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[18] 松浦高暁, 石田文彦, “拡張現実技術を用いた学習支援ツールの構築,” 平成 26 年度北陸地区学生に
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平成 24 年度北

陸地区学生による研究発表会講演論文集, p.114, 2013.3, 鯖江市.
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発,” 平成 22 年度北陸地区学生による研究発表会講演論文集, p.110, 2011.3, 富山市.
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[46] 清水崇司, 石田文彦, 村田哲, 阪口豊, “手操作運動に関わるサル AIP 野神経活動の情報量解析,” 電
子情報通信学会技術研究報告 NC2007-146, pp.203–208, 2008.3, 町田市.

[47] 志賀一雅, 石田文彦, 阪口豊, “アルファ波の同期現象,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 15
回 Sensing and Perception, pp.27–30, 2008.2, 調布市.

[48] 石田文彦, “二者間追跡運動課題における協調的振る舞い,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第
15 回 Sensing and Perception, pp.75–78, 2008.2, 調布市.
[49] 清水崇司, 石田文彦, 村田哲, 阪口豊, “視覚運動変換に関わる神経活動の情報量解析,” 電気通信大学
大学院 IS シンポジウム第 15 回 Sensing and Perception, pp.147–154, 2008.2, 調布市.

[50] 石田文彦, 高地康宏, 井手隼人, 沢田康次, “視覚情報の断続化が与える手動追従運動の先行性への影
響,” 第 20 回自律分散システム・シンポジウム, pp.311–314, 2008.1, 諏訪市.
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[51] 浦上大輔, 石田文彦, 高地康宏, 沢田康次, “追従運動における予測メカニズムとリズム,” 第 20 回自
律分散システム・シンポジウム, pp.314–318, 2008.1, 諏訪市.

[52] 浦上大輔, 石田文彦, 高地康宏, 沢田康次, “人の手による相互追従運動における先行制御,” 第 8 回計
測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 3I2-1, 2007.12, 広島市.

[53] 清水崇司, 石田文彦, 村田哲, 阪口豊, “手操作運動課題におけるサル AIP 野ニューロンの情報量解
析,” 電子情報通信学会技術研究報告 NC2007-25, pp.1–6, 2007.7, 京都市.

[54] 阪口豊, 清水崇司, 石田文彦, 村田哲, 池田思朗, “到達・把持運動における運動情報表現に関する情
報論的アプローチ,” 生理学研究所 Motor control 研究会, 2007.6, 岡崎市.

[55] 田口林太郎, 石田文彦, 阪口豊, “技能獲得過程の計算モデル,” 電子情報通信学会技術研究報告
NC2006-190, pp.23–28, 2007.3, 町田市.
[56] 清水崇司, 石田文彦, 阪口豊, “単一ニューロンのスパイク統計解析,” 電気通信大学大学院 IS シンポ
ジウム第 14 回 Sensing and Perception, pp.29–32, 2007.3, 調布市.

[57] 石田文彦, “神経回路構造が神経素子活動に与える影響,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 14
回 Sensing and Perception, pp.89–92, 2007.3, 調布市.

[58] 山本真献, 松村光司, 島井博行, 石田文彦, 阪口豊, “聴覚フィードバックによる運動学習の支援,” 電
気通信大学大学院 IS シンポジウム第 14 回 Sensing and Perception, pp.135–140, 2007.3, 調布市.

[59] 田口林太郎, 島井博行, 石田文彦, 阪口豊, “技能獲得過程の計算モデル,” 電気通信大学大学院 IS シ
ンポジウム第 14 回 Sensing and Perception, pp.141–146, 2007.3, 調布市.

[60] 加藤有一, 島井博行, 石田文彦, 阪口豊, “家庭用ロボットのためのナビゲーションアルゴリズムの研
究,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 14 回 Sensing and Perception, pp.151–154, 2007.3, 調
布市.

[61] 石田文彦, 阪口豊, “日常動作の筋活動シナジー解析,” 日本神経回路学会第 16 回全国大会論文集,
pp.144–145, 2006.9, 名古屋市.
[62] 柏手章宏, 石田文彦, 島井博行, 和田克己, 阪口豊, “打撃動作における関節スティフネスの能動的な
調節,” 電子情報通信学会技術研究報告 NC2005-162, Vol.105, No.659, pp.67–72, 2006.3, 町田市.

