2006 年度統計関連学会連合大会のお知らせ
2006 年度連合大会企画委員会委員長
矢島美寛 (東京大学)
既にご案内のように 2006 年度統計関連学会連合大会は、応用統計学会、
日本計量生物学会、日本統計学会の主催および日本行動計量学会、日本
計算機統計学会、日本分類学会の協賛により、2006 年 9 月 5 日 (火) から
9 月 8 日 (金）までの日程で、仙台市東北大学川内キャンパスで開催され
ます。今回も皆様のご協力により大変充実した内容となりました。以下
項目に分けて説明いたします。ただし紙幅の関係で省略している点もあ
ります。全項目を通じて詳細な情報につきましては、連合大会用の Web
ページ

http://www.jfssa.jp/taikai/
をご覧下さい。
なおご質問のある方は、taikai2006@jfssa.jp までにご連絡願います。
1. 諸会費について
大会に関係する諸会費は以下のようになっています。
(i) 大会参加費（報告集，CD-ROM 代を含む）
(a) 当日受付
会員（主催・協賛の 6 学会の会員）
： 6,000 円
学生（会員・非会員を問わず）
： 3,000 円
学生以外の非会員： 10,000 円
(b) 事前申し込み
会員（主催・協賛の 6 学会の会員）
： 4,500 円
学生（会員・非会員を問わず）
： 1,500 円
学生以外の非会員： 9,500 円
(ii) チュートリアルセッション参加費（資料代を含む）
(a) 当日受付
会員（主催・協賛の 6 学会の会員）
： 3,000 円
学生（会員・非会員を問わず）
： 2,000 円
学生以外の非会員： 5,000 円
(b) 事前申し込み
会員（主催・協賛の 6 学会の会員）
： 2,000 円
学生（会員・非会員を問わず）
： 1,000 円
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学生以外の非会員： 4,000 円
(iii) 市民講演会： 無料
(iv) 懇親会
(a) 当日受付
一般： 7,000 円
学生： 6,000 円
(b) 事前申し込み
一般： 5,500 円
学生： 5,000 円
2. 研究報告の申し込み
研究報告は、
「一般講演」、
「企画セッション講演」、
「コンペティション
講演」からなります。申し込み方法はすべての講演に共通の事項と講演
ごとに異なる事項がありますのでご注意下さい。順を追って説明いたし
ます。
(i) すべての講演に共通する事項
研究報告をご希望の方は、上記 Web からお申し込み下さい。他の申し
込み方法はありません。
申込期間は
2006 年 5 月 1 日 (月) から 6 月 5 日 (月) まで
です。
(ii)「一般講演」に関わる事項
通常の研究報告は「一般講演」として各講演者がお申し込み下さい。そ
の際プログラム編成の参考に致しますので、最大 3 個までのキーワード
を選択願います。
(iii)「企画セッション講演」に関わる事項
オーガナイザが一括してお申し込み下さい。
(iv)「コンペティション講演」に関わる事項
今年度は事前審査を採用することにしました。その趣旨についてここ
では紙幅の関係で省略しますが、後日改めて説明いたします。講演希望
の方はまず「一般講演」としてお申し込み下さい。ただしキーワードの
ひとつとして「コンペティション」を必ず選択し、残り最大 2 個まで他の
キーワードを選択願います。事前審査をパスされた方には一般講演とコ
ンペティション講演の両方で同じ内容を 2 度講演いただきます。コンペ
ティション講演は、出来るだけ多くの方にお聴きいただけるようにする
ため、他の講演と重複しない時間帯に行います。事前審査の選に漏れた
方には一般講演でのみお話しいただきます。なお事前審査結果につきま
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しては、コンペティション講演者名簿を除き、すべて企画委員会限りの
情報と致します。参加資格等詳細は Web をご覧下さい。
3. 研究報告集用原稿の提出について
すべての講演に共通の事項と講演ごとに異なる事項がありますのでご
注意下さい。
(i) すべての講演に共通する事項
今大会は報告集用原稿を 1 頁とします。厳守をお願い致します。 より詳
細な論文を提出されたい方は、報告集用原稿とは別に最大 10 頁の論文を
お送り下さい。詳細論文は CD-ROM のみに収録し、大会当日参加者に配
布いたします。 詳細論文の提出は希望される方のみでかまいません。報
告集用原稿および詳細論文の執筆形式については上記 Web をご覧下さい。
提出方法としては、電子ファイルによる提出と紙原稿による提出を選
択できます。紙原稿の提出先は
106-8569 東京都南麻布 4-6-7
統計数理研究所 統計関連学会連合大会事務局
です。電子ファイルによる提出方法については、Web をご覧下さい。い
ずれの提出方法も、また報告集用原稿・詳細論文とも、締め切り日は
2006 年 7 月 3 日 (月)
です。厳守をお願い致します。
(ii)「一般講演」に関わる事項
各講演者が提出願います。
(iii)「企画セッション講演」に関わる事項
オーガナイザに一任しております。各講演者が提出するかあるいはオー
ガナイザが一括して提出するか、オーガナイザの指示に従って下さい。
(iv)「コンペティション講演」に関わる事項
まず、各講演希望者が一般講演と同じ方法で事務局に提出願います。さ
らに事前審査用に、事務局に提出されたのと同じ報告集用原稿、詳細論
文（こちらは任意です）を紙原稿あるいは電子ファイルで
113-0033 文京区本郷 7-3-1
東京大学経済学部 矢島美寛
yajima@e.u-tokyo.ac.jp
宛にお送り下さい。締め切り日は 2006 年 7 月 3 日 (月) です。
4. 企画セッションのご案内
企画セッションは 14 のテーマが行われます。テーマ名とオーガナイザ
はつぎの通りです。各テーマのねらい等については Web をご覧ください。

