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2019年 8月 14日 

 

2019年度統計関連学会連合大会のお知らせ（第四報） 

 

運営委員長 中川重和（岡山理科大学）   

実行委員長 竹村彰通（滋賀大学）     

プログラム委員長 桜井裕仁（大学入試センター） 

 
 2019 年度統計関連学会連合大会に関する最後のご案内として，「第四報」をお届けします。今年度の

大会は，統計関連学会連合に所属する 6学会の主催，滋賀大学の共催により開催する運びとなりました。

本報では，今年度の連合大会について簡潔にまとめ，皆様の便宜をはかりたいと思います。今後，詳細

プログラムや変更事項は，連合大会のウェブページ 

 

http://www.jfssa.jp/taikai/2019/ 

 

に掲載しますので，どうぞご参照ください。 

 なお，5月 13日（月）から 6月 5日（水）まで講演申込を受け付けました。おかげさまで，ソフトウ

ェア・デモンストレーションセッションを含む企画セッション講演 62件（企画セッション 16），コンペ

ティション講演 44件，一般講演 187件の申込がありました，また今年は，プレナリーセッション講演 1

件，特別企画セッション講演 12 件の提案もあり，全部で 306 件の講演を予定しています。多数のお申

込，誠にありがとうございました。 
 

 
1. 日程など 
 

開催日程・場所 9 月 8 日（日）：チュートリアルセッションと市民講演会  

9 月 9 日（月）～ 12 日（木）：本大会 

（いずれも滋賀大学・彦根キャンパス） 

主催 応用統計学会，日本計算機統計学会，日本計量生物学会， 

日本行動計量学会，日本統計学会，日本分類学会 

共催 滋賀大学 

懇親会 9 月 11 日（水）17:00 ～ 19:00  大津港発着の琵琶湖遊覧 

講演申込 5 月 13 日（月）11:00 ～ 6 月  5 日（水）17:00 

報告集原稿提出 6 月 12 日（水）11:00 ～ 6 月 28 日（金）17:00 

事前参加申込 7 月 16 日（火）13:00 ～ 8 月 19 日（月）17:00 
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2. 会場 
 9月 8日（日）のチュートリアルセッションと市民講演会，9月 9日（月）～12日（木）の本大会は，

すべて滋賀大学・彦根キャンパスで行います。 

 

滋賀大学・彦根キャンパス：〒522-8522 滋賀県彦根市馬場 1丁目 1-1 

 

（1） 滋賀大学・彦根キャンパスへのアクセスは，JR 西日本 琵琶湖線（東海道本線）「彦根駅」

からバスで約 10 分，または徒歩で約 25分です。「彦根駅」は東海道新幹線「米原駅」より

京都方面へ一駅です。新快速・普通が停車します。詳しくは，連合大会の「会場」ページ

をご参照ください。 

（2） 懇親会は，大津港発着の琵琶湖遊覧船を予定しています。なお，大津港までは，大会会場

より送迎バスを運行します。詳細は，連合大会の「会場」ページをご参照ください。 

（3） 盗難防止のため，貴重品は各自で管理願います。 

（4） 無線 LAN サービスは eduroamが利用可能です。 

（5） 展示・休憩エリアにて，お茶，お菓子をご用意しております。 

（6） 本大会期間中は，受付で配付する名札の着用にご協力をお願いします。 

（7） 許可されたもの以外の会場における録音および録画はできません。 

（8） 滋賀大学・彦根キャンパスはキャンパス内全面禁煙です。ご理解ご協力の程お願いします。 

（9） 連合大会参加者のための駐車スペースはありません。お車でのご来場はご遠慮ください。 

（10） JR 彦根駅前にはレンタサイクルの店があります。自転車で来場される場合は，彦根キャン

パス内の駐輪場をご利用ください。 

 
 
3. 参加申込 
 本大会，チュートリアルセッション，市民講演会，懇親会のいずれか 1 つ以上に参加する場合には，

招待者（一部の企画セッションの講演者，討論者等）を除き，参加申込手続きが必要です。特に，講演

申込をされた方々は，参加申込手続きもお忘れなきよう，よろしくお願いします。 

 なお，懇親会の参加申込は，事前参加申込の受付期間中でも最大収容人数（210 名）に達し次第締め

切りますので，早めにお済ませください。大会期間中の会場での参加申込は，収容人数に余裕がある場

合に限り，受け付ける予定です。懇親会の参加申込の可否は，連合大会のウェブページにてお知らせし

ます。 

 
 