[63] 加藤有一, 阪口豊, 石田文彦, 島井博行, “地図を用いた家庭用ロボットのナビゲーション,” 電気通信
大学大学院 IS シンポジウム第 13 回 Sensing and Perception, pp.1–4, 2006.3, 調布市.

[64] 田口林太郎, 阪口豊, 島井博行, 石田文彦, “運動観察時の注視点の動き,” 電気通信大学大学院 IS シ
ンポジウム第 13 回 Sensing and Perception, pp.5–8, 2006.3, 調布市.

[65] 山本真献, 島井博行, 石田文彦, 阪口豊, “体の動きを音で表現する,” 電気通信大学大学院 IS シンポ
ジウム第 13 回 Sensing and Perception, pp.15–18, 2006.3, 調布市.

[66] 江守健太朗, 石田文彦, 島井博行, 阪口豊, “足音による個人識別,” 電気通信大学大学院 IS シンポジ
ウム第 13 回 Sensing and Perception, pp.19–22, 2006.3, 調布市.

[67] 安間光, 出澤正徳, 島井博行, 石田文彦, “動的錯視現象における錯視要因の抽出に関する研究,” 電気
通信大学大学院 IS シンポジウム第 13 回 Sensing and Perception, pp.27–30, 2006.3, 調布市.

[68] 石田文彦, “運動習熟過程の筋活動基底表現解析,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 13 回
Sensing and Perception, pp.77–80, 2006.3, 調布市.
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[69] 繁原大輔, 阪口豊, 石田文彦, 島井博行, “無線センサモジュールを用いた運動計測に関する研究ー
新たなスポーツデータ収集法の提案ー,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 13 回 Sensing and

Perception, pp.109–114, 2006.3, 調布市.
[70] 溝尾元洋, 石田文彦, 島井博行, 阪口豊, “多点眼電位に基づく眼球位置計測システム,” 電気通信大学
大学院 IS シンポジウム第 13 回 Sensing and Perception, pp.115–120, 2006.3, 調布市.

[71] 柏手章宏, 石田文彦, 島井博行, 和田克己, 阪口豊, “打撃動作における関節スティフネスの能動的な
調節,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 13 回 Sensing and Perception, pp.125–130, 2006.3,
調布市.

[72] 石田文彦, 唐津一行, 阪口豊, “時間スケーリングを含めた筋活動シナジーモデルとその抽出アルゴ
リズム,” 日本神経回路学会第 15 回全国大会論文集, pp.32–33, 2005.9, 鹿児島市.

[73] 繁原大輔, 阪口豊, 島井博行, 石田文彦, “センサデータ収集に向けた無線システムの構築,” 電気通信
大学大学院 IS シンポジウム第 12 回 Sensing and Perception, pp.1–4, 2005.2, 調布市.

[74] 柏手章宏, 阪口豊, 石田文彦, 島井博行, “運動課題による身体自由度の制御,” 電気通信大学大学院
IS シンポジウム第 12 回 Sensing and Perception, pp.9–10, 2005.2, 調布市.
[75] 溝尾元洋, 石田文彦, 島井博行, 阪口豊, “眼電位を用いた視線計測,” 電気通信大学大学院 IS シンポ
ジウム第 12 回 Sensing and Perception, pp.11–14, 2005.2, 調布市.

[76] 石田文彦, 唐津一行, “時間方向のスケーリングを許容する筋活動波形デコンポジションアルゴリズ
ム,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 12 回 Sensing and Perception, pp.47–52, 2005.2, 調
布市.

[77] 唐津一行, 石田文彦, 阪口豊, “シナジーの概念に基づく運動指令の情報表現に関する研究,” 電気通
信大学大学院 IS シンポジウム第 12 回 Sensing and Perception, pp.69–76, 2005.2, 調布市.

[78] 佐々木隆宏, 島井博行, 石田文彦, 阪口豊, “強化学習型タスクにおける人間の行動決定に関する研
究,” 電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 12 回 Sensing and Perception, pp.77–84, 2005.2, 調
布市.

