/base.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/callfor.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/preseninstructions.html
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/program.html
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/authors.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/venue.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/hotels.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/register.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/travelsupport.html
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/contact.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/comm.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/sponsors.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/sponsors.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/program.html#PSLIST
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/program.html#SPSLIST
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/program.html#TOP
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/program.html#WSLIST
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about important issues in the field.  Industrial and publisher exhibits will be
available throughout the conference.

This joint conference will bring together an international community of experts to
discuss the state-of-the-art, new research results, perspectives for future
developments, and innovative applications relevant to control, automation, and
related areas.

 Seville has always been a friendly city open to all cultures with a rich past, a
dynamic present, and an exciting future. Situated in Southern Spain,  its climate
in December is usually  mild and dry. 

All those attending the CDC-ECC'05 will have the opportunity to participate in a
high-level scientific and technical congress, to share some days with
outstanding specialists in Automatic Control from all over the world, not only in
the technical sessions but also during the conference banquet and receptions,
and will also understand why Seville is one of the most frequently visited cities
in the world.  

 I look forward to seeing you at the CDC-ECC’05 and encourage you to
consider spending a few extra days to enjoy  Seville.

 

Eduardo F. Camacho,

General Chair

 

General Information

Time and Location
The Conference will be held from 12th-15th December 2005 in Seville
(Spain).
Language
The official language for the conference will be English.
Topics
The scope of the conference will cover, but not be limited to, the following
topics:

Adaptive Control
Automation
Biological and
Environmental
Systems
Complex Systems
Computer Networks
Control
Control Applications
Control Education
Design Methodologies
Discrete Event
Systems
Emerging Control
Technologies
Estimation
Fault Detection
Guidance and Flight

Identification
Intelligent Systems
Linear Systems
MEMS in Control
Modeling
Multivariable Control
Networked Control
Systems
Nonlinear Systems
Optimization
Process Control
Real-time Control
Robotics and
Mechatronics
Robust Control
Vehicles and

http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/base.htm#Exhibits
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/program.html
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/base.htm#Welcome Reception
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Control
Hybrid Systems

Transportation Systems

Information for participants

Please make sure that you visit our Venue and travel information page,
especially the section devoted to Visa requirements. In the same page you will
find useful information about weather, transportation, etc.

Conference Information

Registration Sunday-Friday, December 11-16
All conference attendees must register. Personal badges will be provided to
identify registered participants. All registered participants will receive a CD-ROM
containing the conference proceedings. A reduced registration rate is available
for students, retirees, and life members. Full registration also includes the
Conference Banquet on Wednesday, December 14. 

 Registration Desk Hours 
Saturday December 10 18:00 - 20:00
Sunday December 11 10:00 - 12:00
Sunday December 11 15:00 - 17:30
Monday December 12 8:00 - 17:30
Tuesday December 13 8:00 - 17:30
Wednesday December 14 8:00 - 17:30
Thursday December 15 8:00 - 15:00

Conference Proceedings
The CD-ROM containing the conference proceedings will be distributed at the
conference registration desk along with the registration package. A limited
number of additional CD-ROMs will be available for purchase at the conference.

Social Program
. 

http://www.esi2.us.es/%7Ecdcecc05/venue.htm
http://www.esi2.us.es/~cdcecc05/program.html#SOCIAL
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CDC-ECC05 in Spain

December 12-15, 2005

スペインで行われた国際学会 CDC (Conference on Decision and Control) に藤田先生とSandraさんが参加し，

村尾さんと中曽さん, 内山さんが発表されました．

今年の会場はスペインです 中曽さんのポスター発表
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村尾さんの発表 OB の内山さんのポスター発表
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Bode Lecture Prize を授与するSpong 先生 Banquet の様子
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Fujita Family Party

December 6, 2005

第199回FFP

本日，F1好きの石川直毅君（通称:つよぽん）の，

誕生日 FFP が開かれました．

つよぽんの誕生日は 12 月 2 日です．

射手座（いて）の男性で売り出中です．

今日のケーキは

横浜高島屋の【ジュラール・ミュロ】

で購入だそうです．

本店はパリにあり

オーナーのジェラール・ミュロさんは

フランス本国で最優秀パティシエ賞を受賞だそうです．

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

これがかの有名な【ジュラール・ミュロ】
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そうです!!私がつよぽんです．  
か!?(1/3)

 

ジャーン☆ケーキ その 1．(1/3)  ジャーン♪人気 No.1 のケーキ．(1/3)

 

「抱負はF1ドライバーになることです」

(ここで先生のつっこみが入る!!)

(会場爆笑か?・・・)

 「抱負は鈴鹿に行くことです!!」

 

山：「むらおさん～おもしろくないっすよね
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～」
 「じゃあ，先生を超える，○○関係で」

 

「言っちまったか～」

(会場爆笑)
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Sandraさん講演

December 5, 2005

東京大学で21世紀COE「超ロバスト計算原理プロジェクト」最適化/制御 セミナーが開催され， Sandra Hirche 博士が講演されました．
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■横幹連合ホームページのトップページに戻る■

2005.11.28 updated

第1回横幹連合コンファレンス／第48回自動制御連合講演会

共

通

事

項

●

第

1

回

横

幹

連

合

コ

ン

フ

ァ

レ

ン

新着情報

講演登録、発表論文の原稿提出は、受付終了しました。ありがとうございまし

た。
※論文原稿のお取り扱いにかかわる注意事項をこちらでご確認ください。

プログラム等概要を公開しました。

講演プログラムとタイムテーブルを公開しました。

事前参加申込は受付終了しました。

「講演会参加・講演発表の皆様へのご連絡」のページを公開しました。

ご参考資料として、講演の演題、抄録等を公開しました。

予稿集がJ-STAGEで公開されました。（2006年6月27日）

開催日 2005年11月25日（金）～ 26日（土）

会 場
JA長野県ビル（長野市、JR長野駅より徒歩10分）
※駐車場の確保が難しいため、車での来場はご遠慮ください。

主 催

【第1回横幹連合コンファレンス】

横断型基幹科学技術研究団体連合（横幹連合）

会員学協会一覧 詳細

【第48回自動制御連合講演会】

計測自動制御学会(幹事学会)、日本機械学会、システム制御情報学会、化学工学

会、精密工学会、日本航空宇宙学会

協賛学協会一覧 ホームページ

後 援

全国農業共同組合連合会長野県本部（JA全農長野），（財）長野県テクノ財

団，（財）ながの観光コンベンションビューロー，横断型基幹科学技術推進協

議会，信州大学繊維学部，信州大学工学部

会員7,000円、会員外9,000円、学生2,000円（会員／会員外とも）

「会員」参加費が適用される学協会の一覧はこちら

http://www.trafst.jp/
http://www.trafst.jp/conf2005/paper.html
http://chida-lab.shinshu-u.ac.jp/rengo2005/program.html
http://chida-lab.shinshu-u.ac.jp/rengo2005/guide.html
http://www.trafst.jp/conf2005/abstract.pdf
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/oukan/_vols/-char/ja
http://www.janis.or.jp/users/jabill/
http://chida-lab.shinshu-u.ac.jp/rengo2005/
http://chida-lab.shinshu-u.ac.jp/rengo2005/
http://www.trasti.jp/
http://www.trasti.jp/
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参加費

※横幹連合の会員学協会および自動制御連合講演会の主催／協賛学協会の会員

の方は「会員」参加費となります。参加費には、すべての講演論文を収録した

CD-ROM講演論文集が含まれており、自動制御連合講演会、横幹連合コンファ

レンスのすべての講演を聴講することができます。

オンライン「参加申込」は受付終了しました。
（近畿日本ツーリスト(株)長野支社へのリンク）

講演申込・

登壇料

無料（1論文、発表・質疑15分）

※講演申込は受付終了しました。ご登録ありがとうございました。

※講演登録の際にご登録された演題名、抄録、発表者（氏名、所属）等は、11

月19日（土）よりウェブ上で公開されます。

投稿方法
※論文原稿の受付は終了しました。ご協力ありがとうございました。

重要な日付

J-STAGEでの論文公開について
※論文原稿のお取り扱いにかかわる注意事項をこちらでご確認ください。

今回提出された第1回横幹連合コンファレンスの発表論文は、J-STAGE （独立行

政法人科学技術振興機構(JST)が構築した「科学技術情報発信・流通総合システ

ム」）にて、開催日から半年後以降に、無償公開させていただくこととなりま

す。何卒よろしくお願い申し上げます。

問合せ先 【横幹連合コンファレンス】電子メール conf2005@trafst.jp 

第1回横幹連合コンファレンス

「知のダイナミックデザイン」
～43学会が信州に集結する日本初の合同コンファレンス～

★講演募集・参加募集（PDF版）はこちらです。

開催趣旨

横幹科学技術の学問としての深化と社会的問題の解決に向けた活動の活性化を

目的として、横幹連合コンファレンスを開催します。第1回「知のダイナミック

デザイン」では、「知の統合」と「知の活用」に向けての新たな発展・展開を

期して、自動制御連合講演会と併催する各種の企画を準備しています。各方面

http://www.knt.co.jp/ec/2005/auto-c/
http://www.trafst.jp/conf2005/paper.html
http://www.jstage.jst.go.jp/
mailto:conf2005@trafst.jp?subject=[TRAST]conf2005
http://www.trafst.jp/conf2005/conf2005_cfp_ver2.pdf
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からの参加を期待します。