4. 大会プログラム 
 プログラムおよび大会案内は連合大会ウェブページで公開し（8月中旬までに公開予定），各学会にも

お知らせします。ウェブページには HTML 版を用意します。プログラムは講演報告集にも掲載します。

各学会を通じての印刷物冊子配布は今年もありませんので，ご注意ください。 

 なお，講演者および共同発表者の所属は原則として講演申込時に入力されたものです。 
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5. 開会式 
下記の通り開会式を行います。多くの方々のご参加をお待ちしております。 

 

日 時：2019年 9月 9日（月）10:00～10:15 

会 場：滋賀大学・彦根キャンパス 大合併講義室（A会場） 

 

 

6. プレナリーセッション 
本セッションは，連合大会の国際化をさらに推進するため，世界的に著名な研究者を招聘しての講演

をプレナリーセッションとして企画するものです。なお，本セッションは，科学研究費補助金 国際情

報発信強化(B)の助成を受けて開催します。 

 
日 時：2019年 9月 9日（月）10:30～12:00 

会 場：滋賀大学・彦根キャンパス 大合併講義室（A会場） 

オーガナイザー：岩崎 学（統計関連学会連合大会組織委員長） 

座 長：松田 安昌（東北大学） 
講演者：Peter Brockwell（コロラド州立大学 名誉教授） 

講演タイトル：CARMA processes: properties, applications and inference 

討論者：荻原 哲平（東京大学），小池 祐太（東京大学） 

 

 

7. チュートリアルセッション 
 チュートリアルセッションのテーマは下記の通りです。本セッションの概要は，連合大会のウェブペ

ージ［プログラム：チュートリアルセッション＆市民講演会］に掲載しています。多くの方々のご参加

をお待ちしております。 
 

日  時：2019 年 9月 8日（日）13:00～16:00（休憩時間を含む） 

会 場：滋賀大学・彦根キャンパス 大合併講義室（A会場） 

受付開始：12:30 

受付場所：彦根キャンパス 校舎棟 第 2講義室 

テ ー マ：Selective Inferenceの理論と応用 

オーガナイザー：下平 英寿（京都大学） 

講 演 者：下平 英寿（京都大学），竹内 一郎（名古屋工業大学），寺田 吉壱（大阪大学） 

 

 

8. 市民講演会 
 市民講演会のテーマは下記の通りです。本講演会の概要は，連合大会のウェブページ［プログラム：

チュートリアルセッション＆市民講演会］に掲載しています。多くの方々のご参加をお待ちしておりま

す。参加費は無料です。 
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日  時：2019 年 9月 8日（日）16:30～18:00 

会 場：滋賀大学・彦根キャンパス 大合併講義室（A会場） 

受付開始：16:00 

受付場所：彦根キャンパス 校舎棟 第 2講義室 

テ ー マ：数字の主観と意味について 

講 演 者：岩田 健太郎（神戸大学） 

 
 
9. 特別企画セッション「産学連携によるデータサイエンス教育」 
滋賀大学は多数の企業と連携し，共同研究や人材育成を進めています。これらの連携について，まず，

企業側の担当者から企業におけるデータサイエンスに関わる業務推進，社内データサイエンティスト教

育の取り組み，企業側から見た大学に求める教育および研究など諸方面からのニーズを紹介して頂きま

す。そして，大学側からも教育面を中心とする企業連携の試みなどをパネルディスカッションとして議

論したいと思います。 

 

日 時：2019年 9月 10日（火）13:00～15:00（第 1部），15:30～17:30（第 2部） 

会 場：滋賀大学・彦根キャンパス 総合研究棟＜士魂商才館＞ セミナー室 I（H会場） 

オーガナイザー：竹村 彰通（実行委員長，滋賀大学） 

座 長：高柳 昌芳（滋賀大学）［第 1部］，岩山 幸治（滋賀大学）［第 2部］ 

ファシリテーター：加納 圭（滋賀大学）［第 2部］ 

 
 
10.  特別企画セッション「Transnational Data Science Education and Research」 
現在，データサイエンスの教育・研究領域は加速度的に国内・国外を問わず広がっており，対象とな

る問題も多様化が進んでいます。研究者においてもその活動の地が国を越えて展開されるようになって

おり，国内においても国際的な連携・協力が進行しています。このセッションでは，滋賀大学と関わる

講演者を招待して広い意味でのデータサイエンスの話題を議論したいと考えています。 

 