[79] 佐藤未央, 島井博行, 石田文彦, 阪口豊, “ボールの投げ上げ運動を題材とした運動安定化の研究,” 電
気通信大学大学院 IS シンポジウム第 12 回 Sensing and Perception, pp.85–90, 2005.2, 調布市.

[80] 石田文彦, 唐津一行, 阪口豊, “最適シナジー数決定のためのデコンポジションアルゴリズムの拡張,”
日本神経回路学会第 14 回全国大会講演論文集, pp.58–59, 2004.9, 京都市.

[81] 高地康宏, 石田文彦, 沢田康次, “手動追従運動に対するターゲット弁別容易度の影響,” 電子情報通
信学会 2004 年総合大会講演論文集, p.305, 2004.3, 東京.

[82] 唐津一行, 石田文彦, 島井博行, 阪口豊, “運動指令パターンの NMF アルゴリズムによる解析,” 電気
通信大学大学院 IS シンポジウム第 11 回 Sensing and Perception, pp.1–6, 2004.2, 調布市.

[83] 佐々木隆宏, 島井博行, 石田文彦, 阪口豊, “強化学習エージェントと人間とのインタラクション,” 電
気通信大学大学院 IS シンポジウム第 11 回 Sensing and Perception, pp.7–10, 2004.2, 調布市.

[84] 石田文彦, 井口尚彦, “結合写像回路モデルにおける抑制性結合がおよぼす神経細胞活動への影響,”
電気通信大学大学院 IS シンポジウム第 11 回 Sensing and Perception, pp.95–102, 2004.2, 調布市.

[85] 高地康宏, 石田文彦, 沢田康次, “ターゲットに対する相対的アテンション強度が手動追従運動に与
える影響,” 日本神経回路学会第 13 回全国大会講演論文集, pp.60–61, 2003.9, 東京.
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[86] 井口尚彦, 阪口豊, 石田文彦, “終点分散最小軌道は生体ノイズ特性に依存する,” 日本神経回路学会
第 13 回全国大会講演論文集, pp.82–83, 2003.9, 東京.

[87] 石田文彦, 沢田康次, “人の感覚運動システムにおける先行制御の獲得アルゴリズム,” 日本神経回路
学会第 13 回全国大会講演論文集, pp.150–151, 2003.9, 東京.

[88] 井口尚彦, 阪口豊, 石田文彦, “パルス型細胞モデルに基づく signal dependent noise 発生機構の検
討,” 電子情報通信学会技術研究報告 NC2002-176, pp.25–30, 2003.3, 町田市.

[89] 内田一樹, 石田文彦, 阪口豊, “学習曲線の時間変化に着目した自己組織的強化学習アルゴリズム (2),”
電子情報通信学会技術研究報告 NC2002-234, pp.185–190, 2003.3, 町田市.

[90] 石田文彦, 沢田康次, “人の感覚運動システムにおける先行制御,” 電気通信大学大学院 IS シンポジ
ウム第 10 回 Sensing and Perception, pp.59–66, 2003.2, 調布市.

[91] 芳賀琢哉, 石田文彦, 金城光永, 佐藤茂雄, 中島康治, “量子化結合非単調ニューラルネットワーク
のハードウェア化設計とその閾値学習アルゴリズム,” 電子情報通信学会技術研究報告 NC2002-77,

pp.67–72, 2002.11, 北九州市.
[92] 石田文彦, 蔵本由紀, 沢田康次, “目標追従運動課題時の追従戦略の遷移に対する位相モデル,” 第 12
回日本神経回路学会全国大会論文集, pp.355–358, 2002.9, 鳥取市.

[93] 芳賀琢哉, 石田文彦, 金城光永, 佐藤茂雄, 中島康治, “非単調ニューロンにより構成されたボルツマ
ンマシンの統計力学的性質,” 電子情報通信学会技術研究報告 NLP2002-2, pp.7–12, 2002.5, 八戸市.

[94] 石田文彦, 沢田康次, “人の感覚運動系における先行制御,” 第 14 回自律分散システム・シンポジウ
ム資料, pp.297–302, 2002.1, 東京.

[95] 石田文彦, 沢田康次, “視覚目標追従時の手の先行運動,” 電子情報通信学会技術研究報告 NC2000-145,
pp.133–140, 2001.3, 町田市.
[96] 石田文彦, 早川美徳, 沢田康次, “ニューラルネットワークにおけるアトラクティブフィールドの学
習に関する研究,” 電子情報通信学会技術研究報告 NC2000-8, pp.57–64, 2000.5, 金沢市.