プログラム

3種類のオーガナイズドセッションと、一般セッションを企画しています。

講演プログラムとタイムテーブルはこちらです。
※第48回自動制御連合講演会ホームページ内の「講演プログラム」ページで公開しています。

■知の統合セッション：

多分解能、統合的信頼性、多様性と共生、双対性、創発と創造、エントロ

ピー、安心と安全

■知の活用セッション：

リスクの計量化・可視化、災害軽減と防災、共生コミュニケーション支援、暮

らしを豊かにするサービス、共生コミュニケーションのニーズとシーズ Mind

the Gap、CSR・非営利組織・地域社会における評価と改善、医薬品の安全、シ

ミュレーションとSQC、コミュニケーション知の獲得と活用、横断型基幹科学

教育、横幹科学技術としての次世代システム工学

●パネル討論形式でのセッションも2つ企画しています：

・11月26日（土）9:45～11:45第M室（アクティーホール）

M2-1 パネル討論『これから横幹技術の発展と活用』

／横幹技術協議会

・11月26日（土）16:30～18:00第B室

B2-5 パネル討論『「共生コミュニケーション支援」はどうあるべきか』

／共生コミュニケーション支援調査研究会

■コラボレーションセッション：

横幹的データ活用技術、モデリングのコラボレーション、色・パターン・イ

メージの可能性、先端科学技術における知の統合、安全・信頼・持続社会への

貢献、知の統合と科学技術政策、横幹的方法論の展望、情報の多様性、人間の

http://chida-lab.shinshu-u.ac.jp/rengo2005/program.html
http://www.trafst.jp/conf2005/M2-1.pdf
http://www.trafst.jp/conf2005/B2-5.pdf
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次元、戦略的経営

※横幹連合に参加する学会が、それぞれ得意とするテーマを持ち寄り、複数の

学会からの発表者によってセッションを構成します。各学会での問題の捉え

方、方法論、成果の発表を通して、新たな視点が得られる、横幹連合ならでは

相互作用とスパイラルアップをねらった企画です。

■一般セッション：

ネットワーク・コミュニケーション、人間、感性、制御と学習、画像計測、リ

スクマネジメント、数理モデルと解法、知識と情報、複雑システムデザイン、

生命知デザイン、設計知識の共有化:PLIB(ISO13584)が進める知流,商流

●上記4種類のセッションのほかに、自動制御連合講演会との共同イベントも企

画しています。

・【特別講演会】11月26日（土）12:40～13:40

「科学技術創造を国創りに結実させる技術融合戦略」

柘植綾夫氏（総合科学技術会議 常任議員、横幹技術協議会 副会長）

・【パネル討論会】

「モノづくりとコトつくり～信州から世界に発信する大型プロジェクト～」

・【市民フォーラム】

「職の安全とトレーザビリティシステム」（計測自動制御学会による併設行事）

講演登録

／

参加申込

講演登録： 受付終了しました。ご登録ありがとうございました。

発表論文の原稿提出： 受付を終了しました。ご協力ありがとうございました。
※論文原稿のお取り扱いにかかわる注意事項をこちらでご確認ください。

「参加申込」は終了しました。

問合せ先
【横幹連合コンファレンス】電子メール conf2005@trafst.jp 

■横幹連合 会員学協会■ ■自動制御連合講演会 

主催・協賛学協会■

http://www.trafst.jp/conf2005/paper.html
mailto:conf2005@trafst.jp?subject=[TRAST]conf2005
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応用統計学会、経営情報学会、計測自動

制御学会、システム制御情報学会、社

会・経済システム学会、スケジューリン

グ学会、精密工学会、日本応用数理学

会、日本オペレーションズ・リサーチ学

会、日本感性工学会、日本経営工学会、

日本経営システム学会、日本計算機統計

学会、日本計算工学会、日本シミュレー

ション＆ゲーミング学会、日本シミュ

レーション学会、日本社会情報学会、日

本植物工場学会、日本信頼性学会、日本

知能情報ファジィ学会、日本デザイン学

会、日本統計学会、日本時計学会、日本

バーチャルリアリティ学会、日本品質管

理学会、日本リモートセンシング学会、

日本ロボット学会、ヒューマンインタ

フェース学会、プロジェクトマネジメン

ト学会、オフィス・オートメーション学

会、可視化情報学会、研究・技術計画学

会、地域安全学会、日本コンピュータ化

学会、国際数理科学協会、日本生物工学

会、日本バイオメカニクス学会、品質工

学会、日本バイオフィードバック学会、

情報文化学会、形の科学会、日本行動計

量学会、日本人間工学会

【主催学協会】計測自動制御学会(幹事学

会)、日本機械学会、システム制御情報学

会、化学工学会、精密工学会、日本航空

宇宙学会

【共催学協会】映像情報メディア学会、

応用物理学会、可視化情報学会、画像電

子学会、環境システム計測制御学会、計

装研究会、自動車技術会、照明学会、信

号処理学会、人工知能学会、石油学会、

センシング技術応用研究会、電気学会、

電子情報通信学会、土木学会、日本生体

医工学会、日本応用磁気学会、日本応用

数理学会、日本オペレーションズ・リ

サーチ学会、日本経営工学会、日本原子

力学会、日本建築学会、日本行動計量学

会、日本シミュレーション学会、日本神

経回路学会、日本神経科学学会、日本生

産管理学会、日本生物物理学会、日本繊

維機械学会、日本造船学会、日本体力医

学会、日本知能情報ファジィ学会、日本

鉄鋼協会、日本人間工学会、日本非破壊

検査協会、日本フルードパワーシステム

学会、日本マリンエンジニアリング学

会、日本リモートセンシング学会、日本

ロボット学会、バイオメカニズム学会、

パワーエレクトロニクス学会、IEEE

Control Systems Society Japan Chapter,

IEEE Geoscience and Remote Sensing
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Society Japan Chapter

このページのトップに戻る

■横幹連合ホームページのトップページに戻る■

http://www.trafst.jp/
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Fujita Family Party

November 25, 2005

第198回FFP

本日，サンドラさんの誕生日 FFP が開かれました．

サンドラさんの誕生日は 11 月 15 日です．

蠍座（さそり）の女性です．

サンドラさんの趣味・特技は，なんとウィンドサーフィン!!

是非，教えてください!!

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

渋谷で購入です!!  サンドラが切り分けます．
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この人の活躍もありました．  抱負は何ですか?

 

藤田研データシートに記入します．  とっても気になる様子．

 

好きな食べ物は「O-SUSHI!」

嫌いな食べ物は「NATTO!」
 「えぇ～，納豆が否定されたぁ～」



Event
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トシさん来研

November 19, 2005

藤田研OBの藤田常利さん（通称トシさん）が来研されました．

さっそく観光スポットを検索するトシさん． 同期の村尾さんと久々の対面．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051118/051118.html[2015/04/28 13:44:34]

KAIST Joint Workshop

November 18, 2005

東工大で KAIST Joint Workshop on Mechanical Engineering があり, 

その一環として KAIST の先生方が藤田研を見学されました．

磁気浮上と
視覚フィードバック制御について

説明しました．
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Fujita Family Party

November 16, 2005

第197回FFP

B4 の中間発表おつかれ (反省会？) FFPが開催されました。

今回は社会人ドクターの堀川さんが初参加です。

ためになるお話を聞くことが出来ました。

また来てくださいね． 

 

中間発表が無事終わって

足取りが軽い４年生．
 今日は大岡山の「庄や」です．

 

右の人が堀川さんです．
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社会人ならではの興味深いお話が聞けまし

た．

 お疲れ様！かんぱ～～～い！！

 

つよぽん「今日は飲むぞ～！」

ガチャ先生「く～っ、発表後の一杯はうま

い！」

 
しかし、みんなからの指摘で

徐々に凹んでいく４年生達･･･

 

まぁ、終わったことはいいじゃないっすか♪  たまには良い事いうじゃん♪♪♪
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そんなFFPでした．  
二次会はカラオケです♪

「君～と僕と～の間には～♪」

 

