
 

2022年度 通常総会議事録 

 

 表記の総会が，2022年5月12日（木）17時40分より東京都葛飾区東京理科大学葛飾キャンパス

図書館大ホールとオンライン（Zoom）のハイブリッドにて，富澤会長を議長として開催された．出

席者43名（内訳：現地25名，オンライン18名）に委任状により表決権を委任した者118名（議長

委任118名）を加え出席者は161名であることから，出席者が3月31日の正会員数422名の10分

の1以上となり，会則第15条により総会は成立した．以下の事項が報告・承認された． 

 

Ⅰ．応用統計学会2021年度 事業報告（2021.04.01～2022.03.31） 

 
１．概況 

 2021年度は，富澤貞男 会長・松浦正明 副会長と13名の理事，および中西寛子，永田靖の

両監事の体制で活動した． 
 財務状況は機関誌発行の遅れに伴い予定より少ない赤字であった． 
 2021年度中の会員の入会，退会状況は，入会者数21名（内訳：正会員10名，学生会員10
名，賛助会員 1 社），退会者数 31 名（内訳：正会員 27 名（物故者 1 名含），学生会員 3 名，

賛助会員1団体）であった．また，学生会員から正会員への変更は3名，正会員から名誉会員

への変更は3名，除籍者5名（内訳：正会員5名）であった．  
 この結果，会員数は 2021 年度末現在で 422 名である．内訳は正会員 400 名，学生会員 12
名，名誉会員10名である．また，賛助会員6社，機関・団体購読は29件である． 
正会員，学生会員と名誉会員を足した会員数の推移は次のとおりであり，会員増への方策の

検討が必要である． 
 

 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末 2020年度末 2021年度末 
会員数 521名 499名 451名 426名 432名 437名 422名 

 

２．総会の開催 

 2021 年5 月15 日（土）17 時40 分よりオンライン（Zoom）にて，富澤会長を議長として

開催された．出席者46名に委任状により表決権を委任した者45名（議長委任45名）を加え

出席者は91名であることから，出席者が3月31日の正会員数437名の10分の１以上となり，

会則第15条により総会は成立した． 
 

３．評議員会 
 本年度の定例評議員会は，新型コロナウイルス感染症の影響により，オンライン会議（Zoom） 
によって 2021 年 5 月 6 日（木）に開催した．出席者 23 名に委任状により表決権を委任した

者 6 名を加え出席者は 29 名となった．評議員現在数は 29 名であることから，出席者が過半

数を超え，会則第 24 条により評議員会は成立した．椿広計氏を議長に選出し，総会に付議す

る事項等の審議と報告などが行われた． 
 

４．理事会 



 

 新型コロナウイルス感染症の影響によりZoomによる理事会を7回（2021年4月，6月，8
月，10月，12月，2022年2月，3月）開催し，学会の運営に関する事項，会員の入退会に関

する事項，学会などの後援や協賛に関する事項について審議した． 
 

５．機関誌編集 
 「応用統計学」Vol.50のNo.1の1冊を発行した． 掲載原稿は4編（原著論文2，エッセイ

2）である．総ページ数の推移は次のとおりである． 
 

巻 43 44 45 46 47 48 49 50 平均 
総ページ数 57 187 122 176 128 104 162 52 123.5  
論文数* 10 3 11 8 5 5 11 4 7.1 

 
*掲載された記事の数（総合報告，研究論文，原著論文，覚え書き，事例研究，統計計算，フォー

ラム，研究ノート，エッセイ） 
 

６．応用統計学会論文賞の選考 

 「応用統計学」に掲載された論文から選考し，以下のように学会論文賞を 2021 年度年会の

学会賞表彰式にて授与した（*が受賞対象者）．また，受賞記念講演を9月の連合大会で開催さ

れた企画セッション内で実施した． 
優秀論文賞：松田孟留（東京大学） 
競技かるたの決まり字に関する統計的解析, 49(1), 1–11. 

奨励論文賞：*石井晶（東京理科大学），矢田和善（筑波大学）, 青嶋誠（筑波大学） 
単一強スパイク固有値モデルにおける高次元平均ベクトルの2標本検定, 49（3）, 109–125. 

