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報道関係各位 

統計数理研究所がオープンハウス 2020 と 
産学連携シンポジウムをオンライン開催 

  

統計数理研究所は10月27日（火）にオープンハウス2020 「データサイエンスが創る日本の未来」をオン
ラインで開催します。本研究所の研究教育活動を広く一般の方々に知っていただくために講演会、ポスター発
表、大学院説明会を実施します。前日の 10月 26日（月）は連携イベントとして企業向け産学連携シン
ポジウム「データサイエンスの現在と未来を解剖する︕」を同じくオンラインで開催します。 

 
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 統計数理研究所（所在地︓東京都立川市、椿 広計所長、
以下「統数研」という。）は 10月 27日（火）に「データサイエンスが創る日本の未来」をテーマにオープンハウスをオン
ラインで開催します。統数研の研究教育活動を広く一般の方々に知っていただくために、講演会、研究ポスターPDF と
動画発表、ミニレクチャー、統計よろず相談室、大学院説明会を実施します。 
前日の10月26日（月）には講師に大学、企業、研究所のデータサイエンスの専門家を招き講演とパネル討論を

行う「データサイエンスの現在と未来を解剖する︕～企業向け産学連携シンポジウム～」を同じくオンラインで開催しま
す。 

 
 

統計数理研究所オープンハウス 2020「データサイエンスが創る日本の未来」 
開催日 2020年 10月 27日（火） 
ホームページ https://www.ism.ac.jp/openhouse/2020/ 
参加費無料、一部事前申込制＊参加申込み方法など詳しくはホームページをご覧ください 
 
【プログラム】 
所長挨拶 椿広計（統計数理研究所長）開会挨拶を 9/24(木)より YouTubeで配信。 
公開講演会  YouTube Live で配信。要申込。 

14:00～14:05 挨拶 椿広計（統計数理研究所長） 
14:05～14:20 講演「統計思考力育成事業による人材育成～統計思考院の取組紹介」 

川﨑能典（統計数理研究所 統数思考院長）  
14:20～15:10 講演「すばる望遠鏡超広視野カメラによる最新天体観測とデータ解析の現場」 

宮崎聡（国立天文台 先端技術センター教授） 
15:10～16:00 講演「ウィズコロナ時代のデータサイエンス」 

竹村彰通（滋賀大学データサイエンス学部長／教授） 
統数研の研究紹介 
【ポスター展示】教員・特任研究員および大学院生の研究ポスターPDF を 10月中旬頃より公開。 
【動画による紹介】10月中旬頃より研究内容を紹介する動画を YouTube で配信。 
【ミニレクチャー】11:00～12:00 統計数理研究所の研究を紹介する動画を YouTubeで配信。要申込。 
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統計よろず相談室 要申込 
10:00～12:00/13:00～17:00 
統計に関わるさまざまなご質問・ご相談に 1件 20分程度でお答えします。質問のレベルは問いません。 
 
総合研究大学院大学 複合科学研究科 統計科学専攻 大学院説明会 
 13:00～13:45 
対象︓進学(統計科学専攻)に関心のある大学生・大学院生・社会人 
・カリキュラムの説明および修了後の進路紹介 
・本年度の入試ガイダンス 
・質疑応答 

 
 
「データサイエンスの現在と未来を解剖する︕～企業向け産学連携シンポジウム～」 
開催日 2020年 10月 26日（月） 
ホームページ https://www.ism.ac.jp/openhouse/2020/pre_event.html 
参加費無料、事前申込制（先着順） 
【プログラム】 
14:00-14:05 開会挨拶 椿広計(統計数理研究所長) 
14:05-14:30 基調講演「汽水型人材育成︓製造業における AI/DS人材育成の課題と加速」 

樋口知之(中央大学 AI・データサイエンスセンター所長 理工学部経営システム工学科教授) 
14:30-14:55 講演 1  「企業からデータサイエンスへの期待と要望」 

水野洋(パナソニック株式会社 テクノロジー本部 マテリアル応用技術センターデジタル融合総括) 
14:55-15:20 講演 2 「統計科学の産学連携に果たすべき役割と統計数理研究所」 

椿広計(統計数理研究所長) 
15:20-15:30 休憩 
15:30-16:55 パネル討論「データサイエンスの現在と未来を解剖する!」 

パネリスト︓ 
水野洋(パナソニック株式会社 テクノロジー本部 マテリアル応用技術センターデジタル融合総括) 
椿広計(統計数理研究所長) 
モデレーター︓ 
樋口知之(中央大学 AI・データサイエンスセンター所長 理工学部経営システム工学科教授) 

16:55-17:00 閉会挨拶 
 
 
【本件に関するお問い合わせ先】 
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 運営企画本部 企画室 URA ステーション 
TEL︓050-5533-8500（代表） E-mail︓ask-ura@ism.ac.jp 
〒190-8562 東京都立川市緑町 10-3 
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2021年1月19日（火）～2021年1月22日（金）
※ 詳細はホームページをご覧下さい ▶ https://www.ism.ac.jp/senkou/

問合わせ先
統計数理研究所  立川共通事務部 総務課総務係担当  TEL : 050-5533-8500（代表）  E-mail : ismopenhouse@ism.ac.jp

事前

予約制
事前

予約制
月10月26日 14:00～17:00

企業向け産学連携シンポジウム
データサイエンスの現在と未来を解剖する!