なぜ中島みゆき！？  
中浦先生からキンキの座を

奪うために練習しないと！



Event
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卒業研究中間発表会

November 16, 2005

B4 の卒業研究中間発表会がありました．

青文字のコメントはマウスを乗せると画像が変わります

ついにこの日がやってきました 行ってきます



Event
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それでは現場に進入します ベルボーイは村尾さん



Event
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つよぽん使用中 てるき使用中



Event
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がちゃ先生使用中 使用後



Event
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六花亭

November 14, 2005

つよぽんのお母様から六花亭の詰め合わせをいただきました．

というわけでコーヒータイムにおいしくいただきました．ありがとうございます．

ご賞味あれ いろいろ詰め合わせです



Event
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悩むねぇ やはり定番のバターサンドでしょ



Event
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ところで山田君，留学しない？ え！？そ，そうっすねぇ… （なんで俺に？



Event
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しちゃおっかな！ Ｗ杯狙いか…



Event
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いいなぁ 僕もいってきます



Event
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お前もかよっ！ 打ち合わせ中の 2 人



Event
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SICE セミナー

November 11, 2005

電気通信大学で SICE セミナー が開催され，藤田先生が講演されました．

http://tk2.cs.tsukuba.ac.jp/sice/seminar1111.htm
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Fujita Family Party

November 8, 2005

第196回FFP

ミスターYさんが来研されました．

そこで本日，FFPが開かれました．

渋谷東急店で購入されたそうです．

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

ケーキ その 1．(1/2)  ケーキ その 2．(1/2)

 

「マイ ネイム イズ ドクターK．」  チーズケーキに群がる猛者達．
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ミスターYを探せ!!  今か今かと・・・．

 

変な男達 一人目 (1/3)  今宵の夜は品川の「一番どり」で鳥三昧．

 

二次会はカフェでおしゃれに・・・  



Event
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野田篤司先生来研

November 7, 2005

宇宙航空研究開発機構 JAXA で主幹開発員で，

東京工業大学の客員助教授の野田篤司先生が来研され，

実験室を見学されました．

野田先生は, 野田司令という名で

ある分野でもとても有名な先生です．

検索してみては如何でしょうか? 



Event
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視覚フィードバック制御に関する実験デモ． こちらは Blimp !!



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051107/051107.html[2015/04/28 13:44:48]

ガンダム系に興味がおありで ? DD-Arm を用いた実験デモ．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051107/051107.html[2015/04/28 13:44:48]

インターネットで野田司令と検索すると・・・ 野田先生によるショート講義．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051107/051107.html[2015/04/28 13:44:48]

記念撮影 その 1． 記念撮影 その 2．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051031/051031.html[2015/04/28 13:44:50]

第34回制御理論シンポジウム in 大阪

October 31 - November 2, 2005

第34回制御理論シンポジウム が 大阪コスモスクエア国際交流センター にて開催されました．

藤田先生，米村さんが参加し，中曽さんが発表しました．

今年もやってまいりました プログラムチェックは前日に！



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051031/051031.html[2015/04/28 13:44:50]

初日に中曽さんの発表です 滑川先生も発表されました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051031/051031.html[2015/04/28 13:44:50]

2 日目には藤田研 OB の向井さん登場 懇親会です．太田先生のご挨拶



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051031/051031.html[2015/04/28 13:44:50]

懇親会にて 来年もここでやるぞ！



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051031/051031.html[2015/04/28 13:44:50]

懇親会後… 金沢大学のメンバーと



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051026/051026.html[2015/04/28 13:44:54]

防災訓練

October 26, 2005

本日，東工大防災訓練が行われました．

青色の文字の写真をクリックすると変わります．

地震がきたぞ～～～(1/4) 非常災害対策本部が設置されました!!



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051026/051026.html[2015/04/28 13:44:54]

な，なんだ？あの余裕の奴らは・・・． 怖かったな～(1/2)



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051026/051026.html[2015/04/28 13:44:54]

事務職員による火災消火デモ (1/3) 消化します (1/3)



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051026/051026.html[2015/04/28 13:44:54]

事務職員による火災消火デモ (1/5)



FFP 195

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051024/051024.html[2015/04/28 13:45:02]

Fujita Family Party

October 24, 2005

第195回FFP

本日，久しぶりに夜の FFP が開かれました．

今日は，

サンドラの歓迎会であり，

来年度からの新 M1 メンバー，イマン&レイレイ歓迎会であります．

さらに，大谷さんFFP初参加ということで，

それを祝して盛大に，そして寛大に行われました．

OBのいなっちさんが駆けつけてくれました!!

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

サンド～ラ!!  イマン君(左)とレイレイ(君)(1/2)



FFP 195

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051024/051024.html[2015/04/28 13:45:02]

 

何かに驚く中浦先生，そして笑うみんな

その方向に何が待っているのでしょうか?
 

久々のいなっちさん

相変わらず，素敵な笑顔

 

幹事の山田君

今夜がヤマダ!!
 サンドラはワイン(1/2)

 

大谷さんによる関西弁講座 (1/3)  今日は飲むぜ～っ!!(1/3)



FFP 195

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051024/051024.html[2015/04/28 13:45:02]

 

いっちょ歌ってみるか～(1/3)  つよぽんも参加!!(1/4)

 

なかなかやるじゃな～い!!(1/4)  
～レイレイ，キンキキッズに興奮の巻き～

(1/3)

 

集合写真～その壱～  集合写真～その弐～

第195回 FFP 終了後

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051024/051024_2/051024_2.html


FFP 193

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051023/051023.html[2015/04/28 13:45:04]

Fujita Family Party

October 23, 2005

第194回FFP

中曽さんが 財団法人 C&C 振興財団 から助成金をいただきました．

そこで本日，FFPが開かれました．

その日は工大祭だったので，模擬店のチョコバナナが振舞われました．

おめでとうございます！ 

 

助成金を ゲッチュ～！  
ミモ「やるじゃん！」

ヤマテル「すごいじゃん！！」

 



FFP 193

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051023/051023.html[2015/04/28 13:45:04]

た～んとお食べ☆  わ～～～い♪

 

ヨネジ「うまいじゃん！」  みんな「うまかったじゃん！」

 

畏れ敬え～がはは！  
藤田先生「発表がんばらないとね♪」

ユウジ「は，はひぃ…」



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

オープンキャンパス

October 22-23, 2005

工大祭の一環としてオープンキャンパスがありました．

多くの方々に藤田研のデモンストレーションを体験して頂きました．

青色の文字の写真をクリックすると変わります．

工大祭にようこそ！！

天気も良く，大盛況です．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

模擬店もたくさん．
特設ステージ．ここでお笑いライブもありました．

「あま～～～い！！！」



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

藤田研にようこそ！！ 準備中です．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

打ち合わせも念入りに． ♪音楽でリラックスした雰囲気を演出♪



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

準備完了！ニヤリ！！
お客さんがいらっしゃいました．

磁気浮上でつかみはOK！



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

お次はテレオペレーションです．

ボールの感触がしますか？

ラジコンによるビジュアルフィードバック制御．

ガチャ先生のデビュー戦です．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

Blimp や Labo1 の説明もしました． サンドラさんや



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

イナっちさんや 三平先生のご家族も遊びにきてくれました．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

藤田先生は実験ショーで

磁気浮上についてのプチ講義をされました．

松尾研の森田さんに手伝っていただきました．

お礼に藤田杯(カップ)を贈呈☆



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051022_23/051022_23.html[2015/04/28 13:45:09]

山田くんはラボツアーのガイドとして孤軍奮闘(?) そんな2日間でした．



FFP 193

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051019/051019.html[2015/04/28 13:45:12]

Fujita Family Party

October 19, 2005

第193回FFP

村尾さんが 財団法人 井上科学振興財団 から助成金をいただきました．

そこで本日，FFPが開かれました．

武蔵小杉駅近くの鯛焼き屋さんで購入だそうです．

おめでとうございます． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

恒例のタイ焼きです．(1/2)  助成金ゲットだぜ～～ぃ!!

 



FFP 193

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051019/051019.html[2015/04/28 13:45:12]

ゴマはどれだ～? (1/3)  
よく見る光景．

かなり肉厚．

 

中身はなんでしょう? (1/2)  もぐもぐもぐ・・・おっ!!(1/3)

 

村尾さん：「ゴマじぁないか・・・がうま

い!!