 
７．年会 

 2021年度年会を2021年5月15日にオンライン（Zoom）で開催した． 
5 月 14 日に日本計量生物学会主催による「因果探索」をテーマとしたチュートリアルセミ

ナーにおいて，清水昌平氏（滋賀大学データサイエンス学系, 理化学研究所革新知能統合研究

センター）「統計的因果探索の基礎」，前田高志ニコラス氏（理化学研究所革新知能統合研究セ

ンター）「未観測共通原因が存在するときの因果グラフ推定」，井元佑介氏（京都大学高等研究

院）「LiNGAM モデルに基づく遺伝子制御ネットワーク推定」の 3 講演が行われた．参加者

は延べ 321 名（日本計量生物学会：会員 169 名，非会員 29 名，学生 54 名，応用統計学会：

会員45名，非会員5名，学生19名）であった． 
年会では，一般講演9件，特別講演2件，学生セッション8件，ポスターセッション8件の

発表が行われた．学生セッションの中から最優秀発表賞1名と優秀発表賞2名を選出し，ポス

ターセッションの中から優秀ポスター発表賞2名を選出した（*が受賞対象者）． 
最優秀発表賞 
*奥田忠久，吉川剛平，川野秀一（電気通信大学） 

スパース部分的最小二乗回帰に基づく因果媒介分析 
優秀発表賞 
*清水康希，橋口博樹（東京理科大学） 
 特異・非特異のウィシャート行列に関する最大固有値分布の統一的表現 
*原田魁成，寒河江雅彦，山口裕通（金沢大学） 
非負値行列因子分解を用いた COVID-19 流行前後における石川県内滞在者の生活行動

変容分析 



 

優秀ポスター発表賞 
*中川智之（東京理科大学），渡邉弘己（大分県立看護科学大学），兵頭昌（神奈川大学） 
ユークリッド距離に基づく判別分析の変数選択について 

*石原拓磨（岐阜大学），山本紘司（横浜市立大学） 
複数の二値および連続変数を主要評価項目とする臨床試験における検定手法 

参加者は延べ115名（会員64名，非会員14名，学生36名，日本計量生物学会員1名）で

あった． 
 参加者数の推移は次のとおりである． 
 

 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年 2020年 2021年 
参加者数 106名 64名 71名 55名 43名 66名 中止 115名 

 
８．フロンティアセミナーの開催 

 応用統計学会は，2022年で40周年を迎え，これを記念して応用統計学フロンティアセミナ

ー「応用統計学の過去，現在そして未来へ」を主催：応用統計学会，共催：統計数理研究所，

後援：一般財団法人 日本統計協会，統計関連学会連合，一般社団法人 日本品質管理学会で

2022 年 1 月 29 日（土）にオンライン（Zoom）開催した．参加者数は 163 名（会員 60 名，

非会員76名，学生27名）であった．講演は以下のとおりである． 
永田 靖 氏（早稲田大学） 
 「多重比較法の基礎」 
樋口 知之 氏（中央大学） 
 「帰納と演繹の融合：データ同化と深層学習」 
岩崎 学 氏（統計数理研究所） 
 「今こそ考える「因果」と「相関」」 
椿 広計 氏（統計数理研究所） 
 「統計エキスパート育成事業開始に当たって～アメリカの統計家とデータサイエンティスト 
 育成から学ぶべきこと～」 
 

９．統計関連学会連合大会 
 統計関連学会連合大会を2021 年9 月5 日～9 日にオンライン開催した（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）．  
 参加者数は延べ 1,402 名（チュートリアル参加者数 384 名，市民講演会参加者数 207 名，

本大会参加者数811名）であった．本学会の企画セッションとして，応用統計学会学会賞受賞

者講演（オーガナイザー：姫野哲人（滋賀大），南美穂子（慶應義塾大））と，応用統計学会企

画セッション「統計的因果効果推定の近年の進展：異質性を中心に」（オーガナイザー：星野

崇宏（慶應義塾大・理化学研究所））を行った． 
 大会参加者総数とチュートリアルセミナー参加者の推移は次のとおりである． 
 
 

年         度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
大         会 835名 836名 1,275名 1,114名 1,448名 1,402名 
チュートリアルセミナー 252名 170名 143名 143名 335名 384名 
※ 2021年の数字は統計関連学会連合のウェブページでの報告 

 



 

