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2011 年度統計関連学会連合大会について（第三報）
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2011 年度統計関連学会連合大会の第一報，第二報に続き，
「第三報」をお届けします．本報が本大会
に関する最後のご案内です．本報は連合大会について簡潔にまとめを行い，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/

に掲載いたしますので，どうぞご参照ください．
すでに５月９日（月）から６月３日（金）まで講演申し込みを受け付けいたしました．おかげさまで，
企画セッション講演 57 件（企画セッション 16），コンペティション講演 29 件，一般講演 213 件の申し
込みを頂きました．誠にありがとうございました．

１．大会日程
本大会に関する今後の日程は次の通りです．
大会開催日程： 2011 年９月４日（日）から７日（水）までの４日間
９月４日：チュートリアルセッションと市民講演会
（アクロス福岡 福岡市中央区）
９月５～７日：本大会（九州大学 伊都キャンパス センターゾーン２号館）
懇親会： ９月６日（火）18:00～：ビッグさんど食堂
（本大会会場に隣接した建物の B1 ビッグダイニング）
事前参加申し込み： ７月１９日（火）9:00～８月１９日（金）17:00
※ 原稿提出は７月１０日（日）17:00 に締め切りました．

２．会場
今回の連合大会は，初日の９月４日（日）を福岡市の中心地にあるアクロス福岡で，２日目から４日
目の９月５日（月）午前から７日（水）午後までを，本大会として九州大学 伊都キャンパスで行いま
す．
(1) 九州大学 伊都キャンパスへのアクセスは，ウェブページの「会場」欄をご参照下さい．最寄り
駅であるＪＲ九大学研都市駅からは無料専用バスを用意しております．
(2) アクロス福岡へのアクセスも，ウェブページの「会場」欄をご参照下さい．地下鉄天神駅の 16
番出口から直結しております．
(3) 本大会の会場は，伊都キャンパスのセンターゾーン２号館の９教室を使います．
センターゾーン２号館２階
受付：２２０１教室
企業展示：２２１５，２２１６教室
センターゾーン２号館３階
A 会場：２３０３教室

B 会場：２３０４教室

C 会場：２３０５教室

D 会場：２３０６教室

E 会場：２３０８教室
センターゾーン２号館４階
F 会場：２４０３教室

G 会場：２４０４教室

H 会場：２４０６教室

I 会場：２４０７教室

※ 震災特別企画セッション（９月５日（月）15:30 から）のみ稲盛財団記念館で行います．
(4) 保育室は，伊都キャンパス内に設けます．
(5) 懇親会は，６日（火）18 時より，本大会会場の隣の建物のビッグさんど食堂（B1 ビッグダイニ
ング）で行います．
(6) 閉会式は，７日（水）12 時 10 分よりＦ会場（2403 教室）で行います．

３．参加申し込み
大会に先立って，大会参加申し込みと懇親会の申し込みをウェブページの「申し込み」欄よりお手続
き下さい．申し込み期間は７月１９日（火）午前９時より８月１９日（金）午後５時までです．カード
決済と銀行振り込みがご利用いただけます．事前の申し込みは，当日受付に比べて大幅な割引がござい
ますので，ぜひご利用下さい．
大会参加費（講演報告集代を含む），チュートリアルセッション参加費（資料代を含む），懇親会参加
費とも，会員（共催 6 学会の学会員）
・学生（学会員，非会員を問わず）
・学生以外の非会員により参加
費が異なります．詳しくはウェブページの「大会詳細」をご覧下さい．市民講演会は無料です．ただし，
チュートリアルセッションについては，非会員の方は参加費と資料代が別料金となっております．
なお，非会員の招待者（企画セッション講演者，討論者等）の方を除き，すべての講演者（一般・企
画セッション・コンペティション講演を問わず）の方も参加申し込みのお手続きが必要です．お忘れな
きよう，よろしくお願いいたします．

４．保育室
今年度も保育室を開設します．
設置期間： ９月５日（月）～７日（水）（４日は設置しません）
設置時間： プログラム開始 30 分前から終了 30 分後まで
場所： 伊都キャンパス内
対象： 原則として，0 歳児から 6 歳児（小学校入学前）まで
保育者： 社会福祉法人「わらべ福祉会」所属の 2 名以上の職員
利用料金： １日 2,000 円
締め切り： ７月２５日（月）
申込先： 二宮嘉行（保育室委員） nino_at_imi.kyushu-u.ac.jp
（_at_ を @ にご変更ください）
ご利用をご希望になる方は，できるだけ早くメールにて上記までご連絡下さい．お問い合わせの際に
は，暫定の利用日時とお子様の年齢をご記入下さい．また，例年より早い締め切りとなっていますので，
ご注意ください．詳細な利用規定や正式の申込書・同意書については，後日お送りいたします．
その他，ご質問・ご要望がありましたら，上記メールアドレスにご連絡下さい．

５．大会プログラム
プログラムおよび大会案内は，参加申し込み開始前の 8 月上旬を目処にウェブページで公開いたしま
す．また同時に各学会にもお知らせいたします．ウェブページで公開しさらに PDF 版を用意いたします．
プログラムは講演報告集にも掲載します．事前に印刷物冊子は学会を通して配布いたしませんのでご注
意下さい．
なお，講演者および共同発表者の所属は講演申し込み時点のものです．