日 時：2019年 9月 11日（水）10:00～12:00（第 1部），13:00～15:00（第 2部） 

会 場：滋賀大学・彦根キャンパス 総合研究棟＜士魂商才館＞ セミナー室 I（H会場） 

オーガナイザー：竹村 彰通（実行委員長，滋賀大学） 

座 長：西出 亮（滋賀大学）［第 1部］，村松 千左子（滋賀大学）［第 2部］ 

 

 

11.  企画セッション，ソフトウェア・デモンストレーションセッション一覧 
 企画セッションとソフトウェア・デモンストレーションセッションを設けます。各セッションが配置

されている時間帯，会場，テーマとオーガナイザー氏名（所属）は以下の通りです。詳細プログラム，

講演者・講演タイトル等につきましては連合大会のウェブページに掲載します。 
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企画セッション名とオーガナイザー 

9月 9日（月）13:00～15:00 

A 会場 (03) 日本計量生物学会シンポジウム「疾患レジストリデータを活用する臨床試験デザイン

と統計解析法」／平川 晃弘（東京大），安藤 友紀（医薬品医療機器総合機構） 

 

9月 9日（月）15:30～17:30 

B会場 (04) 日本計量生物学会奨励賞受賞者講演／安藤 友紀（医薬品医療機器総合機構），五所 正

彦（筑波大），田栗 正隆（横浜市立大），山本 英晴（中外製薬（株）） 

C 会場 (11) 日本統計学会統計教育委員会企画セッション「新しい学びの時代の入学試験における

統計分野の現状と導入に向けて」／竹内 光悦（実践女子大），藤井 良宜（宮崎大），渡辺 美

智子（慶応義塾大） 

 

9月 10日（火）10:00～12:00 

A会場 (12) 地震ビッグデータ解析の最前線／長尾 大道（東京大），加藤 愛太郎（東京大），矢野 恵

佑（東京大） 

C 会場 (06) 統計数理研究所医療健康データ科学研究センター「医療統計学のフロンティア」／伊

藤 陽一（統計数理研究所），田栗 正隆（横浜市立大） 

 

9月 10日（火）13:00～15:00 

A会場 (01) 日本統計学会 会長講演，各賞授賞式および受賞者記念講演／西郷 浩（早稲田大） 

C会場 (13) 最適な動的治療レジメ推定のための統計的方法とその応用／大前 勝弘（京都大） 

 

9月 10日（火）15:30～17:30 

A会場 (01) 日本統計学会 会長講演，各賞授賞式および受賞者記念講演／西郷 浩（早稲田大） 

C会場 (14) 統計モデリングと機械学習で紐解く生命システムのダイナミクス／島村 徹平（名古屋

大），新井田 厚司（東京大），白石 友一（国立がん研究センター） 

 

9月 11日（水）10:00～12:00 

A会場 (08) 日本計算機統計学会 企画セッション「高次元データ解析における計算機・理論統計の

最新の展開」／廣瀬 慧（九州大） 

D会場 (02) 公的統計における指数作成方法の新しい展開／美添 泰人（青山学院大） 

 

9月 11日（水）13:00～15:00 

A会場 (09) 放射線リスク評価のための統計学／古川 恭治（久留米大），柳川 堯（久留米大） 
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9月 12日（木）10:00～12:00 

B会場 (07) 応用統計学会学会賞授賞式，受賞者講演／青木 敏（神戸大），姫野 哲人（滋賀大） 

D 会場 (10) 大規模データの利活用におけるプライバシー保護の展開／佐井 至道（岡山商科大），

星野 伸明（金沢大），伊藤 伸介（中央大） 

 

9月 12日（木）13:00～15:00 

C会場 (05) 応用統計学会企画セッション「関数データ解析」／二宮 嘉行（統計数理研究所） 

D会場 (15) ミクロデータの利用技術と EBPM／山下 智志（統計数理研究所） 

 

ソフトウェア・デモンストレーションセッション 

  下記の日時・会場で 3つの報告があります。ふるってご参加ください。 

 9月 9日（月）13:00～14:00  B会場（校舎棟 第 5講義室） 

 

 
12.  コンペティション 
 今年度も若手会員の質の高い研究・発表の奨励を目的としてコンペティションを実施します。コンペ

ティション講演セッションは，9月9日（月）～11日（水）に E会場（校舎棟 第15講義室）で行います。

発表時間は，PC接続および質疑応答を含めて20分です。なお，表彰式は9月12日（木）12:10から A会場

（大合併講義室）にて行います。詳細は，連合大会のウェブページ［プログラム：コンペティション講

演セッション］をご覧ください。 

 
以上 
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