
リスク科学NOE 平成25(2013)年度活動報告

③協定締結実績①リスク科学センター人員配置

④研究会・シンポジウム等開催実績 ⑤活動特記事項等

その他

・ センター長 山下智志
・ 副センター長 逸見 昌之

・ 所内教授 栗木 哲、江口 真透、椿 広計、吉本 敦、
金藤 浩司、柏木 宣久、藤澤 洋徳

准教授 黒木 学、 間野 修平、三分一 史和、
川崎 能典、西山 陽一、藤澤 洋徳、
足立 淳、庄 建倉 、島谷 健一郎

助教 志村 隆彰、加藤 昇吾、野間 久史
特任准教授 岩田 貴樹、 Peter Surovy
特任助教 久保田 貴文、神山 千穂、

伏木 忠義、 Diana Surova
特任研究員 王 敏真、熊澤 貴雄
融合特任 渋谷 和彦（特任助教）

岡本 基（特任研究員）
研究支援員 ７ 名

・ 客員教員 ４６ 名

【大型外部資金獲得等】

・ 科研A「トルコ・韓国・日本における森林資源の高次元多機能経
済評価と国際生態系保全政策分析」 （代表：吉本敦）

・ 科研A「リアルタイム地震確率短期予測の実践と大地震の中期
予測の実用化の研究」 （代表：尾形良彦）

・ 寄付金 一般社団法人CRD協会 （代表：山下智志）
・ 平成25年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研

究事業「自殺総合対策大綱の見直しを踏まえた自殺対策発展
のための国際的・学際的検討」 (代表：椿 広計)

【受賞等】

・ 第二回藤田利治賞（久保田貴文，山内貴史，精神保健統計分
野で共同受賞）

【プレスリリース・その他】 特になし

・ データ中心リスク科学基盤整備プロジェクト

（PL 椿広計）

・ リスク基盤数理プロジェクト（PL 栗木哲）

・ 食品・医薬品リスクプロジェクト（PL 逸見昌之）

・ 医療技術の開発と評価のための生物統計学的手

法の研究プロジェクト（PL 野間久史）

・ 自殺とメンタルリスクプロジェクト（PL 椿広計）

・ 環境情報に対する統計解析手法開発プロジェクト

（PL 金藤浩司）

・ 資源管理リスク分析プロジェクト（PL 吉本敦）

・ 金融・保険リスクの計量化と戦略的制御

プロジェクト（PL 山下智志）

・ 地震予測解析プロジェクト（PL 庄建倉）

・ ゲノム解析プロジェクト（PL 間野修平）

②主要なプロジェクト紹介

締結年月 協定機関名

2004年7月 筑波大学大学院システム情報工学研究科リスク工学専攻

2011年3月 東北大学大学院生命科学研究科

2012年10月 Department of Probability and Mathematical Statistics of the 
Charles University in Prague (チェコ)

2012年10月 The Department of Ecoinformatics Biometrics and Forest 
Growth of the Georg‐August University of Goettingen (ドイツ)

2014年2月 会津大学

その他、44機関がリスク研究ネットワークに加入

※H26 （2014）年3月現在 計４９機関と協定締結・連携中

• 2013年6月27日 研究集会「疫学研究における統計的方法の開発と実データ への応用」(参加人数10）
• 2013年9月5日 日本行動計量学会第41回大会 特別セッション「人間の心と体のリスク解析―方法と実証―」
• 2013年9月6日 講演会「Change Point Analysis: Robust and Rank Based Procedures and Applications」

（参加人数18 内外国人2）
• 20213年10月8-9 日国際シンポジウム「Joint International Symposium By Japan and Czech RepublicData

Acquisition, Statistical Modeling and Decision-Making Toward Better Forestry」
• 2013年10月17日 第3回自殺リスクに関する研究会
• 2013年11月5-6日 第2回金融シンポジウム (参加人数106）
• 2013年12月21-22日 第5回横幹連合コンファレンス
• 2014年2月5日 ISM Symposium on Environmental Statistics 2014
• 2014年2月14日 第1回データサイエンスランドテーブル会議開催
• 2014年3月18日 第5回生物統計ネットワークシンポジウム「疫学研究における生物統計学の発展と貢献」

(参加人数130）
• 2014年3月27日 東京・学術総合センター中会 議場にて「リスク解析戦略研究センター講演会」および「リスク

研究ネットワーク年次総会」（参加人数 35）
• 2013年4月-2014年3月 統計地震学セミナー（第34回～第41回） 他30件

• センターパンフレットの改訂版発行



リスク科学NOE 平成25年度活動報告

プロジェクト紹介
別紙

食品・医薬品リスクプロジェクト

• 食品・医薬品など人が直接摂
取する物質の健康影響につ
いて、計量的技法と適用を研
究し、リスク研究の基本枠組
みを創設することを目指して
います。

• 科研費基盤研究（Ｂ）「離散変
量に起因する不確かさの評
価と標準的リスク対応の確立
－食品微生物規格への反映
（代表：椿広計）」に基づく共
同研究を開始しました。

