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第42巻第1号153−194

「統計数理」総目次
統計数理研究所 統計数理編集委員会
統計数理研究所は昭和19年6月5日創立以来，今年で半世紀を経過しました．この機会に，
これまでに研究所の研究活動の成果として，定期刊行物の形で刊行されてきました「統計数理」
およびその前身である「統計数理研究所彙報」，「講究録」と「統計数理研究輯報」の総目次を
掲載することにしました．

「講究録」は創立直後の昭和19年7月第1巻第1号から，各号に2・3編の研究報告が印刷さ
れ，毎月1・2号の割合で昭和28年3月第8巻第12号まで200余の研究報告が発表されていま
す．現在の研究所の図書室蔵書からみると，ごく初期に刊行されました「講究録」は，戦中，戦
後の困難な時代に研究所が転々と移転し，図書室の整備が十分ではなかったため，研究所の成
果刊行物でありながら欠号が生じているものもありましたが，後年研究所の諸先輩からの寄贈
によって整備されました．「輯報」は昭和25年9月第1号から，主として標本調査法，データ

解析法等の研究発表，社会調査に関連する報告など，昭和28年1月第11号まで刊行されてい
ます．「彙報」は「講究録」，「輯報」の両者が土台となり，本格的な学術雑誌として昭和28年

度以来毎年2号ずつ原則刊行され，昭和59年度第32巻第2号まで，通算No．60が刊行されて
います．掲載された原著は300余，他に，研究ノート，解説，計算プpグラムおよび各年度研
究発表会の要旨等が掲載されてきています．「統計数理」は，昭和60年に統計数理研究所が，従
来の文部省直轄機関から大学共同利用機関に改組転換されてからの「彙報」に代る定期刊行物
であります．「統計数理」は「彙報」の編集内容に加えて，大学共同利用機関の研究所としての
共同研究報告及び研究会の要旨が加わり，充実した統計科学の研究成果が掲載されています．

巻・号の通し番号は「彙報」を引継ぎ，毎年2号ずつ刊行され，昭和60年6月第33巻第1号
から平成6年9月第42巻第1号まで，通算してNo．61からNo，79まで刊行されています．
「統計数理研究所彙報」，「講究録」，「統計数理研究輯報」の総目次は創立40周年記念号とし

て刊行した「彙報」第32巻第2号に掲載済でありますが，以後の読者の便宜を考えて，今回
「統計数理」と併せて再度掲載することにいたしました．総目次は年次的経過の順序ではなく，
「統計数理」，「彙報」，「講究録」，「輯報」の順に記載しました．なお，総目次は原則として刊行

当時のまま再録され，初期のものについては，旧漢字・旧かなづかいのままです．ただし，片
カナは平がなに直し，明らかな誤りは訂正いたしました．
このような次第で，創立以来の和文による研究成果刊行物の総目次を集積して一覧できる形
にまとめましたことが，統計数理研究所の研究史をみる上で有用な情報・資料となれば幸いで
あります．
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5．待ち行列タイプの問題に対するパレート分析・・…・…・…………牧野都治…・129
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10．カテゴリカルデータにおける変数選択

一プログラムCATDAPを中心に一………………・・……坂元慶行・…135
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1．決定問題におけるリグレット・レリーフ比基準の適用例・・ …村上征勝… 1
2．発癌性を評価するモデルと適用例…・
・柳本武美・鎌倉稔成… 11
3．信頼性試験における寿命試験抜取方式とパラメータ推定・…
鎌倉稔成… 25
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第9号（昭和24年12月）
32．或る不等式に就いて（一）（Samp1e Meanの為のCon丘dence
InterVa1）

・水野 坦…・376

33．或る不等式の群について（二）（Samp1e Meanの為の
Con丘dence Interva1）

34．体温の周期性並びに体温と体質との関係について・・

・水野 坦・…386
・崎野滋樹・…394
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第10号（昭和25年1月）