3

企画セッションの運営はオーガナイザに一任していますので、企画セッ
ションで講演される方は直接オーガナイザにお問い合わせ下さい。
1) テーマ:「 統計科学とマーケティング」
オーガナイザ:照井伸彦 (東北大学)
2) テーマ:「日本統計学会 75 周年記念講演」
オーガナイザ:山本拓（一橋大学）
3) テーマ:臨床試験における Adaptive design の活用
オーガナイザ:越水孝 (ヤンセンファーマ (株))、矢島勉 (持田製薬 (株))
4) テーマ:インターナショナルセッション 1(韓国と日本における標本調査)
オーガナイザ:Shin, D.W.(Ewha Univeristy)、Wang, J.(Chiba University)
5) テーマ:インターナショナルセッション 2(パネルデータ解析)
オーガナイザ:Shin, D.W.(Ewha Univeristy)、Wang, J.(Chiba University)
6) テーマ:統計データの可視化
オーガナイザ:中野純司（統計数理研究所)
7) テーマ:アレイデータ解析周辺に見る新しい視点
オーガナイザ: 井元清哉（東大医科学研究所)、樋口知之（統計数理研
究所）
8) テーマ:ファイナンスの計量経済分析
オーガナイザ:谷崎久志（神戸大学）、西山慶彦 (京都大学)
9) テーマ:統計行政の将来を考える
オーガナイザ:西郷浩（早稲田大学）
10) テーマ:統計教育ー統計的思考力育成に向けて
オーガナイザ:藤井良宜（宮崎大学）
11) テーマ:生体環境・リスク評価
オーガナイザ:広津千尋 (明星大学)
12) テーマ:計量生物学会奨励賞受賞者講演
オーガナイザ:上坂浩之（日本イーライリリー）
13) テーマ:生物統計学の社会的貢献:四半世紀の経験と今後の展望
オーガナイザ:上坂浩之（日本イーライリリー）
14) テーマ:人口センサスの方法転換問題
オーガナイザ:濱砂敬郎（九州大学）
5. チュートリアルセッションのご案内
チュートリアルセッションは 2 テーマをパラレルセッションで行います。
日時:2006 年 9 月 5 日 (火)13:30-16:30
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テーマ 1:「独立成分分析」
オーガナイザ:下平英寿 (東京工業大学)
講演者:村田昇 (早稲田大学理工学部)
テーマ 2:「Adaptive and flexible designs in clinical trials」
(日本語による講演)
オーガナイザ:上坂浩之 (日本イーライリリー)
講演者:小山達樹 (Vanderbilt University, School of Medicine)
6. 市民講演会のご案内
市民講演会は下記のテーマについて、お二人の方に講演していただき
ます。
日時:2006 年 9 月 5 日 (火)17:00-19:00
場所:大会会場
テーマ:「人口減少と少子高齢化の社会と経済ー統計データで読む 21 世紀
の日本ー」
講演者:
金子隆一（国立社会保障・人口問題研究所）
橘木俊詔 (京都大学大学院経済学研究科)
7. 大会実行委員会からのお知らせ
(i) 宿泊案内
東北大学生協がホテルの紹介・斡旋を行います。詳細は連合大会 Web
に掲載し、さらに大会プログラム送付時に紙媒体でも情報を提供する予
定です。
(ii) 講演者の方へ：利用可能設備について
会場では講演用のプロジェクタおよび OHP が利用可能です。プロジェ
クタをご利用の場合は昨年と同様、講演者の方には各自 PC をご持参いた
だくことを原則とさせていただきます。予備として Windows PC (Adobe
Reader 7.0.5、PowerPoint Viewer 2003 インストール済）を会場に用意し
ますが、適正表示をすべて保障するものではありません。
(iii) 保育室
会場に隣接する保育施設「東北大学川内けやき保育園」に委託します。
利用規定や申込み方法などの詳細は連合大会 Web に掲載いたします。
(iv) 懇親会
9 月 7 日（木）セッション終了後、大会会場に程近い 仙台国際センター
(http://www.sira.or.jp/icenter/index.html) にて懇親会を行いますので
是非ご参加ください。
(大会実行委員会委員長 佃良彦)
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8. 事務局からのお知らせ
昨年度より、参加申し込み・懇親会申し込みが事前に Web 上でできる
ようになりました。詳細は大会のホームページを参照下さい。事前申し
込みをして頂きますと割引になります。事前申し込みの方にも領収書は
お渡しします。皆様の申し込みをお待ちしています。
(事務局長 中西寛子)
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