連携イベント連携イベント

※ 詳細は、https://www.ism.ac.jp/openhouse/2020/pre_event.htmlに随時掲載します。

前日に
オンラインで
開催だよ。

総合研究大学院大学 複合科学研究科 統計科学専攻
大学院説明会 

総合研究大学院大学 複合科学研究科 統計科学専攻 大学院説明会

◎参加費無料

10月27日［火］10月27日［火］

進学（統計科学専攻）に関心のある大学生・大学院生・社会人対象

入試
情報

開会挨拶 椿 　広計（統計数理研究所長） 
講　　演 川﨑 能典（統計数理研究所 統計思考院長）
 宮崎 　聡（国立天文台 先端技術センター 教授）
 竹村 彰通（滋賀大学 データサイエンス学部長/教授）

統計数理研究所長 　椿　広計

開催時間、内容等の詳細は
Webページをご覧ください。▶
開催時間、内容等の詳細は
Webページをご覧ください。▶

※ プログラムは事前の連絡なく
変更することがあります。

※ プログラムは事前の連絡なく
変更することがあります。

2020年2020年

■ ポスター展示　 ■ 動画による紹介　 ■ ミニレクチャー

統計数理研究所の研究教育活動を広く
一般の方々に知っていただくために、
講演会、ポスター発表、
大学院説明会などを
オンラインで開催します。

統計数理研究所の研究教育活動を広く
一般の方々に知っていただくために、
講演会、ポスター発表、
大学院説明会などを
オンラインで開催します。

オンライン開催オンライン開催
https://www.ism.ac.jp/openhouse/2020/https://www.ism.ac.jp/openhouse/2020/

統数研の研究紹介

統計よろず相談室

公開講演会

所長挨拶

◎参加費無料
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データサイエンスの現在と未来を解剖する！
～企業向け産学連携シンポジウム～

ビッグデータやAIの進展等により、データサイエンスには今何が起こっていて、今後
どのような課題が待っているのか、どのように備えるべきか、現在から未来に向けて、
未来から現在に向けて循環して考えます。

講師は大学、企業、研究所のデータサイエンスの専門家が務めます。本シンポジウム
の対象は、企業の研究者、専門職、管理職ですが、大学や一般の方の参加も歓迎します。
本企画により参加者がデータサイエンスを知り活用するきっかけとなることを願います。

2020年10月26日(月)14:00-17:00 オンライン開催(YouTube Live配信予定)
事前申込制 (無料)  https://ismoh2020ias.peatix.com

【プログラム】
14:00-14:05 開会挨拶 統計数理研究所長 椿広計
14:05-14:30 基調講演

「汽水型人材育成：製造業におけるAI/DS人材育成の課題と加速」
中央大学教授 樋口知之

14:30-14:55 講演 「企業からデータサイエンスへの期待と要望」
パナソニック株式会社 水野洋

14:55-15:20 講演 「統計科学の産学連携に果たすべき役割と統計数理研究所」
統計数理研究所長 椿広計

15:20-15:30 休憩
15:30-16:55 パネル討論 「データサイエンスの現在と未来を解剖する!」

モデレータ: 樋口知之、パネリスト: 水野洋、椿広計
16:55-17:00 閉会挨拶

【講師】 中央大学 AI・データサイエンスセンター所長 理工学部経営システム工学科教授 樋口知之
パナソニック株式会社 テクノロジー本部マテリアル応用技術センター デジタル融合総括 水野洋
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所長 椿広計

【主催】 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所
【後援】 日本経済新聞社、パナソニック株式会社、中央大学AI・データサイエンスセンター、放送大学、

一般財団法人データサイエンティスト協会、一般財団法人日本統計学会、応用統計学会、
日本計算機統計学会、日本オペレーションズ・リサーチ学会、一般社団法人 日本応用数理学会、
一般社団法人 人工知能学会、一般財団法人日本シミュレーション学会

【詳細】 https://www.ism.ac.jp/openhouse/2020/pre_event.html

【お問合せ先】 統計数理研究所 運営企画本部 企画室 URAステーション
TEL：050-5533-8500（代表） E-mail：ask-ura@ism.ac.jp
〒190-8562 東京都立川市緑町10-3

https://ismoh2020ias.peatix.com/
https://www.ism.ac.jp/openhouse/2020/pre_event.html
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