• 医薬品の治験に関する統計
的問題を産・官・学で議論す
る第１回データサイエンスラウ
ンドテーブル会議を、関係諸
機関と共催しました（生物統
計プロジェクトと共同）。

データ中心リスク科学基盤整備

プロジェクト

• 我が国を中心として、健康・社
会・経済・環境に関わる様々
なデータを収集・リンケージし、
データ中心リスク科学の形成
に資する活動を展開していま
す。

• (公財）統計情報研究開発セ
ンターと共に国際ミクロラボラ
トリー事業を開始し、アジア諸
国の公的統計データ利用可
能性を検討すべく国際集会を
開催しました。

• (独)統計センターとの共催で
共同利用研究集会｢公的統計
のミクロデータの利用に関す
る研究集会｣を開催しました。

予測医療の実現に向けた新しい生
物統計学領域の創生プロジェクト

• 分子マーカーを用いた診断法
の開発、診断法を用いた治療
法の臨床試験、さらには、予
測医療の市販後の評価まで
に至る予測医療開発の全プ
ロセスを包括的に対象として、
統計的手法の開発と事例研
究を行う。さらに、その体系化
を通して、予測医療の実現に
向けた新しい生物統計学領
域を創成します。

• 生物統計ネットワーク第５回
シンポジウム｢疫学研究にお
ける生物統計学の発展と貢
献｣を開催しました。

環境情報に対する統計解析
手法開発プロジェクト

• 環境リスク評価等の基盤とな
る統計的解析手法の研究、
環境科学分野との緊密な横
断的協調により、様々な課題
に対して計量的な解析・評価
手法 の提供を目指します。

• 統計数理の特集号「環境リス
クと統計解析－データ基盤構
築と解析－」の発行（2014年2
月発行）に合わせて、統計数
理研究所リスク解 析戦略研
究センター講演会「環境リスク
と統計解析－データ基盤構築
と解析－」を開催しました。

• ISM Symposium on 
Environmental Statistics 2014
を開催しました。

資源管理リスクプロジェクト

• 社会・自然現象を対象にした
決定論的及び確率論的な統
計数理モデル、経済活動、自
然成長を通した予測モデル、
最適化による制御モデルの
構築を中心に、フィールド
ワークを通して循環型社会経
済システムにおける資源管理
リスク分析、評価に関わる研
究を行っています。

• 25年度は、外来種制御のた

めの土地利用最適化モデル
構築等、離散型最適化問題
に取り組みました。

地震予測解析プロジェクト

• ETASやBASSモデルを含む
広い範囲の地震発生の分枝
過程モデルの臨界特性と安
定条件を検討し、ETASモデ
ルの拡張性に制限を与えまし
た。

• 地震活動を使用して地震断
層形状の逆問題を解く為に、
地震断層形状を含む形で
ETASモデルを拡張しました。
この拡張モデルから、確率的
再構築法を用いて、断層形状
を反転させることができます。

• 地震予測の性能を評価する
ためパリミュチュエルギャンブ
リング評価法を開発しました。

ゲノム解析プロジェクト

• コンソミック系統のマウスの判別
に有用となる形質の発見を目指
したデータ解析を行いました．そ
の後に、そのアイデアを発展させ
て、適応的な主成分スコアをもつ
回帰モデル手法を開発しました．
これまでは、主成分分析と回帰
分析が別々に行われていて２段
階な手法であり、違う目的の手法
を組み合わせている弱点があり
ました．我々は、二つの分析を、
目的に合わせて１段階で行うこと
を目指しました．

• 肝炎のインターフェロンによる治
療において、加齢に伴い治療の
奏功が難しくなる問題があります．
奏功について年齢と交互作用を
もつゲノムの違いを網羅的に探
索し、強い交互作用をもつ塩基を
発見しました．それを考慮した回
帰モデルにより、奏功の予測を従
来よりも著しく改善しました．

リスク基盤数理プロジェクト

裾領域を扱う分野である極値理論、
コピュラ理論、多重比較について、
数理的性質ならびに計算手法の研
究、データ解析、ならびに論文発表
を行いました。
研究集会「極値理論の工学への応

用」を開催しました。昨年同様、文
科省 数学・数理科学と諸科学・産
業との連携研究ワークショップを兼
ねたことに加え、 今年度から招待
講演を設け、第1回として、藤部文
昭氏（気象研究所）に「気象におけ
る統計とその問
題点」という題目
で実際の気象デ
ータを扱う上での
理論の問題点及
び課題について
お話しいただきました。
全講演を収録した共同研究リポート
を発行、配布しました。

金融リスクの計量化と戦略的制御プ
ロジェクト

• 金融マーケットへの投資や企業へ
の融資に伴うリスクに対して、確率
論的もしくは統計学的アプローチに
より、リスクの計量化と制御に関す
る方法論の構築し、論文発表を行
いました。