 
１０．関連学会等との後援・協賛事業 

 合計6件（後援4件，協賛2件） 
 今年度に後援・協賛した行事は次のとおり． 
・ IASC-ARS The 11th Conference of the IASC-ARS（後援） 
・ 日本TRIZ協会 第17回日本TRIZシンポジウム2021（協賛） 
・ 慶應義塾大学SFC研究所 第13回データビジネス創造コンテスト（後援） 
・ 電子情報通信学会 第24回情報論的学習理論ワークショップ (IBIS2021) （協賛） 
・ 慶応義塾大学SFC研究所 第14回データビジネス創造コンテスト（後援） 
・ 横浜市立大学 第4回WiDS Tokyo@Yokohama City University（後援） 

 
１１．関連学会等への協力と協調 

 以下の各連合組織に当学会より担当する理事又は特別任務を担当する学会員を指名し，各委

員会に出席するなど協調を行った． 
(1) 統計関連学会連合  
理事会（理事：富澤貞男 会長，松浦正明 副会長） 
事業委員会（中西寛子 監事，青木敏 会員，生亀清貴 理事，藤井良宜 会員） 

(2) 統計関連学会連合大会 
2021年度大会 
 組織委員会（富澤貞男 会長，松浦正明 副会長） 
 プログラム委員会（前園宜彦 理事，山本紘司 理事），運営委員会（中川智之 会員） 

(3) 一般社団法人 日本計量生物学会 
2021年度日本計量生物学会年会を後援，チュートリアルセミナーを共同主催 

(4) 横断型基幹科学技術研究団体連合 
2021年度 代議員（松浦正明 副会長） 

(5) 統計教育連携ネットワーク 
連携学会として参加 

(6) リスク研究ネットワーク 
機関メンバーとして参加 

(7) 統計検定（一般財団法人 統計質保証推進協会） 
協賛学会として協力 

(8) 一般社団法人 データサイエンティスト協会 
特別会員として協力 

 
１２．ホームページおよびメーリングリストの充実 

 ホームページをリニューアル及び逐次更新し，学会員への情報公開を円滑にした．また，メ

ーリングリストによる情報公開を行った．  
 

１３．情報誌 
 学会員の情報交換や意見交換になる情報誌「応用統計学会 information」のNo.2とNo.3を

学会ホームページ上に掲載した． 
 

１４．名誉会員 

2021年度の名誉会員については，公募の結果，清水邦夫氏が名誉会員となった．2022年度

の名誉会員についても，2021年度中に公募を行った． 



 

 
１５．会費滞納者への対応 

 長期会費未納者に対して，除籍処分を行った． 
 

 その他の事業については応用統計学会のホームページをご覧下さい． 
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ᖺᨭฟ㻌䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉㻌እ㒊ጤク㈝䠄㻞㻣㻢㻘㻝㻢㻥䠅䛻ሙ⏝ᩱ䛺䛹䛾ㅖ⤒㈝䜢ຍ⟬䛧䛶⟬ฟ
䝏䝳䞊䝖䝸䜰䝹ᨭฟ㻌䞉䞉䞉䞉㻌㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠄䜸䞁䝷䜲䞁㛤ദ䠅䛾ᐇ⦼䛻ሙ⏝ᩱ䛺䛹䛾ㅖ⤒㈝䜢ຍ⟬䛧䛶⟬ฟ
䝣䝻䞁䝔䜱䜰䝉䝭䝘䞊ᨭฟ㻌䞉䞉䞉䞉㻌㻞㻜㻞㻝ᖺᗘ䠄䜸䞁䝷䜲䞁㛤ദ䠅䛾ᐇ⦼䛻ሙ⏝ᩱ䛺䛹䛾ㅖ⤒㈝䜢ຍ⟬䛧䛶⟬ฟ
ᗈሗ㈝㻌䞉䞉䞉䞉㻌㐣ཤ㻟ᖺ㛫䠄ᗈሗ㈝䛾㡯┠䛿㻠ᖺ๓䛛䜙䠅䛾ᐇ⦼䛻ᇶ䛵䛝㻜䛷⟬ฟ
䞉䠏䠊⟶⌮㈝㻌䞉䞉䞉䞉㻌㐣ཤ㻟ᖺ㛫䛾ᖹᆒ䛻ᇶ䛵䛝⟬ฟ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㑅ᣲ㈝䛿๓ᅇ㑅ᣲ䛜䛒䛳䛯㻞㻜㻞㻜ᖺᗘᐇ⦼䛻ᇶ䛵䛝⟬ฟ
䞉䠐䠊ᙺဨ᪑㈝⿵ຓ㻌䞉䞉䞉䞉㻌䝁䝻䝘㐣䛾≧ἣ䜢㋃䜎䛘㏻ᖖ䛾ண⟬㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜䛾༙㢠䛷⟬ฟ
䞉䠑䠊㛵㐃Ꮫ༠ㄪᴗ㈝㻌䞉䞉䞉䞉㻌⤫ィ㛵㐃Ꮫ㐃ྜᖺ㈝㻞㻜㻘㻜㻜㻜䠈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᶓ᩿ᆺᇶᖿ⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ᅋయ㐃ྜᖺ㈝㻡㻜㻘㻜㻜㻜䛸䠈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㐃ྜ䛾⏬䝉䝑䝅䝵䞁䛾ண⟬㻡㻜㻘㻜㻜㻜䛷⟬ฟ
䞉䠒䠊Ꮫ㈹㻌䞉䞉䞉䞉㻌ඃ⚽ㄽᩥ㈹䠄㻟㻜㻘㻜㻜㻜䠅䠈ዡບㄽᩥ㈹䠄㻝㻜㻘㻜㻜㻜䠅䠈ྡဨド䠈㈹≧䠈ド᭩䝣䜷䝹䝎➼
䞉䠓䠊ㅰ㔠㻌䞉䞉䞉䞉㻌䝣䝻䞁䝔䜱䜰䝉䝭䝘䞊ㅮ₇⪅䜈䛾ㅰ㔠
䞉䠔䠊䛂Ꮫ䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛃ᨵಟ㈝䞉䞉䞉䞉㻌እ㒊ጤクᴗ⪅䛾ぢ✚䜚䛻ᇶ䛵䛝⟬ฟ