…………・ 寥ｴ正巳…・406

35．観測値の一部が使えない場合の推定について
36．分布函数の。1ass cOnvergenceについて…

37．寄与量についてI

38．指数分布とPoisson分布との関係……

・高野金作…・416

水野

壇・橋爪浅治・木村等・…423
迺J清治・…428
・……・・・…

39．綜合研究発表会（アブストラクト）

・436

第11号（昭和25年2月）
40．条件付確率に関する一注意・・
41．Rank Corre1ation Methodの解説・・

第12号（昭和25年3月）
42．標本抽出法に関する一考察…・
43．標本分布のある性質について・…・…
44．観測値の組分けについて…

……・・ v?熏?c・447
・樋口伊佐夫…・450

・・池田豊治…一・479

・青山博次郎・…484

……青山博次郎…・491

45．数量化の或る問題について・……・・・・…

46．条件付確率について……・・・…
47．々変数正規母集団における不等式について・
48．訂正と補遺…・・

・橋爪浅治・…497
・竹之内修・…503
…・ @

・池田豊治・…519

…・… 菅原正巳・…523

第6巻
第1，2，3号（昭和25年4月）

1．統計数理的数量化の問題一定性的（質的）なるものの数量
化に就ての覚書一…・・
……

・林知己夫・・ 1

第4号（昭和25年7月）
2．「たい」事を知るサムプリングの一案．サムプリングの問題に於
てある標識が母集団に皆無であるという事を知り得る可能性に

ついて………・…・・・・・………・…………・・…………林知己夫…・146

3．適合度の検定とλ2検定 ………・………………・………林知己夫・…152
4．分散の推定とサムプリングの精度………・………・林知己夫・石田正次・…161

5．ある層化法について……………………・………・……・石田正次・…172
第5号（昭和25年8月）

6．林のNorma1ityTestに就て…………・

・小川潤次郎…・180

7．Order Statisticsを利用した平均値と標準偏差の推定値について

（その一）……
・小川潤次郎…・186
8．実験データの棄却に就て………・・…
小川潤次郎・…205

9．Compound Norma1Popu1ationの標本平均の分布 …………小川潤次郎…・214
10．Cauchy分布からの任意標本例

・菅原正巳…・216
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第6号（昭和25年9月）
11．Dosage Morta1ity Curve and Systematio Statistics……
12、卵形線に交わる直線に就て・・…・・……・・…・……・・…

13．標準偏差の推定値について・・…・・…・……・…………
14．Samp1ingに於ける一問題
15．二回抽出法について・
16．Sequentia1Decision Prob1emに於けるBayes So1utionに

・小川潤次郎…・217
・逸見伝三郎・…229
・・

W中忠郎・…233

・青山博次郎・…240
・青山博次郎・…247
・宮沢光一・…254

ついて………・…
第7号（昭和25年10月）
17．確率論に於ける線型的方法（I）（RandomFunctionについて）

・高島巳千雄…・283

第8号（昭和25年11月）
17．確率論に於ける線型的方法（n）（RandomFunctionについて）
・高島巳千雄・…325

第9号（昭和25年12月）
18．或るDiscriminationについて（普通の最小二乗法が使えたい場
合の一例）

・樋口伊佐夫…・374

19．OptimumなCritica1regiOnに就いて…… …・・…

・山本純恭…・396

20．A．S．Berryの論文に関する注意一…………・
21．能率問題について…・

・高野金作…・408
・高野金作・…416

第10号（昭和26年1月）
22．ShepPardの補正について …………一小川潤次郎・中山節夫・塩谷 実・…424
23．系統々計量（Siptemation Statistics）の理論及びその応用

・小川潤次郎・…429

第11号（昭和26年2月）
24．統計数理的数量化の問題補遺（講究録第6巻1，2，3号参照）
・林知己夫…・481

25．推定された二直線の交点の信頼巾について・…・
26．小川氏のr林のNorma1ity Testに就て」に就て・

・林知己夫・…523
・林知己夫…・532

第12号（昭和26年3月）
27．実験的研究に於ける有効た計画・

・橋爪浅治・…535

第7巻
第1号（昭和26年）
1．続実験的研究に於ける有効た計画・

・橋爪浅治・・ 1
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第2号（昭和26年）
1．続実験的研究に於ける有効な計画・