外のキジと中のが繰り出すハーモニー・・・

絶妙に口の中に広がっていく～～～．」

 

ヨネジ：「そう，まるで大草原のよう

な・・・

そして後味に残らないこの感じ・・・

いい仕事してますね～．」



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051011/051011.html[2015/04/28 13:45:13]

Buss先生講演会

October 11, 2005

第 2 回システム制御セミナーが東工大で開催され，

Technische Universit&aumlt M&uumlnchen (ミュンヘン工科大学) の Martin Buss 先生が講演されま

した．

また，三平研主催のセミナーも同日に行われ，

Lund Institute of Technology (ルンド工科大学) の Karl J. Åström 先生の講演も行われました．

Buss 先生，Åström 先生ありがとうございました．

講演終了後の集合写真 講演後，実験室を見学されました

説明する藤田先生 ご講演ありがとうございました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051007/051007.html[2015/04/28 13:45:15]

内山さん来研

October 12, 2005

内山さんが打ち合わせのために来研されました．

打ち合わせの後は，おみやげをいただきながら楽しく談笑しました．

青色の文字の写真をクリックすると変わります．

内山さん参上です．

こ，この模様はまさか・・・



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051007/051007.html[2015/04/28 13:45:15]

わ～～～い！ 内山さん，ありがとうございます！！



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/051007/051007.html[2015/04/28 13:45:15]

風月堂のゴーフル 阪神タイガース ver. です． みんなでおいしくいただきました．



Workshop on "Human Adaptive Mechatronics and High-Fidelity Telepresence"

http://web.lsr.ei.tum.de/jws.html[2015/04/28 13:45:18]

 presents: Frontier Sciences at Tokyo University, Tokyo Denki University and Kyoto University 

  TUM presents FRONTIER SCIENCES 
within the Germany in Japan year 2005-2006

picture gallery - opening ceremony & reception
picture gallery - NTT LabTour

Humanoid Robots: Locomotion and Cognition

5th October 2005
Tokyo University, Hongo Campus

organizers: Prof. M. Buss, Prof. M. Mitsuishi, Prof. I. Sakuma 

programme & abstracts
picture gallery

 

Medical Technology

5th October 2005
Tokyo University, Hongo Campus

organizers: Prof. T. Lueth, Prof. M. Buss, 
Prof. M. Mitsuishi, Prof. I. Sakuma

programme & abstracts

 

http://web.lsr.ei.tum.de/Files/TUM_Flyer_DiJ.2.Auflage.fertig2.pdf
http://web.lsr.ei.tum.de/TumInJapan/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/NTT/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/Robotik/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/Medical/Abschlussbericht.pdf


Workshop on "Human Adaptive Mechatronics and High-Fidelity Telepresence"

http://web.lsr.ei.tum.de/jws.html[2015/04/28 13:45:18]

opening, participants, workshop, presentations

Joint International COE/HAM-SFB453 Workshop on 
Human Adaptive Mechatronics and High-Fidelity Telepresence

6th October 2005
Tokyo Denki University, Akihabara Building
organizers: Prof. M. Buss, Prof. M. Kakikura

proceedings
programme & abstracts

workshop, coffee break, labtour, reception

 

Frontier of Complex Mechanical Systems for and with Humans 

7th October 2005
Kyoto University, Department of Mechanical Engineering

organizers: Prof. M. Buss, Prof. T. Sawaragi

programme & abstracts
opening, workshop

 

sponsored by

http://web.lsr.ei.tum.de/Medical/opening/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/Medical/participants/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/Medical/workshop/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/Medical/presentation/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/TDU/Proceedings/begin.pdf
http://www.lsr.ei.tum.de/tws3.html
http://web.lsr.ei.tum.de/TDU/Workshop/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/TDU/CoffeeBreak/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/TDU/LabTour/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/TDU/Reception/index.html
http://www.lsr.ei.tum.de/kws6.html
http://web.lsr.ei.tum.de/Kyoto/opening/index.html
http://web.lsr.ei.tum.de/Kyoto/workshop/index.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050930/050930.html[2015/04/28 13:45:19]

Sandra さん登場

September 30, 2005

今日から日本学術振興会外国人特別研究員の Sandra さんが東工大藤田研メンバーとしてこちらで活動します．

Ich bin Sandra ! Two bodyguards defend her.



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050930/050930.html[2015/04/28 13:45:19]

Souvenir ! Danke schoen !! The good partner joins our laboratory !



FFP 192

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050929/050929.html[2015/04/28 13:45:21]

Fujita Family Party

September 29, 2005

第192回FFP

本日，高嶋プロデューサ（通称 高 P）の誕生日 FFP が開かれました． 

モンブランの元祖のケーキ屋さんで購入だそうです．

店は自由が丘にあるそうです．

今年の抱負は，「学校に 11 時まで来る!!」です．

期待してますよ！

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

「24 歳になりました高 P です!!バンザーイ」  たか P With ケーキ箱 -MONT BLANC-

 



FFP 192

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050929/050929.html[2015/04/28 13:45:21]

モンブランを日本で初めて広めた店だそうで

す．(1/2)
 

ジャーん!!モンブラン 1 ダース．

上に何か硬いものがのってました．

 

本に載ってたそうです!!  どうぞ!!

 

11 時までに学校に来る!!これが抱負です．

(1/2)
 食べ方を観察します．(1/2)



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050928/050928.html[2015/04/28 13:45:22]

ヨネジ 登場

September 28, 2005

今日から M1 の米村さんが東工大メンバーとしてこちらで活動します．

長旅で眠いです． 同期のほっし～と久々の再開！



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050928/050928.html[2015/04/28 13:45:22]

ここがオレの机か～． マツ隊長「ヤマダモンゴルに行くべ！！」



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050928/050928.html[2015/04/28 13:45:22]

ジンギスカン屋の名前です． 山田隊員「さすがオレの店（嘘）」



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050920/050920.html[2015/04/28 13:45:23]

長岡技術科学大学 特別講演会

September 20, 2005

藤田先生が, 長岡技術科学大学で講演されました.

また, 藤田研 OB で, 現在は長岡技術科学大学の助教授をされている, 

滑川先生宅を訪問されました.



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050920/050920.html[2015/04/28 13:45:23]



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050920/050920.html[2015/04/28 13:45:23]

滑川先生の奥様と子供達． 滑川先生と子供達．



システム制御における標準的な構成は，「制御対象」と「アクチュ

エータ」ならびに「センサ」，そしてセンサからアクチュエータへフィードバックループ

を閉じる「コントローラ」からなっている．近年システムの大規模化・複雑化に伴い，

この標準的な構成要素は進展しつつある計算機科学や情報技術とより深く関連を

持つようになりつつある．これまでは制御対象として主に物理モデルだけを考慮す

ることが多かったが，最近では論理動作などを含むシステムの制御が重要になり，

そのためのシステム表現として「ハイブリッドシステム」が活発に研究されるように

なってきている．またセンサとしては，従来は位置や角度などの比較的単純な物理

量を計るためのものが主であったが，視覚情報処理の進歩により，画像センサを

用いてより高次の情報を取得することも多くなってきている．これにより「視覚に基

づく制御」が可能となってきている．さらにコントローラの実装においても，単にディ

ジタル化だけでなく，ネットワークを介した上でリアルタイムにフィードバック制御を

実施する場合が増えている．コンピュータネットワークそのものを制御する問題も

含めて，この「ネットワーク型制御システム」に関する研究は急速に発展しつつある．

本講演では，このような情報科学分野との融合や関連を強く意識して，現在の

システム制御分野における研究の取り組みについて概観する．

長岡技術科学大学 特別講演会（機械系）

藤田藤田 政之政之 教授教授

平成17年 9月20日（火） 9：00～10：20

東京工業大学東京工業大学 大学院大学院 理工学研究科理工学研究科

機械制御システム専攻機械制御システム専攻
システム制御講座システム制御講座 知能ロボット分野知能ロボット分野

長岡技科大 マルチメディアシステムセンター

講演概要講演概要

問い合せ先 滑川徹（機械系） 0258-47-9767 toru@nagaokaut.ac.jp



FFP 191th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050916/050916_1.html[2015/04/28 13:45:32]

Fujita Family Party

September 16, 2005

第191回FFP

本日，4年生の院試の最終結果が発表されました． 

見事に３人とも東工大の大学院に進学できることになりました！

そのお祝いに，ジンギスカンの激戦区の中目黒で

ラム＆マトンに舌鼓を打つことになりました． 

藤田研OBの相樂さんとほっし～が駆けつけてくれました．

二次会はこちら

 

「ど～も，相樂です♪」  「準レギュラーのほっし～です☆」

 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050916/050916_2.html


FFP 191th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050916/050916_1.html[2015/04/28 13:45:32]

外で食べるの！？  
では，4年生おめでとう！

かんぱ～～～い！！

 

ラムとマトンは何が違うんですか？  
ラムは子羊で，マトンは成長した羊なんです

よ．

 

へぇ × ３  

F先生「ミモの携帯変わってるね．見せて

よ．」

ミモ「いいですよ．あ！待ち受けヤバ



FFP 191th
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い・・・」

 

こ，これは・・・！！！  
この写真についての苦情・お問い合わせは

ジャr 受け付けておりません．（本人談）

 

じゃあ，4年生に一言ずつ

抱負を言ってもらいましょう！
 

推薦で藤田研に合格したガチャ先生

「卒研がんばるぞ！」

 

倉林研に合格したつよぽん 藤田研に合格した山田君
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「オレも負けね～！！！」

ユウジ「あ，あつい・・・」

 「村尾さんに一生ついていきます！」

ミモ「ほんとに～？」

 

そんな賑やかFFPでした♪  
オレはさんざんだ・・・

二次会はこちらから・・・

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050916/050916_2.html
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Fujita Family Party

September 2, 2005

第190回FFP

本日，石川君と山田君の筆記試験通過記念 FFP が開かれました． 

今回はケーキではなく，

な，な，なんと，

「すいか」です!! 

