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2022年 8月 12日 

 

2022 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  飯塚誠也 （岡山大学） 

実行委員長  小森 理 （成蹊大学） 

プログラム委員長 黒田正博 （岡山理科大学） 

 
 2022年度統計関連学会連合大会開催案内「第四報」をお届けします。本大会におきましては先日の第

三報でご案内の内容を変更することなく，ハイブリッド形式で開催する予定です。また，プログラムも

大会ウェブページ上に公開されていますので，ご確認ください。大会ウェブページ： 

 

http://www.jfssa.jp/taikai/2022/ 

 

 なお，5月 10日（火）から 6月 1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 106 件（企画セッション 29 セッシ

ョン），コンペティション講演 35 件，一般講演 161件の申込がありました。また今年も，プレナリーセ

ッション講演 1件の提案もあり，全部で 303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。 

密を避けるため，本大会当日対面での参加申し込みはできませんので，ぜひとも，事前参加登録への

ご協力をお願いいたします。 

 なお，現在コロナ禍で感染拡大の状況が大きく変わっており，参加申し込み時に選択した参加方法（対

面参加，オンライン参加）の変更を希望される方は，大会ウェブページの「講演申込・原稿提出・参加

登録について」から「講演申込・報告集原稿提出参加登録はこちらから」に進み「Confit アカウントロ

グイン」からログインしてください。その後「各手続きの申込・訂正はこちら」に進み，画面右上にあ

りますご自身の名前の横の▼をクリックし「アカウント情報」に進んでいただくと，「参加方法」のとこ

ろで変更できます。変更後，「次へ」，「登録」と進んでいただくと修正できます。予稿集（講演報告集）

の発送は，事前参加申し込み締め切りの 8月 22日 17時時点でオンライン参加を選択されている方へ送

付いたしますので，変更される方はそれまでにお願いいたします。 

 

 

事前参加登録期間：6月 6日（月）13:00～ 8 月 22日（月）17:00 

 
 
1. 開催概要 
 
概要については以下の通りです。 
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開催日程・場所 9 月 4 日（日）：市民講演会とチュートリアルセッション 

9 月 5 日（月）～8 日（木）：本大会 

ハイブリッドにて実施 

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 

事前参加申込 6 月  6 日（月）13:00～ 8 月 22 日（月）17:00 

 

 

2. 会場 
 すべてのセッションについて Zoom 等を利用してハイブリッド形式で実施いたします。各セッション

へのアクセス方法につきましては、参加登録を完了された方に後日別途メールにてご案内いたします。 

 
3. 参加登録・発表・予稿集（講演報告集）について 
 本大会，チュートリアルセッション，市民講演会のいずれか 1つ以上に参加する場合には，参加申

込手続きが必要です。特に今回はハイブリッド開催のため，冊子のご自宅等へのお届け日程の都合上，

オンライン参加を選択し，事前参加申込（8月 22日 17時厳守）いただいた方には当日までに予稿集（講

演報告集）の冊子をお届けし，それ以降の通常参加申込の方には大会会期後に送付する予定としていま

す。どうぞ事前参加登録へのご協力をお願いいたします。現地参加を選択された方は，当日会場で予稿

集（講演報告集）をお渡しします。なお，予稿集（講演報告集）の PDFファイルにつきましては、オン

ラインでも提供いたします。 

 

 発表・接続テストについて： 
オンライン参加，対面参加いずれの場合でも，Zoomの画面共有機能を利用してパワーポイントあるい

は PDFファイルを共有して発表をしていただきます。 9 月 3 日（土） に接続テストを行います。詳

細については、後日，発表者の方へご登録いただいているメールアドレスにてご連絡申し上げる予定で

す。 
 
4. 大会プログラム 
 プログラムは連合大会ウェブページで公開しましたので各学会にもお知らせします。ウェブページに

は HTML 版を用意しました。プログラムは予稿集（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。 

 

5. プレナリーセッション 
プレナリーセッションの開催概要は下記の通りです。詳細については連合大会のウェブページ［プロ

グラム：セッション一覧＞プレナリーセッション（Plenary Session）］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。 
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日 時：2022年 9 月 5日（月）16:00～18:00 

会 場：5号館 102 (A会場） 

司 会： 樋口 知之（統計関連学会連合理事長） 

座 長： 椿 広計（統計数理研究所長） 

講演者： アーポ・ヒバリネン（ヘルシンキ大学 教授） 

討論者： 松田 孟留（理化学研究所 脳神経科学研究センター 統計数理研究ユニットリーダー） 

       森岡 博史（理化学研究所 革新知能統合研究センター 特別研究員） 

 

6. 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：セッション一覧＞チュートリアルセッション］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：2022 年 9月 4日（日）14:30～17:30(休憩時間を含む) 

会場：5号館 102 (A会場） 

入室開始：14:15 

テーマ：生態学における階層モデルの応用 

オーガナイザー：小森 理（成蹊大学） 

講演者：深谷  肇一（国立環境研究所） 

伊東 宏樹（森林総合研究所） 

 

7. 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［市民講演会に

ついて］に掲載しています。また，同ページから参加申込もいただけます。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。 
 

日時：2022 年 9月 4日（日）13:00～14:00 

会場：5号館 102 (A会場） 

入室開始：12:30 

テーマ： 世界は DSでできている～考える葦と多様性～ 

講演者： 小野 陽子（横浜市立大学，WiDS TOKYO@YCU アンバサダー） 

 

