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最近の10年間における貢献



発表内容

I. 著書 12冊

II. 総合報告論文 4編

III. 研究論文査読付き 57編

発表内容

III. 研究論文査読付き 57編

IV. 雑誌Journal of Multivariate Analysis

V. 受賞等

VI. 主要研究課題

VII. 主要研究成果



I. 著書 12冊

1. 杉山・藤越・杉浦・国友総編集(2007).

統計データ科学事典. 朝倉書店.

2. 田栗・藤越・柳井・Rao (2007).

やさしい統計入門. 講談社--ブルーバックス.やさしい統計入門. 講談社--ブルーバックス.

3. 藤越・菅・土方(2008). 経時データ分析. オーム社.

4. 藤越(2008). 経時データ解析の数理. 朝倉書店.

5. 杉山・藤越編集(2009). 統計データ解析入門. みみずく舎.

6. Fujikoshi, Ulyanov and Shimizu (2010).

Multivariate Statistics; High-Dimensional and

Large-Sample Approximations. John Wiley & Sons, Inc.



I. 著書 12冊

7. 藤越・柳井・田栗訳(2010). 統計学とは何か. 筑摩書房.

原著; Rao, C. R. (1998). Statistic and Truth, 2nd.

8. 菅・藤越(2011). 質的データの判別分析--数量化2類.

現代数学者.

I. 著書 12冊

現代数学者.

9. 藤越・若木・柳原(2011). 確率・統計の数学的基礎.

広島大学出版.

10. 藤越・杉山(2012). 多変量モデルの選択. 朝倉書店.

11. 藤越・若木(2012, 予定). 多変量解析における漸近的方法.
共立出版.

12. 杉山・藤越(2012, 予定). 多変データ解析入門. 朝倉書店.



II. 総合報告論文 4編

1. 藤越 (2003). 多変量解析へのチャッレンジ：現状と展望.

日本統計学会誌, 33巻, 273-306.

2. Fujikoshi, Y. (2004). Multivariate analysis for the case when
the dimensionality is large compared to the sample size. J.the dimensionality is large compared to the sample size. J.
Korean Statist. Soc., 33, 1-24.

3. 藤越 (2004). 多変量解析へのチャッレンジII：現状と展望.

日本統計学会誌, 34巻, 101-129.

4. 藤越 (2008). 21世紀の統計学への挑戦的課題と展望.

「21世紀の統計科学」第III巻(北川・竹村編), 37-67,

東大出版.



III. 研究論文（査読付き2000年~)
57編

1. J. Multivariate Anal. (13)

2. J. Statist. Plann. Inf. (4)

3. J. Japan Statist. Soc. (4)3. J. Japan Statist. Soc. (4)

4. J. Inst. Sci. Engi., Chuo Univ. (4)

5. Ann. Inst. Statist. Math. (3)

6. Comm. Statist. -- Theor. Meth. (3)

7. Amer. J. Math. Manage. (3)



IV. 多変量解析学術誌
Journal of Multivariate Analysis

1. 雑誌 Journal of Multivariate Analysis の編集委員;

Asociate Editor (1983--1987), Editor (1984--2002)

2. 藤越教授にささぐ特集号; Journal of Multivariate Analysis,
2006(97--9). Editors; Hyakutake, H. and Kano, Y.2006(97--9). Editors; Hyakutake, H. and Kano, Y.

3. 藤越教授の多変量解析にける貢献; Siotani, M. and Wakaki,
H. (2006). Contributions to multivariate analysis

by Professor Yasunori Fujikoshi. J. Multivariate Anal., 97,
1914--1926.

4. 特集号の論文の多くは; 藤越教授を記念した研究集会

「統計的推測理論と応用」(Organizers; Ohtaki, M. and
Wakaki, H.), 2005.1.28-29, Hiroshima Prince Hotel.



V. 受賞等

1. 米国数理統計学会特別会員(Institute of
Mathematical Statistics, Fellow), 2004.