石川つよぽん君の今後の抱負は，「卒論をがんばる!!」です．

山田君は，「卒論を"バリ"がんばる!!」です．

期待してますよ！

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

スイカ -watermelon-  つよぽんによる，スイカ入刀の儀式 (1/3)
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や，やまだ・・・!?  
秋田県産スイカを切り分ける

山田：「はやくはやく～」

 

2 人に抱負を言ってもらいましょうか!?  卒業研究に対する認識を高めます． (1/2)

 

いっただっきま～っす!!  
うまい!!

俺たちの目利きはよかったな!!
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吟味するガチャ先生 (1/4)  満足じゃ～
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International Workshop on
Assessment and Future Directions of Nonlinear Model Predictive Control

News 31.5: Informations on traveling/other things added under Infos+Travel 
News 14.5: Prelimniar program and review results are available 

Over the recent years significant progress in the field of nonlinear model predictive control
has be achieved. Considering these achievements the objective of this international
workshop is to bring together a diverse group of internationally well recognized  researchers 
and industrial practitioners in the area of nonlinear model predictive control (NMPC) and
moving horizon state estimation (MHE), to critically assess and discuss the current
status as well as future directions and needs.  Our goal  is that this symposium will lead
to an open and critical exchange of ideas and that the foundation for new research directions
and future international collaborations is laid, thus facilitating the practical and theoretical 
advancement of NMPC technologies.

The workshop will cover four main topical areas:

NMPC and MHE theory
Computationational aspects of NMPC and MHE
NMPC and MHE applications and application aspects
Future research directions.

In the spirit of the very successful predecessor workshop held in 1998 in Ascona,
Switzerland, the keynotes and main talks are given by invited speakers.  In addition to the
invited contributors there is room for a limited number of oral as well as poster contributions. 
Also we can  accommodate a limited number of non-contributing participants. The number of
participants is limited to allow plenty of time for discussion and debate, both formal and
informal.

The workshop will take place at the  Waldhotel Zollernblick which
is beautifully situated in the black forest region in Freudenstadt-
Lauterbad, Germany. Participants are expected to arrive on Friday,
August 26,  2005 in the afternoon. The workshop will end on
Tuesday 30, 2005 after breakfast. The participants will stay at the
hotel during the workshop and will have all meals there together.

After the workshop all contributors are invited to contribute a  chapter for a book volume in
the Springer Lecture Notes in Control and Information Sciences series. The
contributions will  be peer-reviewed and we expect the book volume to be published mid
2006.

Rolf Findeisen, Larry Biegler, Frank Allgöwer

 
Last modified 31 May. 2005  

 

http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/call.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/invited.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/program.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/venue.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/info.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/deadlines.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/abstractsubmission.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/reg.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/sponsors.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/contact.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/info.shtml
http://www.ist.uni-stuttgart.de/NMPC05/info.shtml
http://www.zollernblick-lauterbad.de/
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,4-40109-69-1194819-0,00.html
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ヒロさん来研

August 24, 2005

藤田研OB で, 現在は金沢工業大学の講師をされている

ヒロさん（河合宏之さん）が来研されました．

楽しいコーヒータイムを過ごしました．

おひさしぶりです． ヒロさん「はい．お土産．」
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金沢名物… うまうま．
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13th International Workshop on Dynamics & Control

May 22-26, 2005

13th International Workshop on Dynamics & Control が Wiesensteig （ドイツ）でおこなわれ，藤田先生が発表されました．
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Jaddu さん来研

August 22, 2005

北陸先端科学技術大学院大学時代の藤田研を卒業された Jaddu さんが来研されました．

いろんな方の若い頃のお話や Jaddu さんの家の話で盛り上がりました．

左の方が Jaddu さん みんなで記念撮影
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東京観光

August 19, 2005

8月5日（金）の特別講演のために東京へ訪問された Spong 先生と Hirche さんから写真が届きまし

た．

お台場へ観光に行きました W デートです

レインボーブリッジを背景に 水上バス 「ヒミコ」 にて
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夜は日本酒も飲みました Spong 夫妻

Hirche さんも一緒に 岡山で行われた学会にて

次ページ >>

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050819/050819_2.html
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院試打ち上げ BBQ

August 17, 2005

三平研の 4 年生院試お疲れ様バーベキューに参加しました．

4 年生のみなさんはこれで院試のことはパーッと忘れてしまって下さい．

青文字のコメントはマウスを載せると画像が変わります．

終わりました さあ準備だ
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某所で準備をしています
どうだったよ？

…そんなの聞くなよ
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ガタゴト… ビールビール～
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さてさて ファイヤー！！
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ああっ，火がぁ～！ 着火剤使おうよ
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今度こそファイヤー！ ファ，ファイヤーー！！
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んじゃ乾杯～ もう酔っぱらっちまったぜい
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肉肉～ うまうま
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じゅーじゅー 中浦先生改造計画進行中…なのか？
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野菜は人気がないのか！？ 犯人はこの中にいる…



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050817/050817.html[2015/04/28 13:45:55]

落ちた肉はどれだー！？ すっかり暗くなりました
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またやりたいね～ 飲んでるかーい？
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Fujita Family Party

August 16, 2005

第189回FFP

院試の口述試験で合格したガチャ先生による FFP です．

おめでとうガチャ！

これからは研究とかプライベートとか頑張って下さい．

某 F 研のモットーは 「体験を共有する」 らしいですよ．

合格を祝って下さい 今日はアイスの日
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で，抱負は？ え！？そ，そうですね～
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まさかそんなツッコミがくるとは… 土日は来ないようにします （笑
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Fujita Family Party

August 12, 2005

第188回FFP

見本君の誕生日 FFP が開かれました．おめでとうございます．

今年の抱負は「結婚する！（←反転）」だそうです．

期待してますよ！

また，昨年藤田研に留学していた Marc 君も参加してくれました．

彼はこの後日本中を回るそうです．

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

24 歳になりました！  日本に遊びに来ている Marc 君も参加
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会場は国○ホテルかなぁ？  えぇ～！マジで！？

 

ケーキその１ リコッタチーズケーキ(1/2)  つまみ食い？

 

今からケーキ入刀ですか！？  これはいけますねぇ～
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パクッ  お土産その１ from Germany (1/3)

 

ん～ very busy スケジュールだねぇ  Marc 先生によるドイツの地理講座
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SICE Annual Conference 2005
International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology

August 8-10, 2005, Okayama University, Okayama, JAPAN
Web site http://www.sice.or.jp/org/sice2005/

Top
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Welcome
Committee
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Registration
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  Advance Registration
Program
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  Final Program
Special & Plenary Lectures
Social Events
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SICE Week
Visa
Conference Site

Back to SICE HP

JSPS International meeting series
Sponsored by The Society of Instrument and Control Engineers (SICE)
Technically cosponsored by IEEE/IES, IEEE/RAS, IEEE/CSS, IEEE/SMC, The Instrumentation,
Systems, and Automation Society (ISA)
In cooperation with IEEE Japan Council, The Institute of Control, Automation and Systems Engineers,
Chinese Automatic Control Society, China Instrument Society, IFAC Japan Council, International
Measurement Confederation (IMEKO)

The SICE Annual Conference (SICE 2005 Okayama), an international conference on
instrumentation, control and information technology, will be held at Okayama
University, Okayama, Japan on August 8-10, 2005. Okayama city is at a crossroads
in the western part of Japan, 1 hour by super express train from Osaka or Hiroshima.
In recent SICE Annual Conferences, more than 1000 researchers have participated.
The conference covers a wide range of fields from measurement and control to
system analysis and design, from theory to application and from software to
hardware. Newly developed interdisciplinary ideas and concepts transferable from
one field to another are especially welcome.