• ５つの銀行との共同研究で「高度信
用リスク統合データベースコンソー
シアム」を形成し、国際的な金融規
制に合致したリスク計量化システム
を開発しました。

• 産官学協働のファイナンス統計学シ
ンポジウムを開催しました

自殺とメンタルリスクプロジェクト

• 急増する自殺やその背後にある
メンタルヘルス上の問題をデータ
を通じて、その現状と問題点を統
計的に明らかにすることを目的と
しています。

このため時空間構造や経済・地
勢情報などをリンケージした統計
データベースを整備し、モデリン
グを行っています。
更に、メンタルヘル
スに関わる専門家

との共同研究や研究集会を通じ
て、効果的な健康保健 政策の提
唱につなげることを目指します。

• 第3回、第4回自殺リスクに関する

研究会、パネル討論会「自殺総
合対策に必要な融合的研究：そ
の現状と今後」を開催しました。

• IASC‐ARSにおいてセッション
「Statistical Modeling for Suicidal 
Risks」を共催しました。



2013年7月9‐12日 16th International Workshop on Information Fusion
データ同化セッション (10人 (内, 外国人 3人))
2013年8月22‐23日 IASC Satellite Conference データ同化特別セッション
2013年9月5日気象学からみた台風の一生・台風研究の最前線 (10人)
2013年11月7日数学協働プログラムスタディグループ「感染症流行モデ
リング小研究会：モデル構築と妥当性の共同検証とセンス構築」 (12人)
2014年1月8日第7回気象庁数値モデル研究会・第4回データ同化ワー
クショップ(80人)
2014年2月7日第１回データ同化応用研究会 (20人)
2014年3月4日電離圏・磁気圏モデリングとデータ同化 (12人)
2013年3月7日流体科学研究所融合研究クラスター・統計数理研究所
データ同化研究開発センター共催「融合研究ワークショップ2014」 (15人)

次世代シミュレーションNOE 平成25年度活動報告

③協定締結実績

④研究会・シンポジウム等開催実績 ⑤活動特記事項等

その他

【大型外部資金獲得等】
• 新領域融合プロジェクト「データ同化による複雑システムの

定量的理解と計測デザイン」 (分担中野純司教授)
• 文部科学省委託事業「気候変動リスク情報創生プログラ

ム」(気候変動予測データの統計学的手法の開発) 
(分担上野玄太准教授)

• 科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業「生命動態
の理解と制御のための基盤技術の創出」
(分担吉田亮准教授) 

【受賞等】
• 統計関連学会連合・コンペティション講演最優秀報告賞

(徳永旭将特任助教)
【プレスリリース・その他】
• 2013年9月19日 プレスリリース「パンデミックなどの際に

ワクチンの配付戦略を評価する感染症シミュレーターを
開発」毎日新聞同日付夕刊に掲載

★外国人研究者来訪人数 10人
★協定先からの外国人研究者来所人数 0人
★協定先への海外出張実績述べ人数 5人
★ SC13 にて統計数理研究所のブース展示を行った

締結年月 協定機関名

2007年2月 理科学研究所次世代計算科学研究開発プログ
ラム

2010年9月 東北大学流体科学研究所

2010年10月 名古屋大学太陽地球環境研究所

2013年5月 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構

2014年1月 お茶の水女子大学

※H26 （2014）年3月現在 計5機関と協定締結・連携中

データ同化研究開発センター
人員配置

主要なプロジェクト紹介
データ同化の基盤技術開発および応用研究

（PL: 樋口知之）
物理乱数の基礎研究および乱数ポータルの構築

（PL: 田村義保）
超高並列計算機のための統計アルゴリズム開発

（PL:中野純司）
先進的モンテカルロアルゴリズムの応用

（PL: 伊庭幸人）
クラウド計算サービス／可視化ソフトウェア開発

（PL:長尾大道）

センター長 樋口知之 （本NOE代表/統計数理研究所長）

副センター長 田村義保 （統計数理研究所副所長）

所内教授 中野純司
（統計科学技術センター長/統計思考院長）

伊庭幸人

准教授 上野玄太 吉田亮

助教 中野慎也

特任准教授 長尾大道 (9月1日付で東大地震研へ異動)

特任助教 斎藤正也 徳永旭将

ザパート・クリストファー・アンドリュー

特任研究員 高橋久尚 鈴木香寿恵

才田聡子 上津原正彦
(10月1日着任)

