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研究者  (5) 情報システム工学科

担 当 科 目 工業数学 / 生物情報学概論 / 生体情報工学 / 人間情報工学（大学院）
専 門 分 野 人間情報 / 生体情報

論文・報告

１．Majority rule using collaborative P300 by auditory stimulation, Journal of Advanced Computational 
Intelligence and Intelligent Informatics, 2017.
２．Decision by majority by thinking, Transactions of the Virtual Reality Society of Japan, 2017. 
３．Towards Ambulatory Brain-Computer Interfaces: A Pilot Study with P300 Signals, ACE2009.
４．Non-target photo images in oddball paradigm improve EEG-based personal identification rates, IEEE 
EMBS 2008.

著 書 脳波とライフログ研究の融合、ウエアラブル・エレクトロニクス - 通信・入力・電源・センサから材料開発、
応用事例、セキュリティまで－ 、分担執筆、2014．

所 属 学 会 電子情報通信学会 / 日本バーチャルリアリティ学会

学会委員等 電子情報通信学会ソサエティ論文誌編集委員会査読委員（2011-）/ 日本バーチャルリアリティ学会 VR 心理
学研究委員会幹事・委員長（2019-2014） ほか

受 賞 歴 映像情報メディア学会業績賞（2008）/ 映像情報メディア学会藤尾フロンティア賞（2008）/ 船井情報科学
奨励賞（2007）/ 日本バーチャルリアリティ学会学術奨励賞（2006）

現在の研究課題・概要
1. ブレインマシンインタフェース（BMI）の研究
　脳波によるコンピュータ操作、疲労状態推定など
2. 人間情報・生体情報を利用した新しい研究分野の創出
　機械学習・深層学習関連研究、VR心理学研究、バーチャルリアリティ技術との融合、看工連携など

共同研究キーワード
人間情報 / 生体情報 / 脳波・心電図など / ブレインマシンインタフェース / 機械学習 / 深層学習・ディープラーニング
/ 看工連携

情報システム工学講座

教　授

唐
とう

　山
やま

　英
ひで

　明
あき

（1971生）
博士 （理学）

大阪市立大学理学部物理学科卒（平 6）/ 大阪大学大学院理学研究科物理
学専攻修士課程修了（平 8）/ 大阪大学大学院理学研究科物理学専攻博士
課程修了（平成 11）/ 企業，大阪大学産業科学研究所，東京大学 IRT 研究
機構等を経て，富山県立大学工学部情報システム工学科准教授（平 21）/
東北大学電気通信研究所客員准教授（平 26-27）/ 富山県立大学工学部情報
システム工学科教授（平 28）/ 電子・情報工学科教授（平 29）

■経   歴

担 当 科 目 情報数学 / アルゴリズム・データ構造 / コンパイラ（他）
専 門 分 野 理論計算機科学 / プログラミング言語 / 自然計算

論文・報告

1．Nondeterminism and Parallelism in Biology and Formal Language Theory （学位論文） 
2．自然計算へのいざない（ナチュラルコンピューティングシリーズ第 0 巻）分担執筆　近代科学社（2015）
3．Word matrix rewriting systems, Fundamenta Informaticae 166 199-226 （2019） 
4．An extended Earley's algorithm for Petri net controlled grammars without λ rules and cyclic rules 

Theoretical Computer Science 448 Pages 66-79 （2012） 
5．Computing k-block morphisms by spiking neural P systems Fundamenta Informaticae 111 453-464 （2011）

著 書 1．細胞膜計算 近代科学社 （2018） 
2．Handbook on Membrane Computing, Chapter 21 Membrane Algorithms, Oxford University Press（2009）

所 属 学 会 電子情報通信学会 / 情報処理学会 /EATCS/ACM

学会委員等 電子情報通信学会北陸支部評議員（平 18.5 ～ 20.4）/ 同庶務幹事（平 20.5 ～ 21.4）/AMS（アメリカ数学会）
Mathematical Review 論文審査員（平 18.6 ～）

受  賞  歴 WMC 10 Special Prize（WMC 10 ルーマニアアカデミーなど共催 2009）
現在の研究課題
プログラミング言語などの基礎になっている形式言語の諸問題、特に制御付や並列の書き換えにより得られる能力の

向上を研究している。また、自然界に見られる計算現象から新しい計算原理を見出す自然計算の分野で、生物の細胞膜
の機能を抽象化した膜計算に取り組み、最適化問題に応用した、膜アルゴリズムを提唱した。それにより、巡回セール
スマン問題を解く上で高精度な解が得られるなど成果を得ている。
共同研究キーワード
アルゴリズム / プログラミング言語 / スケジューリング

情報システム工学講座

准教授
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（1955生）
理学博士

（京都大学・昭 58）

京都大学理学部卒業（昭 53.3）/ 京都大学大学院理学研究科博士後期課程
修了（昭 58.3）/ 富士通㈱国際情報社会科学研究所（昭 58.4 ～ 63.8）/ 中
京大学教養部講師（昭 63.9 ～平 2.3）/ 同情報科学部講師（平 2.4 ～ 5.9）/
同助教授（平 5.10 ～ 6.3）/ 富山県立大学工学部助教授（平 6.4 ～ 19.3）/
同大学准教授（平 19.4 ～　学校教育法改正による職名変更）

■経   歴