[97] 吉田篤, 石田文彦, 佐野雅己, “神経ネットワークにおける多細胞同時記録とその解析,” 電子情報通
信学会技術研究報告 NLP99-111, pp.1–8, 1999.11, 鳴瀬町（宮城）.

[98] 石田文彦, 早川美徳, 早川吉弘, 沢田康次, “シンボルダイナミクスの学習によるパターンダイナミク
スの記憶,” 電子情報通信学会技術研究報告 NC98-47, pp.33–39, 1998.11, 福岡市．

V

招待/特別講演

[1] 石田文彦, “運動先行性とその役割,” とやまロボット技術研究ネットワーク第 6 回ロボット研究セミ
ナー, 2010.2, 富山市.

[2] 石田文彦, “感覚運動システムの運動先行性,” 身体性情報学研究会・身体知機構研究会シンポジウ
ム, 2009.5, 東京.

VI

解説

[1] 沢田康次, 石田文彦, “予測と行為—主体的行為はいかにして可能か—,” 計測と制御, Vol.48, No.1,
pp.60–65, 2009.
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特許

[1] 阪口豊, 石田文彦, 島井博行, 溝尾元洋 “眼球位置計測方法及び眼球位置計測装置,” 特許第 4802329
号 (2011.8.19).

VIII

外部研究費の導入実績

[1] 平成 31 年度–平成 34 年度, 科学研究費補助金 (基盤研究 A): 全方位 3 次元測距とガンマイメージン
グを融合した俯瞰画像下線源可視化・定量法の開発, 研究分担者 (研究代表者:島添健次).

[2] 平成 29 年度, 公益財団法人富山第一銀行奨学財団第 34 回研究活動に対する助成: 眼電図信号を利
用した低負担高精度視線インターフェースの開発, 500(千円), 研究代表者.

[3] 平成 28–平成 30 年度, 日本学術振興会学術研究助成基金助成金 (基盤研究 C): 視覚運動系の 2 者間
実時間相互作用に関する最適化制御技術の確立, 3,500(千円), 研究代表者.

[4] 平成 25 年度, 富山県ひとづくり財団高等教育振興事業第 5 号助成: 利用者にとり負担の少ない視線
インターフェースの開発, 233(千円), 研究代表者.

[5] 平成 24 年度–平成 27 年度, 学術研究助成基金助成金 (基盤研究 C): 視覚運動系を題材にした 2 者間
実時間相互作用の最適化機構の解明, 4,100(千円), 研究代表者.

[6] 平成 22 年度, 富山第一銀行奨学財団研究助成: 脳情報表現に基づく動作予測に着目した筋電位イン
ターフェースの開発に関する研究, 500(千円), 研究代表者.

[7] 平成 21 年度–平成 25 年度, 科学研究費補助金 (新学術領域研究/研究領域提案型): 環境と神経モ
ジュールの相互作用による実時間運動指令創成のメカニズム, 研究分担者 (研究代表者:阪口豊/ 領
域名:ヘテロ複雑システムによるコミュニケーション理解のための神経機構の解明/ C01-G4 班).

[8] 平成 21 年度, 科学研究費補助金 (基盤研究 B): 身体運動の協調構造の抽出と運動補助システムへの
展開, 研究分担者 (研究代表者:阪口豊).

[9] 平成 20 年度–平成 22 年度, 科学研究費補助金 (基盤研究 C): 視覚運動系における二者間実時間相互
作用の制御機構の解明, 3,400(千円), 研究代表者.

[10] 平成 20 年度–平成 21 年度, 科学研究費補助金 (特定領域研究:身体・脳・環境の相互作用による適応
的運動機能の発現–移動知の構成論的理解–): 相互追従実験によるヒト-ヒト間協調的適応の最適化
の研究, 4,700(千円), 連携研究者 (研究代表者:沢田康次).

[11] 平成 19 年度, 科学研究費補助金 (特定領域研究:身体・脳・環境の相互作用による適応的運動機能の
発現–移動知の構成論的理解–): 先行制御による動的適応メカニズム, 8,600(千円), 研究分担者 (研
究代表者:沢田康次).

