
2011 年度 理事会議事要録 
 

2011 年度 第 1 回 理事会（メール審議） 
期間：2011 年 4 月 6 日～19 日 

議題： 
1．2010 年度決算の承認など 

宮崎会計理事から「2010 年度の決算」

および「2011 年度予算案作成」に関して

以下の起案を理事 15人全員が承認した． 

2．応用統計学会優秀論文賞および奨励論

文賞 

黒木編集理事から「優秀論文賞および

奨励論文賞の選考」に関して以下の起

案があり，理事 15人全員が承認した． 

【優秀論文賞】 

38-6: Mixed Geographically Weighted 

Regression Kriging Model for Small 

Area Estimation, Sarpono Dimulyo, 

Satoshi Aoki 

【奨励論文賞】 

39-1: Variable Selection in Multivariate 

Linear Regression Models with Fewer 

Observations than the Dimension.  

*Mariko Yamamura ， Hirokazu 

Yanagihara and Muni S.Srivastava 

（*が受賞対象者） 

 

2011 年度 第 2 回 理事会（対面） 
日時：2011 年 5 月 20 日（金）18:00～21:00 

場所：統計数理研究所 八重洲分室 

出席：椿会長，渡辺副会長，栗木，清水，

永田，中西，宮崎，大西 各理事 

欠席：会田，鎌倉，黒木，鈴木，瀬尾， 

藤井，水田 各理事 

議題： 
1．2010 年度決算および 2011 年度予算案 

宮崎会計理事から 2010 年度決算およ

び 2011年度予算案について説明があり，

理事会によって了承された．また，「応

用統計学」に関してページチャージ制の

導入時期および印刷費低減などについ

て議論された． 

2．2010 年度事業報告および 2011 年度事

業計画 

大西庶務理事から 2010 年度企業報告

案および 2011 年度事業計画案が提示さ

れた．一部の内容を修正の上，理事会に

よって了承された． 

3．「応用統計学」の編集状況 

永田理事から特集号「学力試験データ

の統計解析」および一般の論文の編集状

況について報告があった． 

4．統計関連学会連合大会運営委員会から

の依頼 

統計関連学会連合大会運営委員会か

ら当学会に対して会員データ（氏名・所

属・連絡先）を提供してほしいとの依頼

があった．理事会で検討し，氏名・所属

のみを提供することに決定した． 

5．評議員の退会申請 

評議員のひとりから退会の申請があ

った．評議員の任期を 1 年残しているた

め，任期中の退会を慰留することに決定

した． 

6．その他 

(1) 清水理事から6月3日のチュートリ

アルに関して瀬尾理事によって順調

に準備が進められているとの報告が

あった． 

(2) 統計普及賞（仮称），統計功労賞（仮

称）などの学会賞の創設が検討された． 

(3) 対面理事会を 9 月の統計関連学会



連合大会期間中に行うことに決定した． 

 

2011 年度 第 3 回理事会（メール審議） 
期間：2011 年 5 月 26 日～31 日 

議題： 
1．長期会費滞納者などへの対応 

事務局の田澤氏からの起案により，長

期会費滞納者などの処遇を議論し，これ

らの会員の大会処理を理事全員が承認

した． 

2．「応用統計学」発行の経費削減策の提案 

永田編集理事から「応用統計学」発行

に関して，ページチャージの創設および

別刷りの有料化などの経費削減策が提

案され，評議員会および総会で審議する

ことを理事全員が承認した． 

 

2011 年度第 4 回 理事会（対面） 
日時：2011 年 9 月 5 日（月）12:00～13:30 

場所：九州大学 伊都キャンパス 

出席：椿会長，渡辺副会長，鎌倉，黒木，

清水，瀬尾，永田，中西，藤井， 

水田，大西 各理事 

欠席：会田，栗木，鈴木，宮崎 各理事 

議題： 
1．2012 年度年次大会の開催場所および 

期間 

日本計量生物学会に次のことを提案

することを決定した． 

(1)場所：統計数理研究所・大会議室 

(2)期間：2012年5月24日(木)～26日(土) 

2．2011 年度応用統計学会ワークショップ 

10 月 15 日(土)に大学入試センターと

共催するワークショップについて正式

名称を「2011 年度応用統計学会ワークシ

ョップ」とすることなどを決めた． 

3．「応用統計学」の編集状況および印刷費

削減 

黒木理事から次のことが報告された． 

(1)特集号（第 3 号）および一般の論文の

編集状況 

(2)J-Stageの IDとパスワードを学会費納

入の案内に同封する 

4．応用統計ワークショップの追加開催お

よびチュートリアル 

椿会長から 3 つの候補が提案された．  

5．他学会との協調 

周辺学会との協調を促進するために，

椿会長から「周辺学会員の応用統計学会

行事参加費を事前登録に限り会員並み

にする」などの提案があった． 

6．次期会長選挙の準備体制 

栗木理事が担当し，次期会長が 3 月末

までに決まるように日程を決めること

などを確認した． 

7．統計関連学会連合幹事の推薦 

黒木理事・宮崎理事・大西理事が推

薦された． 

8．その他 

椿会長から次の報告があった． 

(1)応用統計学会として大内賞の候補に

北川源四郎先生を推薦したこと 

(2)任期を残して退会を希望する評議委

員に関する対応 

 

2011 年度第 5 回理事会（メール審議） 
期間：2011 年 11 月 11 日～25 日 

議題： 
1．第 26 回国際計量生物学会議の共催依頼 

日本計量生物学会から第 26 回国際計

量生物学会議を共催することを依頼さ

れ，理事会としてこれを承認した．  



2．応用統計ワークショップ 

食品のリスク評価について 2012 年 1

月 17 日にワークショップを行うことを

理事会として承認した． 

 

2011 年度第 6 回理事会（メール審議） 
期間：2012 年 3 月 27 日～ 4 月 4 日 

議題： 
1．学会賞候補の承認 

応用統計学会の優秀論文賞と奨励論

文賞について，編集委員会が選出した以

下の候補を理事会として承認した： 

(1) 優秀論文賞 

「Tobit 型モデルによる日降水量の

統計的推測と降水デリバティブ評

価への応用」 松本章邦，原 尚幸，

野村和史，縄田和満（受賞者は著者

全員） 

(2) 奨励論文賞 

「Elastic Net 罰則によるルール・ア

ンサンブル法とその応用」 

 下川敏夫，辻光宏，後藤昌司（受

賞者は下川敏夫氏） 