 

Ϭ㸬Ꮫ㈹ࡢሗ࿌ 

 
➨㸯ḟ㑅⪃㸪➨㸰ḟ㑅⪃ࡢ⤖ᯝ㸪௨ୗࡢㄽᩥࡀ㑅ฟࡓࡉ㸬 

 

ඃ⚽ㄽᩥ㈹㸸 

 ཷ㈹⪅㎡㏥ࡓࡢヱᙜ⪅ࡋ࡞ 

 

ዡບㄽᩥ㈹㸸 
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⏝ᛂࡢࡑᅇᖐศᯒἲࢪࣜࣝࢿከኚ㔞࣮ࢬ࣡ࢱࢫࣛࢡࠕ  ࠖ

ᕝୖ⿱㸦ඹⴭ⪅㸸㯮ᮌ Ꮫ㸧 

 



             VIɿ໌༬ճҽਬڏ 
 
 ࢱ  ົי
 
ਬપཀྵ༟ʁ 
ɾ2006-2007೧ౕͶ෯ࣆճༀ৮ͳ͢ͱɾ2004-2005೧ౕͶָܯ౹༼ͺɾԢࢱົי

ճௗɾ2008-2009೧ౕͶճௗɾ2010-2011೧ౕͶໃॶཀྵࣆɾ2012-2013೧ౕͶࣆɾͨ
͢ͱ 2018-2019೧ౕͶࣆΝແΌΔΗɾຌָճఴͶਜྙ͠Ηͪɿיࢱͺɾ1980
೧Ͷช෨౹਼ܯཀྵڂݜॶڂݜҽɾ1985೧͖ΔԟָͶۊແ͠Ηɾ༑ΗͪڂݜΝΊ
͝ΔΗΖͳͳͶɾଡ͚ंڂݜΝү͢ͱ͞ΔΗͪɿיࢱͺɾਫ਼ଚؔੵͶ͕͜Ζ
ɾԲ಼Ͷ͕͜ΖਕҒਬఈͶؖڂݜմੵܯ౹ɾιϱεϱήυʖνڂݜմੵ๑ܯ౹
ͤΖڂݜɾηϛʖςυʖνմੵɾؔۯυʖνͳ֒ࡄ౹ܯϠυϩڂݜΝৼͶɾཀྵ
ͳԢ༽ྈͶΚͪΕ༹ʓ͵౹ָܯڂݜͶॊ͢ࣆͱ͞ΔΗɾ਼ଡ͚ชΝන͠
ΗͪɿԢ༽౹ܯܔͶਜ͚͢ͱ͞ΔΗͪɿ 
 ͞ΗΔۂͺಝජͤ΄͘Ͳ͍ΕɾԢ༽౹ָܯճ໌༬ճҽͶम͏͚ͪͫॉ͵ཀྵ
༟͍͗ΖͳஇͲ͘ΖͪΌɾ͞͞ͶਬપͤΖͲ͍Ζɿ 



