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2020年 7月 12日 

 

2020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 藤野友和（福岡女子大学）   

実行委員長 山本義郎（東海大学）     

プログラム委員長 冨田 誠（横浜市立大学）   

 

 2020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。例年ですと，開催直前に第四報

をお届けしておりましたが，新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う対応を行う関係で，第四報を早

めにお届けし，開催直前に改めて第五報をお届けする予定となっております。本報では，今年度の連合

大会について新型コロナウイルス感染症感染防止対策を中心に簡潔にまとめ，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/2020/ 

 

に掲載しますので，どうぞご参照ください。新型コロナウイルス感染の拡大状況によっては，予定の急

な変更等も予想されますので，定期的にウェブページをご確認いただきますようお願いいたします。 

 なお，5月 11日（月）から 6月 3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 85件（企画セッション 22セッショ

ン），コンペティション講演 38件，一般講演 157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 281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. 新型コロナウイルス感染防止対策について 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い，感染防止対策を徹底するため，例年とは異なる大会の運営を行

ってまいります。主な対策は以下の通りです。より詳細な情報については第五報にてお知らせします。 

 

参加形態について 

現地での参加に加え、オンラインでもご参加・講演いただける環境を提供します。オンラインでの発表

の場合には、発表前日に接続環境テストを予定しております。なお、状況に応じて現地参加やオンライ

ン参加を適宜ご選択いただけるようにするため、参加費は現地参加・オンライン参加のいずれの場合で

も同額といたします。セッション会場ごとに定員を設け、定員を超える場合には現地でのオンライン聴

講をお願いすることといたします。会場では無線 LAN 環境を用意し、オンライン聴講可能な休憩室を

複数用意いたします。オンライン聴講の方からも質問を受けられるよう対応いたします。 
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受付の簡素化による受付の 3 密防止対策 

特に大会の初日やセッション開始直前には、受付に多くの参加者が集まりますが、そのような状況を避

けるため、今回は受付を大幅に簡素化いたします。現地会場での受付では、チェックイン機に QR コー

ドをかざしていただいて、報告集と名札ケースをお渡しするのみの対応を取らせていただきます。具体

的には以下のようになります。 

 Web やメールによる領収書発行 

 自動チェックイン機による参加確認 

 名札の事前作成の中止（手書きの名札のみの利用） 

 事前参加登録の呼びかけ強化 

 

セッション会場の 3 密防止対策 

 セッション会場の座席間隔を十分に取り、各会場に定員を設定する 

 セッション会場のドアは常時開放し、換気を十分に行う 

 マイクをはじめとするセッション会場で利用する備品の消毒をこまめに実施する 

 セッション会場の入り口にアルコール消毒液を設置する 

 

参加者への感染拡大防止対策の呼びかけ 

 マスクの着用 

 うがい手洗いの実施 

 会場における社会的距離の確保 

 体調不良時の現地参加の見合わせ依頼 

 

懇親会における対策 

 ビュッフェ形式の中止 

 座席間間隔の確保 

 

 

2. 日程など 

 

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

9 月 9 日（水）～12 日（土）：本大会 

富山国際会議場および富山県民会館（ただし富山県民会館は 9～10日のみ） 

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 

懇親会 9 月 10 日（木）18:30～20:30（予定）  富山電気ビルディング 

事前参加申込 8 月  7 日（金）13:00～ 8 月 28 日（金）17:00 
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3. 会場 

 9 月 8 日（火）のチュートリアルセッションと市民講演会は富山国際会議場，9 月 9 日（水）～12 日

（土）の本大会は，富山国際会議場および富山県民会館で行います。 

 

富山国際会議場：〒930-0084 富山県富山市大手町１−２ 

富山県民会館： 〒930-0006 富山県富山市新総曲輪４−１８ 

 

（1） 富山国際会議場は JR 富山駅から徒歩 15 分、市内電車（環状線）で 7 分、富山県民会館は

JR 富山駅から徒歩 10分、両会場は徒歩 5分の距離となります。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，両会場から徒歩数分の富山電気ビルで開催します。感染症対策のため、着席での

懇親会となり、定員 114名となりますので、申し込み先着にて締め切らせていただきます。

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。 

 

4. 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，

参加申込手続きが必要です。特に今回は新型コロナウイルス感染防止のため，受付における手続きの簡

素化を行いますので，例年以上に事前参加登録へのご協力をお願いいたします。 

 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（114 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。 

 

5. 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。 

 

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。今回はウェブ会議システムで開催されます。 
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日 時：2020年 9月 9日（水）16:00～18:00 

会 場：富山国際会議場 メインホール（A会場） 

座 長：椿 広計（統計数理研究所長） 

司 会：岩崎 学（統計関連学会連合理事長） 

講演者：ジョン・ブライアン・コーパス（John Brian Copas; ウォーリック大学 名誉教授） 

討論者：田栗 正隆（横浜市立大学 教授），逸見 昌之（統計数理研究所 准教授） 

 

