
第 2回ワークショップ「脳科学と情報通信の融合をめざして」 

 
会期：2012 年 7 月 11～12 日 

場所：浜名湖ロイヤルホテル 

 
主催 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 

 第三種研究会 人間とＩＣＴの倫理を考える研究会 

共催 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 

 第二種研究会 先端医科学技術時限研究専門委員会 

 

◆趣旨  生命システムに学ぶ複雑制御の仕組みを情報通信ネットワーク技術に応用するための研究、

ヒトの脳の高次機能の理解によって、快活かつ効率的コミュニーションを促進するための研究、脳神

経科学を応用した高度なヒューマンケアを実現するための研究を通して、脳科学と情報通信の融合を

考える。 

 

◆プログラム 

 

7 月 11 日 

12:30-13:00 オープニング               柳田敏雄（阪大/NICT/理研） 

 

13:00-14:50  HHS(こころとこころをつなぐ技術)          大岩和弘（NICT）、大澤五住(阪大) 

13:00-13:05「Overview of the HHS Group and Introduction of the Speakers」 

                                   大岩和弘(NICT) 

13:05-13:30「Neural mechanism of emergent recognition: Creative role of neural 

 stochasticity」                      村田 勉(NICT) 

13:30-13:55「Dynamics in social behaviour and neural activity」        春野雅彦(NICT) 

13:55-14:20「Possible approaches to analyses of the visual system」   大澤五住(阪大) 

14:20-14:50 質疑および議論 

 

14:50-15:10 休憩 

 

15:10-17:00 BFI(脳学ぶ情報ネットワーク技術)      村田正幸(阪大)、下川哲也(NICT) 

15:10-15:30 「Overview of BFI Network project」                      村田正幸（阪大） 

15:30-16:00 「Comparison between brain networks and information networks」 

         ライプニッツ ケンジ（NICT) 

16:00-16:30 「Noise-assisted control in information networks」       若宮直紀（阪大） 

16:30-17:00 質疑および議論 

 

 

7 月 12 日 

9:00-10:50  BMI(こころを機械に伝える技術)        川人光男（ATR）、内藤栄一（NICT） 

9:00- 9:08 イントロダクション 

 「Introduction for BMI project」   川人光男（ATR） 

9:08-10:04 PI 発表 

 「Neurofeedback training changes inherent brain networks」 

      今水 寛（NICT/ATR) 



 「Neuromodualtion to improve human cognitive motor functions」 

        内藤栄一（NICT) 

 「Towards providing useful information to users at the best time and 

place by predicting internal state from brain activities」 

      山岸典子（ATR/NICT) 

 「BMI technologies for brain science and clinical application」 

        鈴木隆文(NICT) 

 「Pain coding and decoding」      Ben Seymour（NICT） 

  「Towards clinical applications of brain-machine interfaces using brain 

surface electrodes」       平田雅之（阪大） 

 「Research and development of retinal prosthesis」   神田寛行（阪大） 

10:04-10:20 若手研究者／学生 研究紹介・自己紹介     若手研究者／学生 

10:20-10:50 質疑および議論 

 

10:50-11:10 休憩 

 

11:10-13:00  高度脳計測基盤技術     吉岡芳親（阪大）、黄田育宏（NICT） 

  11:10-11-20「Improvement and development of brain imaging techniques」 吉岡芳親（阪大） 

  11:20-11:35「Estimation of brain energy consumption」         吉岡芳親（阪大） 

  11:35-11:40「350-channel MEG system」                 藤巻則夫（NICT） 

  11:40-11:55「Measurements of linguistic brain functions with MEG and fMRI」 

藤巻則夫（NICT） 

  11:55-12:10「The hierarchical Bayesian model for diffuse opticaltomography」 

                       山下宙人（ATR） 

  12:10-12:25「A new MRI contrast : Intra-voxel Phase Gradient」    劉 国相（NICT） 

  12:25-12:30 タイトル未定              小川誠二（NICT R&D アドバイザー） 

  12:30-13:00 質疑および議論 

 

13:00-13:05 クロージング                             益子信郎（NICT） 

 

◆使用言語 発表は原則英語、質疑応答は英語または日本語 

◆会場 浜名湖ロイヤルホテル（会場：2F ロイヤルホール）静岡県浜松市西区雄踏町山崎 4396-1 

http://www.daiwaresort.co.jp/hamanako/ TEL：053-592-2222 FAX：053-592-5522 

◆交通案内 JR東海道線 舞阪駅からタクシー約7分. JR舞阪駅北口からホテル無料バスあり. バス

収容人数 27 名（補助席含む）.  

バス時刻表（下線付きの便に乗ると初日のプログラム開始に間に合います）：JR 舞阪駅北口発ホテル

行き 11:30 および 12:00 に臨時便各 1台, 通常便 11:15・14:00・15:00・16:00. ホテル発 JR 舞

阪駅北口行き 臨時便 15:30 からピストン運行, 通常便 9:30・10:30・11:00・16:30. バス予約不

要. 

◆参加費 一般 6,500 円, 学生 3,000 円 

◆懇親会費 一般 3,000 円, 学生 1,000 円 


