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データサイエンスの基礎を築いた統計学者、林知己夫。数量化理論
で国際的に知られ、探索的データ分析と統計の分野に大きな影響を
与えた。本書は彼の魅力的な個性と人生経験に光を当てている。林
が醸すユニークで独創的なアイデア、その源泉。型破りな考え方、
より良いものを達成するための彼の精力的な努力、そして世界の理
解。人生の最後の日まで研究に集中し続けた、その姿が描かれている。
著者は彼の弟子であり共同研究者であった丸山久美子。林との会話
の回想、さまざまな活動の記録、さらに関係者へのインタビュー、
そして公開された学術情報に基づき、林という人物を浮かび上がら
せた。研究者として、矛盾や複雑な状況をどのように通り抜けてき
たのか、その人生がどのようなものであったのか。日本が生んだ気
鋭の数学者、その存在の記憶を国境を超えて伝えるべく、既刊『林
知己夫の生涯』を元に、英語版として、改めて編纂したものである。
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少年時代、青年時代

サンプリング調査の醍醐味

数量化理論形成の道程

マーケティングリサーチと多次元尺度解析研究会

行動計量学会の創設

データの探索

わが魂の燃え尽きざる如く

  

Chikio Hayashi was a Japanese mathematician who laid the foundations of data science.His work had a profound effect in 
the field of exploratory data analysis and statistics.This book sheds light on his fascinating personality and life experience, his 
unique and original ideas and their historical origins, his unconventional way of thinking, and his energetic efforts to achieve 
better understanding of the world.To the last day of his life he remained focused on  his work. Hayashi's life story has been 
written by his student and colleague. The story is primarily based on personal reminiscences and recollections, private notes 
and interviews, as well as published sources.The book shows how individuals make their ways  through contradictory  and 
complex circumstances, and  what it is like to live the life of a scientist.
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The Author:  Kumiko Maruyama graduated with a Master's Degree in psychology from Aoyama Gakuin University. She 
received special training in data science under the guidance of Chikio Hayashi of the Institute of Statistical Mathematics.  She 
studied psychometrics at the University of Illinois. Subsequently, she was a professor at Morioka University, then a professor 
at Seigakuin University, a visiting professor at the University of Cologne (Germany), a visiting researcher at the National 
University of Ireland and at the University College Dublin, and a professor at Hokuriku Gakuin University. She is currently an 
emeritus professor at Seigakuin University. Maruyama was a recipient of the Chikio Hayashi Award. Her scientific 
publications include several articles co-authored with C. Hayashi.  She has written several biographies, including The Life of 
Chikio Hayashi (Shin-yo-sha, 2015); Story of Kazoh Kitamori, Theologian (Kyobun-sha, 2016); The Life of Tokiyuki Hojo, 
educator, mathematician (Kosaku-sha, 2018); The Life of Akira Sakuta, Criminal psychiatrist (Seigakuin University Press, 2020).

Published by SINFONICA
Public Interest Incorporated Foundation,
Statistical Information Institute for Consulting and Analysis.

by  Kumiko Maruyama

Chapter One

Chapter Two

Chapter Three

Chapter Four

Chapter Five

Chapter Six

Chapter Seven

Boyhood and Young Adulthood

The Thrill of Sampling Surveys

Journey to the Formation of  Quantification Theory

Marketing Research and the Multidimentional Analysis Group

Founding the Behaviormetric Society

Exploration of Data

“The Fire in My Soul Will Never Be Extinguished...” 

  

Contents

2021年7月26日までAmazon Kindle Unlimited
にて無料で入手いただけます。
以降は当財団ホームページにて、ご閲読方法を
ご案内いたします。
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