研究支援員 2名
客員教員 4名



次世代シミュレーション NOE 平成25（2013）年度活動報告

プロジェクト紹介
別紙

 データ同化の基盤技術開発および応用研究

地球科学、宇宙科学、生命科学等の様々な科学分
野で、データ同化研究を進めています。

 物理乱数の基礎研究および乱数ポータルの構築

物理乱数ボードを開発し、得られた物理乱数を乱数
ポータルサイトを通じて公開しています。

 超高並列計算機のための統計アルゴリズム開発

超高並列計算機・アクセラレータの利活用を支援す
るためのミドルウェアの開発やRの並列化に取り組
んでいます。

 データ同化法に基づく神経回路の動作特性の解明

データ同化技術を活用し、神経系による空間認識
や化学走性など、神経回路の動作原理を明らかに
することを目指しています。

 クラウド計算サービス／可視化ソフトウェア開発

データ同化研究の成果を包括的に理解するための
可視化ソフトウェアを開発しています。

 気候変動リスク評価における統計学的手法の開発

気候変動リスク評価の基盤となる確率予測情報創
出のための研究開発を行っています。



● 2013年 6月 4日 調査科学セミナー

● 2013年 7月24日 立川市民交流大学－市民講座－「日本人の国民性調査－調査の手法と

結果を学ぶ」

● 2013年 8月 6日 調査科学セミナー

● 2013年 9月 4日 日本行動計量学会特別セッション「第4回鶴岡市における言語調査

（Ⅱ）－到達点と新たな課題－」

● 2013年 9月 4日 日本行動計量学会特別セッション「アジア・太平洋価値観国際比較調

査－文化多様体(1)(2)」

● 2013年 9月 5日 日本行動計量学会特別セッション「『日本人の国民性』研究における近

年の動向と正解」

● 2013年10月 1日／2013年12月 3日／2014年 3月12日
調査科学セミナー

● 2013年12月21日 研究集会の共催「SSPプロジェクト研究会」

● 2014年 3月13日 NHK放送文化研究所「春の研究発表と

シンポジウムF『日本人の意識』40年の軌跡～最新の調

査結果とコウホート分析～」（右図）

調査科学NOE 平成25(2013)年度活動報告

③協定締結実績

④研究会・シンポジウム等開催実績 ⑤活動特記事項等

締結年月 協定機関名

2010年 8月 大阪大学人間科学研究科

2011年10月 国立国語研究所

2013年 5月 青山学院大学

※H26 （2014）年3月現在 計3機関と協定締結・連携中

調査科学研究センター
人員配置

● センター長 吉野 諒三

● 所内 教授 吉野 諒三

中村 隆

准教授 前田 忠彦

土屋 隆裕

助教 朴 堯星

特任研究員 二階堂晃祐

芝井 清久

松岡 亮二

服部 浩昌

研究支援員 2名

● 客員教員 8名

経常的プロジェクト

● 日本人の国民性調査（PL: 中村 隆）

● 国民性の国際比較調査（PL: 吉野諒三）

● 社会調査情報集積プロジェクト（PL: 土屋隆裕）

● 連携研修調査実践プロジェクト（PL: 前田忠彦）

● 社会調査情報活用プロジェクト（PL: 朴 堯星）

主要なプロジェクト紹介

年度特定プロジェクト

● アジア・太平洋価値観国際比較調査（PL: 吉野諒三）

● 第13次日本人の国民性調査全国調査（PL: 中村 隆）

● 国民性に関する意識動向継続(2013年度)調査（PL: 中村 隆）

● 多摩地域住民意識調査（PL: 土屋隆裕）

【大型外部資金獲得等】

● 科研費・基盤研究(S)「アジア・太平洋価値観国際比較調査」

（H22～H26） 25,900千円（H25）
● 科研費・基盤研究(A)「日本人の価値意識の変容に関する統計的研究」

(H24～H28） 10,100千円（H25）
他科研費3件，奨学寄付金1 件

【プレスリリース・その他】

●「日本人の国民性調査」に関わる新聞記事・学術書等・教材等での新たな引用（ま

たは引用許諾）件数：４件

●「環太平洋価値観国際比較調査」結果の引用

- 船津・山田・浅川編著『21世紀社会とは何か－「現代社会学」入門』恒星社厚生閣, 2014年, p.130.



日本人の国民性調査
第13次(2013年)全国調査

（PL: 中村 隆）

• 日本人のものの見方や考え方とその変
化を明らかにするために，統計数理研
究所では昭和28年（1953年）から5年ごと
に全国調査を実施している。この13回
目の全国調査を，これまでと同様の訪
問面接法により2013年10月に実施した。

• 層別多段サンプル，調査地点400，計画
標本サイズ6,400の規模で実施し，回収
率は50%弱であった。現在，集計・分析
を進め，公開に向け準備中である。

アジア・太平洋価値観
国際比較調査

（PL: 吉野諒三）

• 科研費・基盤研究(S)によるH22年度か
ら26年度の「アジア・太平洋価値観国
際比較－文化多様体の統計科学的析」
の一環である。

• H24年度までの日本，米国，中国（北京，
上海，香港），台湾,シンガポール，
オーストラリア,韓国に引き続き，H25
年度は，インドとベトナムにおいて，
統計的標本抽出理論に基づく面接調査
を遂行した。