・橋爪浅治・・ 1

第3，4合併号（昭和26年，6月〜7月）
・研究所の沿革・…・…・・…・
2．予測の的中につき・・・・・……………
3．降雨量と河の流量と（那賀川の流量と流域の雨量との関係につ

・松下嘉米男…
・・

4

ﾑ知己夫・・ 96

・菅原正巳・…116

いて）

・講究録既刊総目次…・・

・157

第5号（昭和26年8月）
4．級内相関係数の標本分布の解析的な導出について…・………・小川潤次郎…・177
（阪大理学部数学教室）

5．層別法について………………・…；・……・…・・・・・・・…青山博次郎…・187

6．層別とその推定値への影響……………………・・……・・青山博次郎・…198
7．Distribution Freeの場合の相関係数について…………・…・…木村 等…・201
§．母集団のそのリストと対応が一対一てたい場合のサムプリングについて
・遠藤健児・丸山文行…・216

9．動態統計に伴うサムプリングの一例・………・……・遠藤健児・内田良男・…224

第6号（昭和26年9月）
10．平方和の独立性について……
11．正規Parametersの比の推定について・

・遠藤健児…・230
・樋口伊佐夫… 243

第7号（昭和26年10月）
・稲田献一…・271

12．数用の可測性について・・
13．水野の不等式について・…

・青山博次郎… 284

14．Zero−sum two person gameの別証明・

・稲田献一・… 294

・青山博次郎一・299

15．等間隔抽出法について………・・・…

第8号（昭和26年11月）
16．

γ一Distributions

に関する注意……・・

17．Random Functionの積分について
18．Randomized Testの分離函数について

・一樋口伊佐夫・…312

・高島巳千雄・…323
VO1．4，9の補遺

・・工藤弘吉…・330
（お茶の水大学）

19．a−Estimateの分布函数

・工藤弘吉・…335
（お茶の水大学）

20、級内相関係数の標本分布について…・…
21．母集団が有隈の場合の多項分布について・

・鍋谷清治・…355
・遠藤健児・…360

第9号（昭和26年12月）
22．正規分布に従う二つの確率変数の比の分布に就て・

・山本純恭・…366
（奈良医大）
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23．Varianceの相等しい二次元正規分布の等平均仮説の検定に就て
・山本純恭・…377
（奈良医大）

24．二つのQuantilesの比による変異係数の推定法に就て・

・山本純恭・…385
（奈良医大）

25．計量計画について・

・稲田献一…・397

第10〜11合併号（昭和27年ユ月〜2月）
26．雨量と流量と（II）利根川の洪水流量を流域諸地点の雨量から
推定することについて…・…・………・… ………菅原正巳・丸山文行…・412
27．雨量と流量と（㊤ 宝川の流出機構について………・菅原正巳・丸山文行・…447

28．効率の一問題……………………・…………………・・多賀保志…・459
第12号（昭和27年3月）
29．Asymptotic Properties ofMaximum Like1ihoodEstimatesin
the Case of Severa1Unknown Parameters、・…・……・・・・・… 塩谷 実…・467

・ 統計数理研究所昭和26年度研究発表会アブストラクト
第一部・第二部・第三部・…＝…・……・・・・… ……・…・…

478

第8巻
第1，2号（昭和27年4月）
1 或る方程式系の解の存在と一意性について 小川先生の論文に寄すI
・樋口伊佐夫・・ 1
2．雨量と流量とIV 球磨川神頼の月流量推定について…・菅原正巳・丸山文行… 21
附録1．全国主要河川月平均流量に関する一つの統計・…・……・・…・・・・… 57

附録2．全国主要河川月平均流量の間の相関について…………………・・59
・ 訂正……・………・・・………・・……・・・…………・・…塩谷 実・・ 61

第3号（昭和27年6月）
3．統計数理の基本概念・

・松下嘉米男・・ 00

4．水資源と統計・…・

・菅原正巳… 63
・青山博次郎… 95

5．質問調査法のもつ誤謬について・

第4号（昭和27年7月）
6．比率の一次形式パラメーターの推定について・

7．数量化の一問題………・
8．Wishart分布のDerivati㎝について……

・遠藤健児・…124
・青山博次郎・…139
・小川潤次郎…・149

第5号（昭和27年8月）
9．重相関係数の標本分布………・……・・…………・……・小」1順次郎・…153
10．北上川洪水に於ける狭窄部流量および狐禅寺水位の推定について
・菅原正巳・丸山文行…・159
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11．Runの長さによる検定に関する数表について
・高島巳千雄・勝間昭一郎・…183
・多賀保志…・189