2. 広島大学学長賞, 2004.

教育活動における顕著な功績.

V. 受賞等

教育活動における顕著な功績.

3. 2006 Jacob Wolfwowitz 賞;

Fujikoshi, Y., Yanagihara, H. and Wakaki, H.
(2005). Bias corrections of some criteria for
selecting multivariate linear models in a general
nonnormal case. Amer. J. Math. Manage. Sci.

25, 221-258.



VI. 主要研究課題

1. 高次元漸近理論

2. 高次元モデル選択規準

3. 多変量モデルにおける変数選択問題3. 多変量モデルにおける変数選択問題

4. 経時データの推測法

5. 漸近展開近似の誤差限界

6. 多変量非正規性のもとでの漸近展開

7. 多変量モデルにおける変数の無追加情報(冗長性)

8. 多変量構造モデルの構築



VII.主要研究成果

1. 固有値の高次元漸近分布

2. 変数選択問題ー高次元選択規準

3. 漸近展開近似の誤差限界3. 漸近展開近似の誤差限界

4. 非正規モデルのもとでの検定統計量の

大標本漸近展開

2. 冗長性(無追加情報)モデルの定式化と推測



VIII.研究の一部を紹介

正準相関分析における高次元

変数選択基準

高次元AIC基準―判別分析

線形判別関数の誤判別確率―高次元近似とその線形判別関数の誤判別確率―高次元近似とその
誤差限界

判別分析および正準相関分析における固有値の
高次元漸近分布

正準相関分析の追加情報の冗長性に関する検定
統計量の分布の漸近展開近似の誤差評価



正準相関分析における高次元変数選択基準



高次元AIC基準―判別分析



線形判別関数の誤判別確率―高次元近
似とその誤差限界



判別分析および正準相関分析における
固有値の高次元漸近分布



正準相関分析の追加情報の冗長性に関する検定
統計量の分布の漸近展開近似の誤差評価



中央大学・大学院理工学研究科

データ科学副専攻

内容：不確定な現象やランダム情報を取り扱う手段として

のデータ解析は、計算機科学・技術の発展に伴って近年

脚光を浴び急速に発展している。データ科学に関連する

分野では、統計的モデルを前提にした基本的な解析から分野では、統計的モデルを前提にした基本的な解析から

計算機に支援されたより広範囲なデータ構造などの解明

までを取り扱っている。本専攻では現象に対する科学的

な認識並びに潜在的モデルの構築を数学的な表現など

を用いて行い、データによる現象の解明を体系的に行う

ための基礎理論を効果的に研究・教育する。
17



中央大学・大学院理工学研究科

データ科学副専攻

また、各学術分野固有の特徴を十分に活かした形で

マルチメディア的な情報に対し「調和の取れた数理科

学的アプローチ並びにヒトにやさしい情報処理」を

適応・発展させると共に、それぞれの学術分野に適合

した新しい観点からデータ科学の研究・教育を行う。

さらに、データ科学に関連する情報データ処理技術を

活用して対象学術分野で生じる統計モデルの構築、

データ構造の解明やデータ科学解析の観点から当該

分野に本質的に貢献する。
18



授業の科目および内容（設立時）
データ科学副専攻14科目（2006年度）

データ科学特別演習Ⅰ・Ⅱ 藤越 康祝、藤井 光昭

データ科学理論特論 藤越 康祝

多変量解析特論 藤越 康祝

時空間モデル特論 藤井 光昭