調査科学NOE 平成25（2013）年度活動報告

プロジェクト紹介
別紙

国民性に関する意識動向
継続(2013年度)調査

（PL: 中村 隆）

• 日本人の近年の意識や行動の変化，特
に東日本大震災前後での変化を探るた
めに，前年度調査の協力者のうち同意
の得られた者を対象としたパネル調査

を，郵送法によって実施した。

• この研究はパネル調査として計画され，
2014年，2015年度にも，年に1回程度協
力を依頼し，個人内での意識変化を調
べる。

多摩地域住民意識調査

（PL: 土屋隆裕）

• 多摩地域の八王子市の住民を対象とし，
地域貢献や防災意識を含む、安心・安
全社会の構築につながる内容をテーマ
とする住民意識調査を実施した。

• 本調査研究は，有効な回収率向上策の
検討という調査方法に関する研究の一
環でもある。

• 視線追跡装置を導入し，調査票デザイ
ンの適切さを評価する手法の開発に取
り組んだ。

情報公開研究プロジェクト

（PL: 朴 堯星）

• 調査科学NOEおよび調査科学研究セン
ターの活動をより広く発信できるよう
にホームページを改定した。

• SC2013に参加し，海外での広報活動を
通じて調査データの結果を発表し，情
報公開の発展に寄与した。

• 県庁，市町村などの自治体、ならびに，
大学，高校などの教育現場に対し調査
技法に関する指導・監修を行った。

連携研修調査実践プロジェクト

（PL: 前田忠彦）

• 「日本人の国民性第13次全国調査」に
おいて，サンプリング（調査対象者の
抽出）実務に関する連携研修調査を実
施した。首都圏，仙台地区，関西地区
の計８校から大学生，大学院生，若手
研究者等が22名参加した。

社会調査情報集積プロジェクト

（PL:土屋隆裕）

• 国民性調査に付随して実施してきた各
種調査の結果をホームページ上で公開
した。



統計的機械学習NOE 平成25(2013)年度活動報告

③協定締結実績①統計的機械学習研究センター
人員配置

④研究会・シンポジウム等開催実績

• 2013年8月1‐3日‐Spatial and Temporal Modeling from Statistical, Machine 
Learning and Engineering perspectives (STM2013)主催（参加人数40（内，外国
人5））

• 2013年第16回情報論的学習理論ワークショップ(IBIS2013)共催（参加人数
393）

• 数学協働WS Mathematical Approaches to Large‐Dimensional Data Analysis共
催 （参加人数70（内，外国人4））

• 統計的機械学習セミナー５回開催（講演者9名，内外国人4）

⑤活動特記事項等

その他

・ センター長 福水健次
・ 副センター長 松井知子
・ 所内教授 伊藤聡

江口真透
宮里義彦

准教授 池田思朗
持橋大地

助教 小林景
小山慎介

特任助教 西山悠
塩田さやか

研究支援員 ２ 名
・ 客員教員 ８ 名

【大型外部資金獲得等】
科研費・基盤（A） 代表江口
科研費・新学術領域・計画研究 代表 福水

【受賞等】
金川元信君(総研大D1) が第８回日本統計学会春季集会で優秀発表
賞を受賞

【プレスリリース・その他】
統計数理「最適化技術に基づく統計的推論」特集号を発行

・ 情報幾何と機械学習 （PL 江口真透）
・ カーネル法の理論と応用 （PL 福水健次）
・ 最適化推論プロジェクト （PL 伊藤聡）
・ マルチメディアデータの判別予測と解析

（PL 松井知子）
・ 統計的自然言語処理 （PL 持橋大地）
・ 機械学習の脳神経データ解析への応用

（PL 小山慎介）
・ グラフ上の確率推論アルゴリズム

（PL福水健次）

★外国人研究者来訪人数： １７名
★協定先からの外国人研究者来所人数： ４名
★協定先への海外出張実績述べ人数： ３回
★広報：主催・共催する研究会などの積極的な情報発信

②主要なプロジェクト紹介

締結年月 協定機関名

2010年8月 Max Planck Institute for Biological Cybernetics, 
Department of Empirical Inference （ドイツ）

2012年1月 ノルウェー産業科学技術研究所（SINTEF）,
Information and Communication Technology

2012年2月 University College London, Center for Computational 
Statistics and Machine Learning (英)

2012年2月 Institute for Infocomm Research, Human Language 
Technology (シンガポール)

2012年5月 ノルウェー科学技術大学（NTNU）電気工学通信学部

2013年5月 東北大学原子分子材料科学高等研究機構

2014年2月 トヨタ工業大学シカゴ校（米）

2014年2月 会津大学

※H26 （2014）年3月現在 計8機関と協定締結・連携中



統計的機械学習NOE 平成25（2013）年度活動報告

プロジェクト紹介
別紙

情報幾何と機械学習

確率モデルを幾何的対象とし
て扱う「情報幾何」を用いて、機
械学習で用いられる高度な学
習アルゴリズムの統計的な性
質を解明。
H25年度は、特に情報幾何的

アプローチにより、生態学のた
めの最大エントロピー、パター
ン認識の研究を行った．

カーネル法の理論と応用

高次元データに対する計算効率
の高い非線形データ解析手法で
ある「カーネル法」による新しい
統計的推論の方法の展開。
H25年度は、特にセミパラメト

リックベイズ推論の研究、スパー
ス変数選択、近似ベイズ計算法
の研究を行った。

機械学習の脳神経データ解
析への応用

多細胞同時計測技術により獲
得可能となった大規模神経活
動データに対する機械学習的
アプローチの適用による、脳神
経情報処理機構の解明。
H25年度は特に、神経スパイ