8. 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。 
 
企画セッション名とオーガナイザー 
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9月 5日（月）10:30～12:30 

A会場 (24) Society 5.0 の実現に向けた統計教育に関する動きと課題（竹内 光悦(実践女子大)，

藤井 良宜(宮崎大)，渡辺 美智子(立正大)） 

F会場 (09) 2022 JSS-KSS-CIPS Joint Session for Young Researchers（各務 和彦(名古屋市立

大)） 

H会場 (16) 非対称分布の理論と応用（吉羽 要直(東京都立大)） 

 

9月 5日（月）13:30～15:30 

A会場 (13) 深層生成モデルによる時系列モデリング（樋口 知之(中央大)，中村 和幸(明治大)） 

F会場 (10) 2022 JSS-KSS-CSA Joint Session (1): Computational Statistics（各務 和彦(名古

屋市立大)） 

H会場 (01) ソフトウェアデモンストレーションセッション（飯塚 誠也(岡山大)） 

 

9月 6日（火）10:00～12:00 

A会場 (27) 生存時間解析・イベントヒストリー分析（江村 剛志(久留米大，統計数理研究所)） 

F会場 (11) 2022 JSS-KSS-CSA Joint Session (2): Complex Data Analysis（各務 和彦(名古屋市

立大)） 

H会場 (23) 諸分野に向かう統計・数理・データ科学（林 邦好(京都女子大)，宮路 智行(京都大)，

中野 直人(明治大)） 

 

9月 6日（火）13:00～15:00 

A会場 (02) 日本統計学会各賞授賞式・日本統計学会各賞受賞者記念講演 (1)（大森 裕浩(東京大)） 

F会場 (12) 2022 JSS-KSS-CSA Joint Session (3): Machine Learning（各務 和彦(名古屋市立

大)） 

G会場 (28) 統計エキスパート人材育成 －多様な分野での統計活用へ（1）（中西 寛子(統計数理

研究所)） 

 

9月 6日（火）15:30～17:30 

A会場 (03) 日本統計学会各賞授賞式・日本統計学会各賞受賞者記念講演 (2)（大森 裕浩(東京大)） 

F会場 (15) JJSDセッション（各務 和彦(名古屋市立大)，菅澤 翔之助(東京大)） 

G会場 (29) 統計エキスパート人材育成 －多様な分野での統計活用へ (2)（中西 寛子(統計数理

研究所)） 

 

9月 7日（水）10:00～12:00 

A会場 (04) 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」（松井 

茂之(名古屋大)、伊藤 陽一(北海道大病院)、田栗 正隆(東京医科大)） 

F会場 (21) アジアの公的ミクロ統計の活用（馬場 康維(統計数理研究所)） 

H会場 (20) 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
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佑(統計数理研究所)） 

 

9月 7日（水）13:00～15:00 

A会場 (22) 日本計量生物学会 40周年記念シンポジウム「計量生物学の発展と今後の展開」（安藤 

友紀(医薬品医療機器総合機構)，川口 淳(佐賀大)，五所 正彦(筑波大)，長谷川 貴大(塩野

義製薬)，田栗 正隆(東京医科大)） 

F会場 (18) 応用統計学会学会賞受賞者講演（南 美穂子(慶應義塾大)，姫野 哲人(滋賀大)） 

H会場 (26) 日本計算機統計学会企画セッション「先進的な計算機環境と応用分野」（中村 永友(札

幌学院大)，兵頭 昌(神奈川大)） 

 

9月 7日（水）15:30～17:30 

A会場 (17) 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)，川口 淳

(佐賀大)，五所 正彦(筑波大)，田栗 正隆(東京医科大)，長谷川 貴大(塩野義製薬)） 

F会場 (05) 応用統計学会企画セッション「カーネル型推定の最近の発展」（前園 宜彦(中央大)） 

H会場 (19) 企業における統計学の実践と新たな展開（南 美穂子(慶應義塾大)，黒木 学(横浜国立

大)，廣瀬 慧(九州大)） 

 

9月 8日（木）10:00～12:00 

A会場 (14) 大規模データにおける匿名加工とプライバシー保護の新たな展開（佐井 至道(岡山商

科大)、星野 伸明(金沢大)、伊藤 伸介(中央大)） 

F会場 (06) 状態空間モデリング研究の展開（菅澤 翔之助(東京大)） 

H 会場 (07)「建設工事受注動態統計調査」問題を受けて －公的統計の改善に必要なものとは？

（肥後 雅博(東京大)） 

 

9月 8日（木）13:00～15:00 

A会場 (25) 公的統計ミクロデータ利活用の現状と課題（南 和宏(統計数理研究所)，伊藤 伸介(中

央大)，高部 勲(立正大)） 

H会場 (08) 「統計改革」の新地平（肥後 雅博(東京大)） 

 

 

ランチョンセミナー 

  お昼休みの下記の日時・会場で 1件の報告があります。ふるってご参加ください。 

 9月 7日（水）12:10～13:00  C会場 

 

デモンストレーションセッション 

  下記の日時・会場で 2の報告があります。ふるってご参加ください。 

 9月 5日（月）13:30～15:30  H会場 
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9.  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5日（月）～7日（水）に D会場（講演者は Zoom によるオンライン発

表のハイブリッド形式のセッション）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（受賞者発表）は9月8日（木）12:10から F会場（ハイブリッド形式のセッション）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：セッション一覧＞コンペティション講演］

をご覧ください。 

 
以上 
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