実験計画法 杉山 高一

計算機集約型統計モデル特論 鎌倉 稔成

医学データ解析特論 浜田 知久馬

データマイニング特論 山本 義郎

19



社会システムとデータ解析 大橋 正和

バイオインフォマティクス特論 岸野洋久、清水謙多郎

極値統計学特論 鎌倉 稔成

授業の科目および内容（設立時）
データ科学副専攻14科目

非線形モデル特論 渡邉 則生

ビジネスデータ解析特論 中條 武志

保険統計 斉藤 幸隆

など

マレーシアの野鳥

20



2002年に、藤越先生の考えをお借りして、中央大学

大学院にデータ科学副専攻を設立した。

毎年20人以上の学生が履修し、それぞれの学生が

難しい統計学を勉強し、主専攻にプラスした実力を身

中央大学・大学院理工学研究科

データ科学副専攻

難しい統計学を勉強し、主専攻にプラスした実力を身

につけて、卒業して行きました。履修者は数学専攻に

限らず、他の7専攻（物理、電気電子、精密機械、経

営システム等）からの履修者も多かった。

藤越先生にご担当頂いた「データ科学特別演習Ⅰ

・Ⅱ」では、実にすばらしい研究指導をされました。
21



藤越康祝先生の研究指導の力量には、

敬服しています。指導を受けた学生達は

「研究の楽しさを教え て頂いた」と言っていました。 アイルランド

2012年8月

中央大学・大学院理工学研究科

データ科学副専攻

2012年8月

22



修了要件：14単位

必修単位：データ科学特別演習Ⅰ、Ⅱ アイルランド

その他：データ解析入門はデータ科学副専攻履修希

中央大学・大学院理工学研究科

データ科学副専攻

望者の準備科目の性格を持つものであり、専攻の指

導により履修の可否を決定する。データ科学副専攻

履修者で、この科目を履修する場合には修了単位は

１８単位とする。

上記の「データ解析入門」は 瀬尾 隆先生に依頼

23



中央大学・大学院理工学研究科

博士後期課程の学生指導

ه 私の研究室の博士後期課程の学生さんの多くが、
藤越先生から優れた研究指導を頂きました。

ه 藤越先生からもご指導を頂いた学生を紹介します。

ه 2007年度修了：村上秀俊ه 2007年度修了：村上秀俊

ه 2008年度修了：山田隆之

ه 2009年度修了：菅民郎

ه 2010年度修了：小椋透、前田 康智、櫻井 哲朗、

(緑色文字：研究集会参加) 渡邊 大丞、福田昌史

24



中央大学・大学院理工学研究科

統計データ分析ソフト

統計データ分析を専門としている 「
エスミkk.」で、経時データ分析の
ソフトを作成しました。

ソフトの紹介 （2008年1月発売）ソフトの紹介 （2008年1月発売）
EXCEL経時データ分析： 73,500円

25

収録されている分析方法：混合効果分散分析モデル（1群、多群）

プロファイル分析（2群、多群） 、成長曲線モデル（1群、 2群、多群）

拡張成長曲線モデル（2階層構造）、線形回帰モデル（1群、多群）

ランダム係数モデル（1群、多群）

統計分析研究所 株式会社アイスタット http://istat.co.jp/
菅 民郎 ビジネス・ブレークスルー大学院大学 教授、 代表取締役



中央大学・大学院理工学研究科

統計データ科学事典

「統計データ科学事典」では

８割ほど進んだ所で、 私は

疲れきって、・・・。藤越先生

26

が近くにいなければ、 出版

は、あと何年か遅れたことで

しょう。 そのときは藤越先生

の気力・体力に敬服しました
。



統計データ分析入門 [みみずく舎：発行]