ク時系列が運ぶ情報量を定量
化するための研究を行った。

グラフ上の確率推論
アルゴリズム

ベイズ推論や復号アルゴリズム
に用いられる、グラフ構造を用い
た計算アルゴリズムに対する、
情報幾何、位相幾何、グラフ理
論などの数理的アプローチによ
る研究。
H25年度は特に、パーシステン

トホモロジーの応用に関して検
討を行った。
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マルチメディアデータの
判別予測と解析

音声・音楽、映像、テキストなど
のマルチメディアデータから、判
別予測の目的に応じて、有用な
情報を発見するための研究開発。
H25年度はガウス過程を用いて、

音楽のジャンル分類やムード推
定に有効な特徴量を暗に捉える
研究を行った。

最適化推論プロジェクト

統計的機械学習の各領域を横
断的に支えるための、大規模数
値計算による新たな推論技術の
開発。
H25年度は、これまでの活動を

まとめた統計数理第61巻第1号
「最適化技術に基づく統計的推
論」特集号を発行した。

統計的自然言語処理

ノンパラメトリックベイズ法など
深い統計モデルに基づく、言語
の潜在構造の推定法と、高度
なベイズ推論に必要な計算手
法の開発。
H25年度は特に、ガウス過程

を用いた潜在的意味構造の推
定に関する研究を行った。



サービス科学NOE 平成25(2013)年度活動報告

③協定締結実績①サービス科学研究センター
人員配置

④研究会・シンポジウム等開催実績

2013年5月13日- 田口玄一博士一周忌シンポジウム-統計科学から見たタグチ
メソッドの現在・過去・未来-
2013年5月27日- 第３回ビッグデータと統計学研究集会（参加人数170名）
2013年8月2日‐統計モデルによるロバストパラメータ設計(参加人数80）

2013年8月23日- 静岡品質工学研究会 公開セミナー「統計モデルによるロバス
トパラメータ設計」（参加人数 20名)
2013年11月8日 – 京都品質工学研究会 公開セミナー「統計モデルによるロバ
ストパラメータ設計」（参加人数60名）
2013年12月6日 – 2013年度第4回 JMPER’S MEETING「問題解決のための統
計的品質管理~ロバストパラメータ設計による多特性最適化~」（参加人数90名）

⑤活動特記事項等

【大型外部資金獲得等】
日立建機共同研究
文部科学省委託事業「データサイエンティスト育成ネットワーク形成」

【受賞等】
河村敏彦「統計モデルによるロバストパラメータ設計」 2013年度日

経品質管理文献賞受賞

②主要なプロジェクト紹介

• センター長 丸山宏

・ 所内教授 樋口知之
椿広計
中野純司
松井知子

• 准教授 黒木学
• 助教 清水信夫

河村敏彦
• 研究支援員 1名

• 客員教員 9名

• マーケティングのベイズモデリングプロジェクト

• レジリエント社会システムプロジェクト

• 社会行動モデリングフレームワークプロジェクト

• 製品・サービスの質保証・信頼性プロジェクト

• 産業データの分析手法の確立プロジェクト

• データキュレーション・プロジェクト

締結年月 協定機関名

平成24年6月 東北大学大学院経済学研究科

平成24年12月 筑波大学ビジネスサイエンス系・ビジネス科学
研究科

※H26 （2014）年3月現在 計2機関と協定締結・連携中



サービス科学NOE 平成25（2013）年度活動報告

プロジェクト紹介
別紙

マーケティングのベイズモデリング

• 「個」の情報抽出のためのモデリング

• インターネット広告配信などに適用

レジリエント社会システム

• レジリエントなシステムの数理的モデル

• エネルギー・交通・土地利用を一体化し

た都市シミュレータによる検証

社会行動モデリングフレームワーク

• 短期の購買行動データと、長期の意
識変化のデータを組み合わせた長
期購買予測

• 広告代理店との共同研究

製品・サービスの質保証・信頼性

• ロバストパラメター設計

• 高い価値を提供するサービスの設
計への応用

産業データの分析手法の確立

• 人工データから生成された集約的SDと
それらの階層的クラスタリング

• サービス産業への応用

データキュレーション

• データ・ワークフローを設計とその
方法論

高齢者の購買行動予測
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平成25年度NOE年間活動実績一覧表