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：2020年 9 月 8日（火）13:00～16:00（休憩時間を含む） 

会 場：富山国際会議場 メインホール（A会場） 

受付開始：12:30 

受付場所：富山国際会議場 受付ブース 

テ ー マ：機械学習の数理 100 問 - 統計学の使い方より，本質を見抜く力 - 

オーガナイザー：藤野友和（福岡女子大学） 

講 演 者：鈴木 譲（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。 

 

日  時：2020 年 9 月 8日（火）16:30～18:00 

会 場：富山国際会議場 メインホール（A会場） 

受付開始：16:00 

受付場所：富山国際会議場 受付ブース 

テ ー マ：RESAS:地域経済分析システムを活用した地域活性（仮） 

講 演 者：調整中 

 

9. 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 

9 月 9日（水）10:00～12:00 
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C会場 (03)日本計算機統計学会 企画セッション「生命科学・材料科学におけるデータサイエンス

の最前線」／川野 秀一(電気通信大学), 廣瀬 慧(九州大学) 

D会場 (04)“Information Criteria in Data Science” supported by JSAS and JSPS KAKENHI 

for JJSD ／ Yasumasa Matsuda（Tohoku Univ.） 

 

9 月 9日（水）13:00～15:00 

A会場 (02)医療におけるデータ駆動型科学（ヘルスデータサイエンス）の実践／手良向 聡(京都府

立医科大学), 山本 景一(和歌山県立医科大学) 

C会場 (07)スポーツデータサイエンス／酒折 文武(中央大学) 

D会場 (06)応用統計学会学会賞授賞式・受賞者講演／姫野 哲人(滋賀大学), 青木 敏(神戸大学) 

 

9 月 10日（木）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(東京大学), 加藤 愛太郎(東京大学), 矢

野 恵佑(統計数理研究所) 

C会場 (05) 確率過程の統計と YUIMAパッケージ／鎌谷 研吾(大阪大学) 

D会場 (10)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」／田栗 

正隆(横浜市立大学), 船渡川 伊久子(統計数理研究所), 伊藤 陽一(北海道大学病院) 

H会場 (11)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) 

 

9 月 10日（木）13:00～15:00 

A会場 (19) 日本計量生物学会シンポジウム「評価項目の大小関係に着目して治療効果を評価する

統計手法」／坂巻 顕太郎(横浜市立大学) 

C会場 (17) 人文学・社会科学分野におけるデータインフラストラクチャー -データカタログの整

備-／廣松 毅(日本学術振興会), 前田 幸男(日本学術振興会), 伊藤 伸介(日本学術振興

会) 

 

9 月 10日（木）15:30～17:30 

A会場 (20) 日本計量生物学会奨励賞受賞者講演および会員総会／安藤 友紀(医薬品医療機器総合

機構), 五所 正彦(筑波大学), 田栗 正隆(横浜市立大学), 山本 英晴(中外製薬) 

C会場 (18) 人文学・社会科学分野におけるデータインフラストラクチャー -データの保存と共有

-／廣松 毅(日本学術振興会), 前田 幸男(日本学術振興会), 伊藤 伸介(日本学術振興会) 

 

9 月 11日（金）10:00～12:00 

C会場 (09) 接合関数（コピュラ）の理論と応用／吉羽 要直(東京都立大学) 

D会場 (13) 公的統計におけるデータ補正と利活用の新展開／川崎 茂(日本大学), 山下 智志(統

計数理研究所), 伊藤 伸介(中央大学) 

 

9 月 11日（金）13:00～17:30 
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A会場 (22) 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／山下 智志(統計数理研

究所) 

 

9 月 11日（金）13:00～15:00 

B会場 (16) 日本分類学会企画セッション／栗原 考次(岡山大学), 冨田 誠(横浜市立大学) 

D会場 (14) 初中等から大学・社会人に至る数理・データサイエンス・AI 教育の実践的課題と展望

／竹内 光悦(実践女子大学), 藤井 良宜(宮崎大学), 渡辺 美智子(慶応義塾大学) 

 

9 月 11日（金）15:30～17:30 

C会場 (08) アクチュアリアル・サイエンスと統計科学／清水 泰隆(早稲田大学) 

 

9 月 12日（土）10:00～12:00 

B会場 (01) “Theory and Practice of Surveys” supported by JSPS KAKENHI for JJSD／西郷 

浩(早稲田大学) 

C会場 (15) 大規模データにおける匿名加工とプライバシー保護をめぐって／佐井 至道(岡山商科

大学), 星野 伸明(金沢大学), 伊藤 伸介(中央大学) 

 

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 2つの報告があります。ふるってご参加ください。 

 9月 11日（金）13:00～15:00  C会場(富山国際会議場 2F 多目的会議室 201/202) 

 

 

10.  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（水）～11日（金）に E会場（富山国際会議場 2F 会議室205/206）

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（土）12:05

から A会場（富山国際会議場 メインホール）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 