The scope of the conference will cover but is not limited to:
Sensors and Transducers
Signal and/or Image Processing
Identification and Estimation
Opto-Electronic Measurement
Remote Sensing
Mass and Force Measurement
Temperature Measurement
Ultra-High Precision Measurement
Analytical Measurement
Standard of Measurement
Flow Measurement and Control

Multivariable Control
Nonlinear Control
Robust Control
Adaptive and Optimal Control
Intelligent Control
Computer Aided Design
Modeling, System Identification and Estimation
Process Control
Mechanical Systems Control
Guidance and Flight Control
Power Systems Control

System Theory and Engineering
Human-Machine Systems
Biological and Physiological Engineering
Intelligent Systems
Neural Networks
Autonomous Decentralized Systems
Discrete Event Systems

Mechatronics Systems
Robotic and Automation Systems
Virtual Reality Systems
Entertainment Systems
Micro and Nano Systems
Medical and Welfare Systems
Safety, Environmental, and Eco-Systems
Agricultural and Bio-Systems
Rescue Systems
Simulation of Large Systems
Network System Integration

Process Automation
Factory Automation
Laboratory Automation
Information Management Systems
Information Technology Applications
SCADA and Network Systems
Manufacturing Systems
Transportation Systems
Components and Devices

Emergent Technologies

Authors should submit an extended abstract of 800-1000 words in English, including
paper title, author names, addresses, affiliations, name of the presenter, postal mail
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and E-mail addresses of the corresponding author and telephone/facsimile numbers.
The extended abstract should clearly describe the salient concepts and novel features
of their work, including purpose and results, for a meaningful review by the
Technical Program Committee. Submitting instructions will be posted on the SICE
2005 website.

Important Dates :
Deadline for Proposal of Organized Session................February 1, 2005
Deadline for Submission of Extended Abstract..........February 28, 2005
Notification of Acceptance..............................................April 18, 2005
Deadline for Submission of Final Manuscript....................May 23, 2005

All accepted papers and posters must be written in English. For oral sessions,
presentations must be in English. Papers should be prepared according to the
guidelines on the SICE 2005 website. All conference participants, including authors
and session chairpersons, are expected to register for the conference and pay their
own travel expenses. Annual Conference Award: For outstanding papers presented
at the conference, International Award and Young Author's Award will be granted.
For selected young foreign researchers who have shown a potential to contribute to
the field of Instrument and Control Engineering, SICE International Scholarships
will be granted for the purpose of defraying some of the cost of travel to Japan to
present their papers.

Secretariat
The Society of Instrument and Control Engineers (SICE)
1-35-28-303, Hongo Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 JAPAN
Phone:+81-3-3814-4121 
Fax:+81-3-3814-4699
E-mail: sice2005@sice.or.jp
Web Site: http://www.sice.or.jp/org/sice2005/

mailto:sice2005@sice.or.jp
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富士登山

August 8-9,2005

8 月 8，9 日に富士登山に行ってきました．

藤田研からの 5 名に加えて OB の藤田(常)さん，星名さん，ドイツから来ている Marc 君と彼の友人

の坂井さんの総勢 9 名で登りました．

1 泊 2 日の余裕を持ったスケジュールのおかげか，特に大きなトラブルもなく全員無事に登りきる

ことができました．

そのときの様子の一部をご覧ください．

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

電車で富士山に向かいます 「富士山なんて余裕だろ」「な～」
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5 合目到着 結構寒い！ 装備を整えていざ！

登山直前の集合写真 みんな元気です！ 順調に登る

時には休憩しつつ まだまだ余裕だぜ～
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トラブルもなく 8 合目到着 今夜はここに泊まります

夜も明けぬうちに出発 やっと 9 合目 あと 1 合…

やったぞ！富士は日本一の山 寒さに耐え，御来光を待つ
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徐々に明るくなってきました 来ました！御来光！

御来光と共にその 1 (1/3) 絶景

頂上を回ります 頂上で朝ごはん とん汁 800 円
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さらに高みへ なんだあの坂… 日本最高点到達 やったぜ！

杖に焼印を押してもらいます これが頂上の焼印

下る前に 1 枚 足取りは重い…
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残雪を発見 もうだめだぁ～

なんとか無事下山 疲れました お疲れその 1 (1/3)
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東工大機械系21世紀COE講演会

August 5,2005

東工大機械系21世紀COE講演会が行われ，Mark W. Spong 教授と Sandra Hirche さんが講演されま

した．

お二人ともありがとうございました．

講演会のお知らせ 受付です

司会の藤田先生 Spong 先生の講演
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Hirche さんの講演 最後にみんなで集合写真
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口述試験終了＆内山さん来研

July 29,2005

大学院博士前期課程の口述試験が行われました．

また，IMV 株式会社の内山さんが打ち合わせに来られました．

今回はなんと料理の鉄人で有名な石鍋シェフが経営する QUEEN ALICE グループの

お菓子店 FRUIT FRUIT ALICE (フルフル・アリス) のゼリーをいただきました．

ありがとうございます．

内山さん参上です 箱には Yutaka Ishinabe の文字が

おぉー！ この容器はガラス製です
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それで試験はどうだったの～？ いや～やっちゃいました
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お台場の地ビール

July 27, 2005

システム制御講座のメンバーで飲み会がありました．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050722/050722.html[2015/04/28 13:46:07]

DD-Arm 台搬入

July 22,2005

新しく注文した DD-Arm の台が届きました．

その搬入風景です．

とうとう届きました さぁ運び出せ！

中浦先生も援軍に来てくださいました 天板を取り付け中



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050722/050722.html[2015/04/28 13:46:07]

そして DD-Arm を設置 じゃ～ん！完成です



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050713/050713.html[2015/04/28 13:46:09]

チェコのお土産

July 13,2005

IFAC に参加した村尾さんからお土産をいただきました．

村尾さん，ありがとうございます．

青色の部分はカーソルを重ねるか，クリックすると画像が変わります

さぁみんな，お土産だよ～ まずは全員にお菓子

さらに全員にポストカード 村尾さんの買ってきた本



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050713/050713.html[2015/04/28 13:46:09]

僕のいない間どうだった～？ いよいよお土産争奪戦です

こんなんいただきました～（クリック） 最後は写真鑑賞会



ffp 187st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050708/050708.html[2015/04/28 13:46:18]

Fujita Family Party

July 8, 2005

第187回FFP

今日，見本君 and 高嶋 P の歓迎 FFP が開かれました．

会場は広尾にある沖縄料理屋「花唄」です．

ここでは，沖縄の珍味が味わえます!!

青色の部分はクリックすると画像が変わります． 

おまけショットです．

 

今日の場所はコチラ!!

沖縄料理屋，花唄．

シーサーも歓迎!!

「ガルルゥ～．」

  

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050708/050708_2/050708_2.html


ffp 187st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050708/050708.html[2015/04/28 13:46:18]

飲み放題メニューはコチラ!!

泡盛には要注意．

それでは乾杯!!

Welcome ミモさん(左手前)タカさん(右奥)．

 

さぁ～どうぞどうぞ!!

最初の料理はコチラ!!

海ブドウ(上左)，レバーっぽい味(上右)

島らっきょ(中)，アロエ(下)

  

アロエをとるガチャ．なかなか難しいから注

意!! 高Pはアロエの皮を食べます．



ffp 187st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050708/050708.html[2015/04/28 13:46:18]

ガチャ：「来た来た来た～」

ガチャ：「タレにつけてっと・・・」

ガチャ：「アッチャ～」

高P：「スイカの皮みたい」

良い子は真似しないよう注意．

  

"うっちん茶"を飲む山田君．

このようになるので注意．

泡盛に挑戦!!水割りだが注意だ～!!

ミモ：「オラ，わくわくしてきたぞ!!」

  

つよぽん：「つよぽん，飲みます!!」

つよぽん：「ん!?」

つよぽん：「んまい～!!」

ミモ：「オレは強い!!」

ミモ：「オレには強い!!」

  



ffp 187st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050708/050708.html[2015/04/28 13:46:18]

オリエントビールに挑戦．

いい味です．

つよぽん：「んまい!!もう一杯!!」

唐辛子酒!!

これには注意だ～!!