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

◇初旬：委員会開催
日程調整

◇13：共同利用委員
会（平成25年度第１
回）

◇20：各NOEH24年
度活動報告・年間活
動実績一覧及びH25
年度事業計画・年間
活動予定一覧表提出
依頼（6/10締切）

◇8：NOE形成事業
運営委員会開催（平
成25年度第１回）

◇25：運営会議（平
成25年度第１回）

◇中旬～下旬：所内
補正予算募集

◇21：共同利用委員
会（平成25年度第２
回）

◇30：NOE形成事業
運営委員会（平成25
年度第２回）開催

◇28：運営会議（平
成25年度第２回）

◇11：各NOE次年度
予算調査依頼発信
（25日締切）

◇17：NOE形成事業
運営委員会（平成25
年度第3回)開催

◇3：共同利用委員会
（平成25年度第3回）
開催

◇18：運営会議平成
25年度第3回）開催

リスク科学

◇16：
第34回統計地震学セ
ミナー

◇29：金融研究ミニシ
ンポジウム
◇30：特別研究 集会
「信用リスクデータ
ベースの分析法とそ
の展開」
◇31：VCP-NETキッ
クオフシンポジウム
(融合センター＆日本
規格協会主催）開催
支援

◇27：研究集会「疫
学研究における統計
的方法の開発と実
データ への応用」を
共催

◇3：第35回統計地震
学セミナー
◇22：平成25年度 自
殺とメンタルリスクプロ
ジェクト第4回 班会議
◇23：第36回統計地
震学セミナー
◇24-26：Training
Seminar on Applied
Statistical Analysis
with R for Forestry
Studies　2013 （共催）
（ネパール）

◇22-23：Joint
Meeting of the IASC
Satellite Conference
for the 59th ISI WSC
and the 8th
Conference of the
Asian Regional
Section of the IASC
(セッション「Statistical
Modelling for Suicidal
Risks」） （共催）
◇27：第37回統計地
震学セミナー

◇5：本行動計量学会第
41回大会 リスクセンター
セッション
◇5-6：TRIZシンポジウ
ム （共催）
◇5-7：Joint
International Symposium
By Korea, Taiwan and
Japan: "Sustainable
Forest Ecosystem
Management in Rapidly
Changing World" （共
催）
◇6：講演会「Change
Point Analysis:
Robust and Rank Based
Procedures and
Applications」
◇8-11：2013年度統計
関連学会連合大会
◇16-22：産業環境情報
収集国際研修会
◇22：「リスク情報システ
ム科学」研究集会
◇25-27：International
Training Workshop on
Forest Resource
Management by R （カン
ボジア）

◇8-9：Joint
International
Symposium By Japan
and Czech Republic
Data Acquisition,
Statistical Modeling
and Decision-Making
Toward Better
Forestry （共催）（プラ
ハ）
◇17：第3回自殺リス
クに関する研究会
◇23：厚生労働特別
科学研究に基づく研
究班第1回班会議

◇2：the Autumn
Conference 2013 of
The Korean
Statistical Society
◇5-6：第2回金融シ
ンポジウム「ファイナ
ンスリスクのモデリン
グと制御」
◇12：第38回統計地
震学セミナー
◇22：公的統計の二
次利用に関する研究
集会 （共催）

◇6-7：共同研究集会
「極値理論の工学への
応用」
◇12-17：アジア3国公
的統計ミクロラボラトリー
研修　（共催）
◇13：Okazaki
International Workshop
on Advanced Time
Series Analysis Applied
to the Neurosciences
（共催）
◇16-18：WHO世界自
殺レポート会議及び関
連行事
◇16-20：International
Training Seminar on
Applied Statistical
Analysis with R （マダガ
スカル）
◇21-22：第5回横幹連
合コンファレンス
◇25：公的統計データ2
次利用機関協議会

◇10：講演会「環境リ
スクと統計解析－
データ基盤構築と解
析－」　（共催）
◇14：第39回統計地
震学セミナー
◇14：共同利用研究
集会「Advances and
Applications in
Distribution Theory」
◇14：研究集会「確
率分布論の新展開」

◇5：ISM Symposium
on Environmental
Statistics 2014
◇14：第1回ﾃﾞｰﾀｻｲ
ｴﾝｽﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ会
議
◇18：第40回統計地
震学セミナー

◇2：第4回自殺リスクに
関する研究会, パネル討
論会「自殺総合対策に
必要な融合的研究：その
現状と今後」
◇4：第41回統計地震学
セミナー
◇7：高度信用リスク共同
データベースコンソーシ
アム 2013年度第１回事
業報告会
◇8-9：FORMATH
AKITA 2014
◇11-12：ASC2014
Asymptotic Statistics
and Computations 2014
◇18：第5回生物統計
ネットワークシンポジウム
「疫学研究における生物
統計学の発展と貢献」
◇27：平成25年度リスク
研究ネットワーク総会, リ
スク解析戦略研究セン
ター講演会
◇28：International
Symposium on Forest
Resource Management
（共催）

次世代
シミュレーショ

ン

◇9-12：USION2013
データ同化特別セッ
ション(トルコ・イスタン
ブール)