ᛂ⏝⤫ィᏛ 

 

VII㸬㛗࣭㛗࣭ホ㆟ဨ㑅ᣲ⤖ᯝሗ࿌ 

 

ᢞ⚊⥾ษ᪥㸸2022ᖺ 3 ᭶ 23᪥ 

㛤⚊᪥㸸2022 ᖺ 3᭶ 25 ᪥ 

 

㸯㸬2022Ѹ2023 ᖺᗘࡢ㛗࣭㛗㑅ᣲ⤖ᯝ 

 

㛗               ℩ᑿ 㝯 

㛗             Ώ㎶ ⨾ᬛᏊ 

 

 

㸰㸬ホ㆟ဨ㑅ᣲ⤖ᯝ㸦28ྡ㸧 

 

ᆅ༊௦⾲ホ㆟ဨ 

᪥ᮏ࣭㛵ᮾ   Ỉ⏣ ṇᘯ㸪   ጧ ⯆㉳ 

༡㛵ᮾ           ⏣⏿ ⪔㸪   ᯇᾆ ṇ 

ᮾᾏ㏆␥         㟷ᮌ ᩄ㸪     ጲ㔝 ဴே 

す᪥ᮏ           す 㱟㸪   ᳃ ⿱୍ 

 

 ホ㆟ဨࡢ௨እࡑ

ᒾᓮ Ꮫ㸪   ᳺ ᗈィ㸪   ༡ ⨾✑Ꮚ㸪  ᒣᮏ ⣫ྖ 

Ᏻ⸨ ᐀ྖ㸪 ᰩᮌ ဴ㸪   Ọ⏣ 㟹㸪    ᐩ⃝ ㈆⏨ 

㔝 ᓫᏹ㸪 ᑠἨ அ㸪 ᳺ ⨾ᬛᏊ㸪  ୰す ᐶᏊ 

ᐑ ⾜㸪 ᭳⏣ 㞞ே㸪 ᕝᓮ ⋢ᜨ㸪  ᕝ ※ᅄ㑻 

㯮ᮌ Ꮫ㸪   すᒣ ㈗ᘯ㸪 ᵽཱྀ ▱அ㸪  ๓ᅬ ᐅᙪ 

 

௨ୖ 



ᛂ⏝⤫ィᏛ 

 

VIII㸬᪂⌮ࡢ㑅ฟ㸦2022-2023ᖺᗘ㸧 
 
 
ᙺ⫋              Ặྡ        ᡤᒓ 
 
㛗              ℩ᑿ 㝯      ᮾி⌮⛉Ꮫ 
㛗             Ώ㎶ ⨾ᬛᏊ    ❧ṇᏛ 
ᗢົ㸦㆟࣭ᩥ᭩࣭⥲㸧⌮  ᕝᓮ ⋢ᜨ     㟷ᒣᏛ㝔Ꮫ 
ᗢົ㸦ሗ࣭ᗈሗ㸧⌮     ⏣⏿ ⪔     ᮾி⌮⛉Ꮫ 
ᗢົ㸦⤌⧊⟶⌮㸧⌮      ᑠἨ அ     㡰ኳᇽᏛ 
ィ⌮            ඵᮌ ᩥ㤶     ᮾி⌮⛉Ꮫ 
⦅㞟⌮            ༡ ⨾✑Ꮚ     ᠕⩏ሿᏛ 
⦅㞟⌮            㔝 ᓫᏹ     ᠕⩏ሿᏛ 
⏬⌮            ᒣᮏ ⣫ྖ     ᶓᕷ❧Ꮫ 
⏬⌮            すᒣ ㈗ᘯ     ᑓಟᏛ 
↓௵ᡤ             ᐩ⃝ ㈆⏨     Ꮫ 
↓௵ᡤ             ᳺ ᗈィ      ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ 
↓௵ᡤ             Ọ⏣ 㟹      ᪩✄⏣Ꮫ 
↓௵ᡤ             ୰す ᐶᏊ     ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ 
↓௵ᡤ              Ⳣ ⏤⣖Ꮚ     ᰴᘧ♫ Rejoui 
 

௨ୖ 



ᛂ⏝⤫ィᏛ 

 

IX㸬᪂┘ࡢ㑅ฟ㸦2022-2023ᖺᗘ㸧 

 
 
┘         ᯇᾆ ṇ   ᖇிᏛ 

 

┘         Ỉ⏣ ṇᘯ   ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ 

 

௨ୖ 