  

変な人には注意!! 集合写真．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050707/050707.html[2015/04/28 13:46:19]

16th IFAC World Congress on Automatic Control

July. 4 - 8, 2005

16th IFAC World Congress on Automatic Control が Prague（チェコ）で開かれました．

藤田先生と村尾さんと OB の河合（康）さん，内山さんが参加されました．

 

今回の IFAC はチェコのプラハです． 時間のゆっくり進むすてきな街です．

 

足跡をたどると会場につきます． これが今回の会場です．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050707/050707.html[2015/04/28 13:46:19]

内山さんのポスターセッション． 河合（康）さんの発表．

 

村尾さんの発表．
村尾さんは Kelly さんにサインまでもらいま

した．

 

Sandra Hirche さんと Martin Buss 先生が Best

Poster Award を受賞されておりました．
そんな IFAC でした．次はソウルです．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050704/050704.html[2015/04/28 13:46:20]

みも登場

July 4, 2005

今日から M2 の見本さんが東工大メンバーとしてこちらで活動します．

これで金沢にいたメンバーが全員そろいました．

見本参上！ もちろんお土産持参です

これは何でしょう？ ふらんどーるのしあわせお菓子



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050704/050704.html[2015/04/28 13:46:20]

ほう，なかなか… 早速打ち合わせ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

学長杯争奪競技会

July 2, 2005

今日は 2 年生の講義 「創造設計第一」 の一環であるロボコンがありました．

藤田研は初めての参加です．

みんなそれぞれ個性あるロボットを作り，試合に臨んでいました．

途中のコメントでも，「この講義を通してモノ造りの楽しさが実感できた」 とあり，

とても充実したものになったのではないでしょうか．

また，この大会で IDC 出場者が決まりました．

http://www.official-robocon.com/jp/idc/idc2004/index.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

ロボコン - から騒ぎ - さて，準備だ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

フィールド組み立て中 トーナメント表作成中



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

会場設営はこんなものかな これが学長杯か～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

それでは頑張りましょう 凝ったオープニングムービー



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

ちゃんとテロップも 司会は小酒先生



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

小酒先生による競技説明 皆さん用意はいいですか～？



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

第 1 回戦の始まりです なかなか苦戦しています



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

試合終了！ ペアになった青と黄の勝利



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

毎回敗者に対してインタビューがあります よ～し，やったるぜ！



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

これを持ち上げて… ん？あれ？



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

終了！！ 負けちゃったよ～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

その間も裏方は戦場に… 中浦先生大活躍



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

トーナメントを張り替えてます いよいよ決勝戦



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

さすがに動きが違う！ がんばれ～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

ポイントを数える小酒先生 赤と黄が優勝したようです



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

清水先生からトロフィーが贈られます この大会で IDC 出場が決定した選手たち



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

さ～片付けるか お疲れ様です～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

アイスがうまい 打ち上げです



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

仕事の後の一杯はうまいっ！ 小酒先生も司会お疲れ様です



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050702/050702.html[2015/04/28 13:46:28]

清水先生もお疲れ様です ほんと疲れたよ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050701/050701.html[2015/04/28 13:46:29]

東工大機械系21世紀COE講演会

July 1, 2005

8月5日(金) に開催予定のセミナーをここでお知らせします．

講演者の Spong 教授は，数年前に一度東工大にいらっしゃったことがあるそうです．

皆さん，是非聞きにいらして下さい．

キャンパスマップはこちら

http://www.titech.ac.jp/access-and-campusmap/j/o-okayama-campusmap-j.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050701/050701.html[2015/04/28 13:46:29]



ffp 186st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050701/050701_2.html[2015/04/28 13:46:32]

Fujita Family Party

July 1, 2005

第186回FFP

今日は，東京での第 2 回目の誕生日 FFP が開かれました．

主役は 34 歳になられた中浦先生です．

そんな中浦先生の今年の抱負は，

「土日に海でダイブする」

です．

ゲストとして，物質化学専攻の瀬川先生が来られました．

青色の部分はクリックすると画像が変わります 

 

主役の中浦先生． オーケストラ友達の瀬川先生．



ffp 186st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050701/050701_2.html[2015/04/28 13:46:32]

  

大岡山にある CRESSON のケーキ． （うっひゃ～，うまそうだぁ～）

 

「抱負は？」

中浦先生：「土日に学校に来ない!!」

左の山田君：（ホントかな～？？？）

隣のガチャ先生：（いや～，中浦先生は来ら

れるでしょ～）

  

山田君，ケーキを取る． 満面の笑顔．



ffp 186st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050701/050701_2.html[2015/04/28 13:46:32]

  

「金曜，鍵を置いて帰って下さい!!」 それはいい考えですね～．

  

瀬川先生はダイブをされるそうです．

「中浦先生もダイブしたら？」と先生．
「村尾君に雑用は任せてさ～!!」

  

スケジュールを確認する瀬川先生．

（ダイブか～・・・）

こうして中浦先生の抱負は，

「土日にダイブする」となったのです．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050628/050628.html[2015/04/28 13:46:34]

内藤さんにお菓子をいただきました

June 28, 2005

OB の内藤さんが Buss 先生の記事のみならず，お菓子まで送ってくださいました．

ありがとうございます．

中身は何かな～？ その１ マンゴープリン

その２ 牛乳プリン その３ くず餅



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050628/050628.html[2015/04/28 13:46:34]

いただきま～す どうやって食べるのコレ？

ん～おいしいね～ 食べることに真剣です



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050627/001.jpg[2015/04/28 13:46:35]



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050622/050622.html[2015/04/28 13:46:36]

たかＰ登場

June 22, 2005

今日から M2 の高嶋さんが東工大メンバーとしてこちらで活動します．

こんにちは お土産いただき～

三作せんべいでした おいしくいただきました



ffp 185st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050615/050615.html[2015/04/28 13:46:40]

Fujita Family Party

June 16, 2005

第185回FFP

今日，松田君の歓迎 FFP が開かれました．

本日のゲストは，三平研の中浦先生，星名君，優佳ちゃんです．

実は，中浦先生改造計画が第一の目的だった・・・？

会場は渋谷にある「European Beer Cafe Biscafe」です．

ここは，ベルギービール専門店ってところセールスポイントだそうです．

青色の部分はクリックすると画像が変わります 

2 次会はコチラ

 

マツ（左）ガチャ（中）実は主役の中浦先生

（右）
渋谷，モヤイ像前で待ち合わせ．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050615/050615_2/050615_2.html


ffp 185st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050615/050615.html[2015/04/28 13:46:40]

  

優佳がゲストで登場．

明日も仕事です．
ほっしぃ～．

 

今日の会場，「European Beer Cafe Biscafe」 楽しみです．

  

階段を下りていきます． 店内はこんな感じ．



ffp 185st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050615/050615.html[2015/04/28 13:46:40]

  

ビールの種類．

まずは全員，左からチャレンジします．
オラ，わくわくしてきたぞ!!

  

テイスティング!!
次はギネスビール．

その奥には貝のビール蒸し．

  

本題に・・・!? ユウカさん，頼みましたよ♪



ffp 185st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050615/050615.html[2015/04/28 13:46:40]

  

わかりました．一肌ぬぎましょう!! 誓いの儀式．

  

仕事頼むよっ!! これで思う存分・・・．

  

院試について語る二人．
集合写真 その 1 ．

集合写真 その 2 ．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050613/050613.html[2015/04/28 13:46:42]

チョコレート

June 13, 2005

つよポンのご両親からチョコレートをいただきました．

ありがとうございます．

次回はぜひ藤田研にもお立ち寄り下さい．

どうぞ，食べて下さい ROYCE' だ～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050613/050613.html[2015/04/28 13:46:42]

虫歯に気をつけましょう



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050610/050610.html[2015/04/28 13:46:43]

Message for Professor Hanebeck

June 10, 2005

6/14 は University of Karlsruhe (カールスルーエ大学) の Hanebeck 教授の誕生日ということで，

藤田研からビデオメッセージを送りました．

みんなで歌ったりしました Congratulations !



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050608/050608.html[2015/04/28 13:46:45]

Thomasから贈り物

June 8, 2005

去年度まで藤田研に留学していた Thomas から修士論文が届きました．

一緒に送られてきたチョコレートをみんなで食べながら手紙を読みました．

とっても目立つ黄色い箱 こんなん出てきました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050608/050608.html[2015/04/28 13:46:45]

中身は… チョコレートですね



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050608/050608.html[2015/04/28 13:46:45]

論文も確かにいただきました 手紙とチョコレート



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050608/050608.html[2015/04/28 13:46:45]

論文には実験の動画なども 手紙を読むてるっち



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050607/050607.html[2015/04/28 13:46:46]

マツ登場

June 7, 2005

今日から M2 の松田さんが東工大メンバーとしてこちらで活動します．

夜行バスは眠れないです 富山土産



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050607/050607.html[2015/04/28 13:46:46]

これからよろしくお願いします まあ気楽にしたまえ



FFP 184th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050606/050606.html[2015/04/28 13:46:48]

Fujita Family Party

June 6, 2005

第184回FFP

東京で初めての誕生日 FFP は

22 才になったガチャ先生が主役でした．

そんなガチャ先生の今年の抱負は，

「FFS （Fujita Family Sports） を立ち上げる」

です．

頑張ってテニスコートをゲットだ！

ゲストとして三平研の中浦先生も招待した FFP でした．

22 才になりました なんと自由が丘のロール屋で購入



FFP 184th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050606/050606.html[2015/04/28 13:46:48]