◇22-23：IASC-ARS ◇5：気象学からみた
台風の一生・台風研
究の最前線

◇7： 数学協働プログ
ラムスタディグループ
「感染症流行モデリン
グ小研究会：モデル構
築と妥当性の共同検
証とセンス構築」
◇18-21：SC13(米国・
デンバー)

◇8：第7回気象庁数
値モデル研究会・第4
回 データ同化ワーク
ショップ(共催：気象
庁，データ同化研究
連絡会）

◇7:第１回データ同化
応用研究会

◇4：「電離圏・磁気圏
モデリングとデータ同
化」(共催:名古屋大学
太陽地球環境研究所)
◇7：融合研究 ワーク
ショップ2013(共催: 東
北大学流体科学研究
所)

調査科学

★青山学院大学との
連携協定締結のため
の協議

【凡例】

◎調査実施関係

◆学会発表

◇セミナー、シンポ
ジウム、研究会

□報告書

★連携協定

◇4：調査科学セミ
ナー
★15：青山学院大学
との連携協定締結
（教授会での承認）
◇21-24：公開開講
座C「サンプリング
入門と調査データの
分析法」
◎24，28-29，30：
「国民性調査第13次
全国調査（KS13）」
仕様策定委員会
◎31：「KS13」官
報公告日

◎6：「KS13」入札
説明会
◎10：倫理審査委員
会で「KS13」の審査
◎アジア・太平洋価
値観国際比較調査の
「インド2013調査」
準備開始

◎23-30：「KS13」
技術審査委員会
◆25：立川市民交流
大学－市民講座－
「日本人の国民性調
査－調査の手法と結
果を学ぶ」
◎25：「KS13」応札
者プレゼンテーショ
ン

◇6：調査科学セミ
ナー
◎8：「KS13」開札
◎「KS13」の実施準
備（～10月末）

◆4-5：日本行動計
量学会大会での３件
（国民性、国際比
較、鶴岡調査）の特
別セッションの開催

◎「KS13」のサンプ
リング時における
「連携研修調査」
(～10月）
◎「インド2013調
査」のための現地調
査機関との打ち合わ
せ

◇1：調査科学セミ
ナー
◎「KS13」の実査（～
12月上旬）
◎「国民性に関する
意識動向パネル
(2013年度)調査
（DKP2013調査）」
準備開始
◎「第3回多摩地区
調査」の実施
◎「インド2013調
査」の開始
◎「ベトナム2013調
査」のための現地調
査機関との打ち合わ
せ

◎「KS13」の実査
（10月～12月上旬）

◇3：調査科学セミ
ナー
◎「DKP2013調査
（郵送による）」開
始
◎「ベトナム2013調
査」の開始
◇21：研究集会の共
催「SSPプロジェク
ト研究会」

◎「インド2013調
査」データ回収とク
リーニング作業開始

◎「DKP2013調査」
回収終了
◎「ベトナム2013調
査」データ回収とク
リーニング作業開始

◇12：調査科学セミナー
□「インド2013調査」報
告書作成開始
□「ベトナム2013調査」
報告書作成開始
◎「DKP2013調査」納品、
データクリーニング開始
◆13：NHK放送文化研究所
「春の研究発表と シンポ
ジウムF『日本人の意識』
40年の軌跡～最新の調 査
結果とコウホート分析
～」
□「DKP2012調査」報告書
完成
□「第4回鶴岡市における
言語調査」報告書第１分
冊発行
◎「日本人の国民性」に
関わる並行調査（オムニ
バス調査、2件）実施

統計的
機械学習

◇11：統計的機械
学習セミナー

◇1-3：国際ワーク
ショップ(STM2013)
主催

◇10-13：ＩＢＩＳワー
クショップ共催
◇21：統計的機械
学習セミナー

◇25：統計的機械
学習セミナー

◇23：統計的機械
学習セミナー

◇21：統計的機械
学習セミナー

◇13-15：数学協働
ワークショップ共催

サービス
科学

◇13：田口玄一博士一
周忌シンポジウム-統計
科学から見たタグチメ
ソッドの現在・過去・未来
-
◇27：第3回ビッグデータ
と統計学研究集会「ビッ
グデータ分析における人
と機械の役割」

◇8：文部科学省委
託事業「データサイ
エンティスト育成ネッ
トワークの形成」開始

◇2：統計モデルに
よるロバストパラメー
タ設計◇23:静岡品
質工学研究会 公開
セミナー「統計モデ
ルによるロバストパラ
メータ設計」

◇ICServ 2013 1st
International
Conference on
Servisology

◇8：京都品質工学
研究会 公開セミ
ナー「統計モデルに
よるロバストパラメー
タ設計」

◇6：2013年度第4回
JMPER’S MEETING
「問題解決のための
統計的品質管理~ロ
バストパラメータ設計
による特性最適化~」

NOE形成事業運営委員会
関連事項

各NOE行事
活動予定等
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