医学評論社・発売

Edited by

Takakazu Sugiyama

Yasunori Fujikoshi

“ The collected papers of

Nariaki Sugiura:1962-1997“

株式会社 アルキ

Sugiura’s Work in Statistics

(藤越康祝先生による) pp.741-752
27



統計科学研究所における
社会人教育

ه 藤越康祝先生は2007年に設立された統計科学研究所で、統計

データ分析の知識を必要とされている企業や大学・研究所の方

々のために、社会人教育を致しました。現在も・・・。

ه 2007年度 統計データ分析入門Ⅰ…講師：杉山高一、藤越康祝

ه 統計データ分析入門Ⅰ…講師：藤越康祝、杉山高一

ه 実験計画法………………講師：藤越康祝、杉山高一

ه 2008年度 経時データ解析………… 講師：藤越康祝、杉山高一

藤越康祝先生のように、数学科を卒業し、広島大学・理学部・数学
科で、数理統計学を教えて来た方が、 数学知らない、数学的な

知識に乏しい方々に、統計学を数学に頼らずに、平易に教える
ことは、実に難しいことで、それを克服されました。

28



統計科学研究所における
社会人教育と 「統計データ分析士３種」試験

データの表や図による表現
データの性格、度数分布、ヒストグラム

散布図と相関表、図による時系列の表現
直線の回帰、2次回帰、パレート図など

基本的な統計指標の計算と意味の説明基本的な統計指標の計算と意味の説明
平均値、中央値、最頻値、分散、標準

偏差、変動係数、比率、相関係数、順位
相関係数など

調査データの集計と解釈
意識調査、市場調査、ブランド調査、顧

客満足度調査等の調査データについて
の単純集計、クロス集計とその見方、グ
ラフ作成など

29



やさしい・・・本当に！?

第２９話：統計

その応用分野と未来は？

統計学の未来は、他の学問分野統計学の未来は、他の学問分野

における研究者と統計家のコミュ

ニケーションに

かかっている．

ダブリン“Ｔｅｍｐｌｅ Ｂａｒ”

30



多変量データの統計科学：朝倉書店
藤越康祝・杉山高一・狩野 裕編集

「経時データ解析の数理 」藤越康祝著

「多変量モデルの選択 」 藤越康祝 ・ 杉山高一 著

「多変量データ解析入門」杉山高一 ・ 藤越康祝 著 等「多変量データ解析入門」杉山高一 ・ 藤越康祝 著 等

藤越康祝先生には

執筆活動に加えて研究活動（大学での教育も）：

健康に留意して、90歳、100歳まで活躍していた

だけるけるものと期待しています。Ｃ.Ｒ.Rao 先生

のように！

31



シリーズ： シリーズ〈多変量データの統計科学〉 4
「多変量モデルの選択」 朝倉書店 2012年2月

藤越康祝 ・杉山高一 著

各種の多変量解析における変数選択・モデル

選択の方法論について適用例を示しながら

32

丁寧に解説。

〔内容〕線形回帰モデル／モデル選択規準／

多変量回帰モデル／主成分分析／線形判別

分析／正準相関分析／グラフィカルモデリング／他



日本統計学会創立75周年記念事業委員会
---- 21世紀の知識創造社会を支える統計科学の現状と展望----

日本統計学会創立75周年記念事業委員会ホームページ

http://www.math.chuo-u.ac.jp/~sugiyama/jss75/index.html
事業の趣旨：日本統計学会は、統計の改善・普及・活用だけではなく、統計学そのもの進歩と発展に

尽力してまいりました。 その活動分野は、官庁統計、統計調査、経済予測、計量ファイナンス、保険・

年金、医薬品開発、マーケティング、環境問題、生命科学、企業経営システム、品質管理、統計教育年金、医薬品開発、マーケティング、環境問題、生命科学、企業経営システム、品質管理、統計教育

情報処理システム、 人口問題、選挙予測等と多岐にわたっております。 ・・・。

当時、日本統計学会前会長であった藤越 康祝先生は、会長の山本 拓教授と共に記念事業

名誉委員長として、委員長の杉山高一教授に全面的に協力し、記念事業を成功に導きました。

●第1回研究集会：2006年5月 東京大学、 ●第2回研究集会：2006年12月：中央大学 、

● 75周年国際シンポジウム： 2006年9月 ：一橋大学、 ●サテライト研究集会

●記念出版賞・推薦図書制度を設ける

●日本統計学会誌特別号を発刊

●日本統計学会75周年記念の冠をつけた出版物を刊行 ・・・ 等々の事業を行う。
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中央大学以外での研究・教育活動

ه エスミkk.研究指導顧問

ه 東京大学客員教授

ه 東京理科大学・大学院等ه 東京理科大学・大学院等
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