お，おいしそう すげぇ本当に行ってきたんだ～

やるねぇ やっぱりあそこは山田が行くところです

ん？どういうことだ…？ うま～い



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050603/050603.html[2015/04/28 13:46:50]

内山さん来研

June 3, 2005

内山さんが研究打ち合わせに来られました．

今回はなんと有名な中目黒の JOHANN （ヨハン） のチーズケーキをいただきました．

ありがとうございます．

内山さん参上 ケーキいただきました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050603/050603.html[2015/04/28 13:46:50]

サワー風味のチーズケーキ つよポンによるケーキカットです



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050603/050603.html[2015/04/28 13:46:50]

内山さんのチョイスに感心 確かにいつもおいしい…



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050603/050603.html[2015/04/28 13:46:50]

第2弾はプレーンで ケーキカット第2弾



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050603/050603.html[2015/04/28 13:46:50]

先生のスルドイつっこみ やられた～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050601/050601.html[2015/04/28 13:46:53]

鈴木さん研究室見学

June 1, 2005

北海道大学学部生の鈴木さんがはるばる藤田研究室を見学しに来て下さいました．

進学先はまだまだ悩んでいるようですが，これから頑張って下さい．

初めまして やあやあよく来たねぇ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050601/050601.html[2015/04/28 13:46:53]

で，どうなんですか？ ではこちらの映像をご覧下さい



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050601/050601.html[2015/04/28 13:46:53]

ん？ これは衝撃ですな



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050601/050601.html[2015/04/28 13:46:53]

想像を遥かに超えていたわ… 藤田研の良さが伝わったでしょうか？



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

第 5 回 制御部門大会

May 24-27, 2005

仙台の市民会館で第 5 回 制御部門大会がおこなわれました．

画像の上にマウスポインタを置くと画像が変わります

仙台です ワークショップです



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

そして 1 日目 中浦先生のご発表



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

滑川先生も参加されました 向井さんの発表です



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

三平研の栖関さんも発表されました 部門賞を受賞された児島先生



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

パイオニア賞は浅井先生が受賞されました 浅井先生の記念講演



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

懇親会にて 東大の甲斐さんと名大の中島さん



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

懇親会の後… 牛タンを堪能しました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050524/050524.html[2015/04/28 13:46:58]

村尾さんの発表は最終日でした 最後に牛タンラーメンでおしまい



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520_2/050520.html[2015/04/28 13:46:59]

集合写真

May 20, 2005

藤田研究室で集合写真を撮りました．

カメラマンさんありがとうございました．

画像の上にマウスポインタを置くと画像が変わります

撮りま～す



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520/050520.html[2015/04/28 13:47:01]

M2 襲来

May 20, 2005

就職も無事に決まった M2 の皆さんが東京に移り住むため，

下見にやってきました．

夜には FFP も開かれました．

詳しくは FFP まで

お久しぶりです．松田です お土産も持ってきたんで

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/FFP/050520/050520.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520/050520.html[2015/04/28 13:47:01]

どうぞ食べてくださいよ やぁ，マツじゃないか！



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520/050520.html[2015/04/28 13:47:01]

あ，どうもどうも 部屋はもう決まりましたか？



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520/050520.html[2015/04/28 13:47:01]

はぁ，まあボチボチです この人がウワサの…



FFP 183th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520_3/050520.html[2015/04/28 13:47:04]

Fujita Family Party

May 20, 2005

第183回FFP

金沢に残っていた M2 の 3 人組が東京へやってきました．

皆さんアパートも無事に決まったようで，またこちらの研究室もにぎやかになりそうです．

今夜は揚げ物だ とりあえず乾杯～

どんどん揚げちゃえ～ ビールがうまいっ！



FFP 183th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520_3/050520.html[2015/04/28 13:47:04]

本日のゲスト，ほっしぃ もう 1 回乾杯だ～

ものすごく久しぶりな感じですね みもっちの勝ち

ビリヤードだっ！ ほっしぃが狙う！



FFP 183th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050520_3/050520.html[2015/04/28 13:47:04]

近い近い！ 絡まれるほっしぃ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050518/050518.html[2015/04/28 13:47:07]

ヒロさん来研

May 18, 2005

OB の河合さんが研究室に来られました．

藤田先生へ就任祝も贈ってくださいました．

OB の加賀谷さんも来られ，今日は千客万来でした．

青文字のコメントはマウスを載せると画像が変わります．

お土産いただきました 加賀谷さんにもいただきました



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050518/050518.html[2015/04/28 13:47:07]

ガチャが… 職場はどうですか？



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050518/050518.html[2015/04/28 13:47:07]

非常に楽しそうです ヒロさんから先生へお祝い



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050518/050518.html[2015/04/28 13:47:07]

また食べてるよ… またいつでもいらして下さいよ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050512/050512.html[2015/04/28 13:47:08]

堀川さん来研

May 12, 2005

堀川さんが研究打ち合わせに来られました．

ちょっと真面目なお話 ほほぉ～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050512/050512.html[2015/04/28 13:47:08]

ちょっと浮かれたお話 またまた～



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050509/050509.html[2015/04/28 13:47:09]

内藤さんから花届きました

May 9, 2005

OB の内藤さんから新藤田研旗揚げ祝として，なんと花が贈られました．

ありがとうございます．

内藤さんからの贈り物 テープカット



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050509/050509.html[2015/04/28 13:47:09]

綺麗なドライフラワー 内藤さんセンスいい！



FFP 182th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050428/050428.html[2015/04/28 13:47:11]

Fujita Family Party

April 28, 2005

第182回FFP

東京で初めての FFP 夜の部です．

新しいメンバーも入ってきたところで，

恒例のニックネームを決めることに．

はてさて…

行きますか 大岡山駅前

本日の会場 いらっしゃいまし～



FFP 182th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050428/050428.html[2015/04/28 13:47:11]

人数少ないな… それでは乾杯～

サーモンサーモン ぶりぶり

おっとっと 語る先生



FFP 182th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050428/050428.html[2015/04/28 13:47:11]

五十嵐君 （ガチャ） 石川君 （つよポン）

山田君 （テル） そんな 1 次会でした

2 次会はビリヤード 構えるガチャ



FFP 182th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050428/050428.html[2015/04/28 13:47:11]

それなりにサマになってます 夜の部，楽しんでいただけたでしょうか



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050425/050425.html[2015/04/28 13:47:13]

内山さん来研

April 25, 2005

IMV 株式会社の内山さんが研究打ち合わせに来られました．

金沢大学では定期的に行ってきたことが，こちらでも再開できるようになり，

藤田研もだいぶ落ち着いてきました．

東工大に変わってから初めてです いつもありがとうございます



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050425/050425.html[2015/04/28 13:47:13]

だいぶ落ち着いてきましたよ 本当にいつもお菓子食べてるなぁ…



FFP 181th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050421/050421.html[2015/04/28 13:47:16]

Fujita Family Party

April 21, 2005

第181回FFP

東京で初めての FFP がありました．

初めてということで，ケーキを奮発してみました．

石川県出身で有名な辻口さんがオーナーシェフの Mont St. Clair （モンサンクレール） という

自由が丘にあるお店のケーキです．

部屋も片付き，恒例の FFP も復活ということで，

いよいよ東工大藤田研も動き出します．

青文字のコメントはマウスを載せると画像が変わります．

コーヒーミル初体験 これから日常茶飯事になるであろう光景



FFP 181th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050421/050421.html[2015/04/28 13:47:16]

辻口シェフで有名な Mont St. Clair 当店人気のタルト・ポワール

早く食べましょう では，切らせていただきます

こっちも切っちゃえ～ パイ生地が大変なことに



FFP 181th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050421/050421.html[2015/04/28 13:47:16]

う，うまい… こいつはヤミツキになるぜ

コーヒーも久しぶり 次回が楽しみですね☆



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050414/050414.html[2015/04/28 13:47:18]

東工大引越し：東京編

April 14, 2005

先月，金沢から送られてきた荷物をちまちまと片付けています．

この日だけでは終わるわけもなく，

to be continued ということで．

これでもすごく片付いたほうです 絶望の中作業をする村尾さん



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050414/050414.html[2015/04/28 13:47:18]

とりあえず箱から出てるだけ とりあえず作業ができるだけ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050414/050414.html[2015/04/28 13:47:18]

ゴミは引越し関連のもので埋まってます エレベータも使いこなします



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050414/050414.html[2015/04/28 13:47:18]

台車も使いこなします 実験室です



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2005/050414/050414.html[2015/04/28 13:47:18]

汗と涙の結晶の一部が山積みに お疲れ様です！
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