12．Rankingに於ける有意差検定法・

第6号（昭和27年9月）
・米田桂三・…194

13．ネーマソ法による平均の分散・
14．大学における統計学の地位・

・・ハロルド・ホテリソグ・… 202

（ノース・カロライナ大学；阪大丘本正課）
・・・・…青山博次郎…・231

15．抜取検査の一問題・

第7号（昭和27年10月）
16．或る方程式系の解の性質について

一小川先生の論文に寄すII
・樋口伊佐夫・…235

第8号（昭和27年11月）
17．Amount of informationについて・・

・渡辺寿夫…・293

18．20の扉について…・

・高野金作・…308

19．あるNONPARAMETRIC TESTについて

・森村英典・…317

第9号（昭和27年12月）
20．古座川の己流量推定について・

・菅原正巳・丸山文行・…329

第10〜11号（昭和28年1月〜2月）
21．Power Fmction of Grubbs

Test of Out1ying Observations …・塩谷 実…・341

22．あるしinear Fi1ter機構の作製について ・…………・菅原正巳・丸山文行・…354
23．小児科病歴法に関する統計的研究・・…・…………・・丸山文行・崎野滋樹
巷野悟郎・…361
（東大小児科）

第12号（昭和28年3月）
24．集計法に基づく偏碕の一例・
25．Rmの長さによる検定に関する数表について（つづき）
26．二項分布に於ける信頼限界の一つの性質・…
…
27．Interpo1ationの公式について…………・・

・遠藤健児・…410
・高島巳千雄…・439
・鴨井光夫…・445
・渡辺寿夫…・449
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統計数理研究輯報総目次
第1号（昭和25年9月）
ラジオ聴取者の標本調査計画・……………・・水野 坦・羽烏

司・木村 等・西平重喜

第2号（昭和25年11月）
サンプリング企画に関する實例集I
1．港座長選挙に関する世論調査のサムプリング計画…・・……・…・・……・水野 坦
2．前橋市の衛生教育実態調査のサムプリング計画・…・…・…・…・・……・・西平重喜

3．小都市に於ける標本調査・…・……・・…・・…………………・……石田正次
4．異常児，特異た傾向をも？児童に関する調査のためのサムプリング計画・…林知己夫

5．小学校の算術能力調査に於けるサムプリング計画……………………林知己夫
6．パンについての世論調査のサムプリング・・…・・……・・・・……………木村 等

7．シャウプ勧告案ヒついての世論調査のためのサムプリング……………・西平重喜
8．読み書き能力調査に於ける標本調査計画の概要…・・…・・…・…・……・・林知己夫

9．白河市言語調査に於けるサムプリング調査計画……・………林知己夫・石田正次
10．鶴岡市言語調査に於けるサムプリング調査計画……・……・…・……・・林知己夫

第3号（昭和26年3月）
教育調査の企画から分析までI・

・青山博次郎

第4号（昭和26年3月）
選挙予想調査I……・・

・・

?

坦・木村 等・西平重喜

第5号（昭和26年11月）
教育調査の企画から分析までII

・青山博次郎・西平重喜

第6号（昭和27年2月）
假澤放豫測に関する統計的研究I・

・林知己夫

第7号（昭和27年2月）
恨澤放豫測に関する統計的研究II

・・

ﾑ知己夫

第8号（昭和27年2月）
数量化における計算法についてI・

・石田正次

第9号（昭和27年10月）
質問紙法における諸問題

一頁間形式についての考察一 上
・青山博次郎・林知己夫・西平重喜

第10号（昭和27年11月）
質問紙法における諸問題

質問形式についての考察一 下
・青山博次郎・林知己夫・西平重喜
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第11号（昭和28年1月）
榑播現象の統計数理的解析Iマイクロウェイブに於けるフェイディン
グの一分析・・
…

・赤池弘次