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は 2 つのテーマを用意いたしました．
日時： 2011 年９月４日（日）13:00～16:00
会場： アクロス福岡
受付開始： 12:30
テーマＡ：「ゲノム情報に基づく個別化医療へ：マルチオミックスデータと統計解析」
講演者： 井元 清哉（東京大）
会場： アクロス福岡 ４Ｆ 国際会議場
講演時間： 13:00～16:00
テーマＢ：「時空間統計学の理論と経済・脳信号データ分析への応用」
講演者： 松田 安昌（東北大），吉田 あつし（筑波大），三分一 史和（統数研）
会場： アクロス福岡 ７Ｆ 大会議室
講演時間： 13:00～16:00
２つの講演は同じ時間帯に開催されますので，どちらか一方のテーマをお選びください．なお，途中
でもう一方のテーマへ移動されても追加料金はかかりません．
事前参加受付は，ウェブページの「申し込み」欄から手続きができます（９月１９日（金）17:00 ま
で）．あらかじめ参加費を納めていただく場合は，割引が受けられます．学生には特に大幅な割引があ
ります．当日参加も受け付けます．当日受付の場合，参加費（資料代含む）は，会員（共催，協賛の 6
学会の会員）3,000 円，学生（会員・非会員を問わず）3,000 円です．学生以外の非会員は 6,000 円（参
加費 3,000 円，資料代 3,000 円）です．

７．市民講演会
今年の市民講演会では，以下のテーマで２名の先生方にご講演をお願いいたしました．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： 2011 年９月４日（日）16:30～18:00
会場： アクロス福岡４Ｆ 国際会議場
受付開始: 15:30
テーマ１：「若紫やさぶらう ― いま『源氏物語』をコンピュータで読む」
講演者： 村上 征勝（同志社大）
時間： 16:30～17:15
テーマ２：「新学習指導要領で目指すもの －統計の内容を中心に－」
講演者： 長尾 篤志（国立教育政策研）
時間： 17:15～18:00

８．企画セッション等一覧
震災特別企画セッションとソフトウェア・デモセッションを含めて 16 件の企画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は以下の通りです．詳細プ
ログラム，テーマのねらいや講演者・講演タイトル等につきましてはウェブページをご覧下さい．

企画セッション名とオーガナイザー
９月５日（月）10:00-12:00
Ｄ会場 欠測データ解析とその周辺： 狩野 裕（大阪大）
Ｇ会場 統計教育の充実とその評価に対する取り組み： 藤井 良宜（宮崎大）
Ｉ会場 日本計量生物学会シンポジウム「非劣性試験における統計学的課題」： 高橋 邦彦（国立
保健医療科学院)，服部 聡（久留米大）
９月５日（月）13:00～15:00
Ｄ会場 計算代数統計学の展開： 原 尚幸（新潟大），竹村 彰通（東京大）
Ｇ会場 ソフトウェア・デモセッション： 統計関連学会連合
Ｉ会場 日本計量生物学会奨励賞受賞者講演： 手良向 聡（京都大）
９月５日（月）15:30～18:00（予定）
Ｇ会場 Model Selection and Model Averaging ～ 最近の展開： 西山 慶彦（京都大）
稲盛財団記念館
震災特別セッション「大震災の科学的評価と人間行動」： 統計関連学会連合
※ 稲盛財団記念館は本会場を出ていただき，中央の通りの坂道を上って，５分ほど歩いていただきます．

９月６日（火）10:00～12:00
Ｄ会場 応用統計学会・日本リモートセンシング学会共同企画セッション 「リモートセンシング
データの統計的モデル化と解析」： 清水 邦夫（慶應義塾大），福田 徹（宇宙航空研究
開発機構）
Ｇ会場 日本統計学会会長講演： 岩崎 学（成蹊大）
Ｉ会場 日本分類学会 医学データの分類と判別： 栗原 考次 (岡山大)
９月６日（火）13:10～15:10
Ｄ会場 応用統計学会 環境・生態データのモデル化と解析：清水 邦夫（慶應義塾大）
Ｇ会場 日本統計学会各賞受賞者講演： 岩崎 学（成蹊大）
９月６日（火）15:30～17:30
Ｂ会場 統計学初級中級講座「統計的因果推論入門」： 岩崎 学（成蹊大）
Ｄ会場 応用統計学会 学会賞受賞者講演： 黒木 学（大阪大），永田 靖（早稲田大）
Ｉ会場 マルチオミックスデータ解析によるトランスレーショナルメディシンの統計的諸問題：
井元 清哉（東京大），山口 類（東京大），樋口 知之（統数研）

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）10:00～15:00 に B 会場と C 会場で行います．29 名と多数
の応募がありましたので，各発表を 15 分とさせていただきます．なお表彰式は懇親会会場にて，懇親
会開始時の９月６日（火）18:00 から執り行います．詳細はウェブページの「コンペセッションの概要
について」をご覧ください．
以上