[12] 平成 18 年度–平成 19 年度, 科学研究費補助金 (若手研究 B)： 人の実時間情報処理機構解明に向け
た二者間視覚運動系相互作用に関する研究, 3,500(千円), 研究代表者.

[13] 平成 15 年度–平成 16 年度, 科学研究費補助金 (若手研究 B)： 人の目標追従運動における位置合わ
せとリズム合わせ制御間の遷移メカニズムの解明, 2,900(千円), 研究代表者.
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教育実績 (担当科目)

[1] 数学特講 II(富山高等専門学校第 4 学年), 令和元年度〜.
[2] 計測制御 (富山高等専門学校専攻科), 平成 27 年度〜.
[3] 知的信号処理特論 (富山高等専門学校専攻科), 平成 27 年度〜.
[4] ものづくり基礎工学実験 (富山高等専門学校第 1 学年), 平成 26 年度, 平成 29 年度〜.
[5] 計算機システム I(富山高等専門学校第 4 学年), 平成 26 年度〜.
[6] システム工学実験 I(富山高等専門学校第 3 学年), 平成 24 年度〜.
[7] 物理実験 (富山県立大学工学部第 1 学年), 平成 24 年度〜平成 26 年度.
[8] Basics of Electrical Engineering and Electric Control and Introduction of Researches(Asian Student Kosen Experience Program 2012), 平成 24 年度.
[9] プログラム概論 (電気情報工学)(富山高等専門学校第 3 学年), 平成 23 年度.
[10] 情報処理 (富山高等専門学校第 2 学年), 平成 23 年度〜.
[11] 情報処理 I(富山高等専門学校第 2 学年), 平成 22 年度.
[12] 電気工学実験 II(富山高等専門学校第 3 学年), 平成 21 年度〜平成 23 年度.
[13] 電気工学実験 III(富山高等専門学校第 3 学年), 平成 21 年度〜平成 23 年度.
[14] 情報工学 IV(富山高等専門学校第 5 学年), 平成 21 年度〜平成 25 年度.
[15] 情報メディアシステム学基礎 2(電気通信大学大学院修士向け科目), 平成 19〜20 年度.

X

教育実績 (その他)

[1] 大学院インターンシップ実習生担当教員 (電気通信大学/東京工業高等専門学校専攻科生), 平成 19
年度

XI

学会活動

[1] 平成 30 年度北陸地区学生による研究発表会, 庶務幹事.
[2] 平成 30 年度電気関係学会北陸支部連合大会実行委員.
[3] 平成 26 年度電気関係学会北陸支部連合大会, プログラム編集担当.
[4] 電子情報通信学会北陸支部, 支部委員, 平成 24 年〜平成 26 年.
[5] 17th Asian Symposium on Ecotechnology, Session Comittee Member(Technical session).
[6] 電子情報通信学会システム情報ソサイエティ身体性情報学研究会, 委員, 平成 21 年〜平成 25 年.
[7] 日本神経回路学会 2009 年度時限研究会身体知機構研究会, 世話人．
[8] 計測自動制御学会システム・情報部門自律分散システム部会, 委員, 平成 21 年〜平成 22 年.
[9] 2008 年度電子情報通信学会 HCG シンポジウム実行委員.
[10] 11th International Conference on Humans and Computer 2008, Network Committee.
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[11] 電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループ企画ワーキンググループ, メンバ, 平成
20 年.
[12] 電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループ特別企画ワーキンググループ, メンバ, 平
成 20 年.

[13] 日本神経回路学会 2008 年度時限研究会身体知機構研究会, 世話人．
[14] 電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーショングループ身体性情報学研究会, 幹事, 平成 19 年〜
平成 21 年.

[15] 10th International Conference on Humans and Computer 2007, Network Committee.
[16] 9th International Conference on Humans and Computer 2006, Network Committee.
[17] 東北大学電気通信研究所共同プロジェクト研究「コミュニケーションダイナミクス」(H17/B13) シ
ンポジウム「コミュニケーションダイナミクス」, (2006.3, 仙台市.) 研究会コーディネイト．

[18] 8th International Conference on Humans and Computer 2005, Network Committee

