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滋賀大学 データサイエンス学部 

学部長 竹村 彰通 

 

はじめに 

ビッグデータの時代が到来し、いわゆる

GAFA に代表される企業が世界的に成長し

支配力を増している。これらの企業はデー

タの分析によって大きな付加価値を生み出

しており、データサイエンティストを大量

に雇用している。これに対して日本ではデ

ータサイエンティストの育成が遅れている。

日本の多くの企業で、データは蓄積されて

いてもそれを活用できていない状況が続い

ており、日本の競争力の低下につながって

いる。このことは日本では 2015 年くらいか

ら強く認識されるようになり、2017 年４月

に滋賀大学に日本初のデータサイエンス学

部が設置される背景となった。そしてこの

３月には滋賀大学データサイエンス学部か

ら１期生が巣立っていった。ここでは滋賀

大学データサイエンス学部の教育理念と、

その理念が１期生の育成にどのように反映

されたかについて論じる。 

 

１．データサイエンスとデータサイエンテ

ィスト 

データサイエンスはビッグデータから価

値を引きだすための方法論である。ビッグ

データという言葉が使われるようになった

のは 2015 年位からのことであるが、すっか

り定着したように思われる。スマートフォ

ンはますます高機能化し、人々はスマート

フォンを常時使ってメールでの連絡や情報

検索を行っている。それに伴い伝統的なメ

ディアの重みは減少気味である。新聞や書

籍とスマートフォンの違いは、スマートフ

ォンでは人々の検索等の履歴がネット上に

蓄積されるという点である。このように

人々の行動履歴が直接データとして得られ

るようになったことが、ビッグデータ時代

以前との大きな違いである。 

さらにヒトだけでなくモノからもビッグ

データが生成されるようになる。通信機能

を持ったセンサーの低価格化にともない、

製造工程の機械や我々が日常生活で使って

いる機器にもセンサーがとりつけられて、

データが吸い上げられる。これがモノのイ

ンターネット(ＩｏＴ、Internet of Things)

である。このように現実世界から常時デー

タが吸い上げられ、ネットワーク上の言わ

ば仮想世界（サイバー空間）に現実世界が

反映されている状況は、日本政府が提唱し

ている Society 5.0 として描かれている

ものであり、内閣府のウェブページ(https: 

//www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/)では

以下のように説明している。 

『サイバー空間では、このビッグデータ

を人工知能（AI）が解析し、その解析結果

がフィジカル空間の人間に様々な形でフィ

ードバックされます。今までの情報社会で

は、人間が情報を解析することで価値が生

まれてきました。Society 5.0 では、膨大

なビッグデータを人間の能力を超えた AI

が解析し、その結果がロボットなどを通し

て人間にフィードバックされることで、こ

れまでには出来なかった新たな価値が産業

や社会にもたらされることになります。』 
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ここで「人間の能力を超えた AI が解析」

というような表現には注意が必要である。

データ処理や可視化の自動化はよいが、デ

ータ解析には結果の解釈も含まれるから、

人間による判断が必要である。 

データを分析する人材はビッグデータ時

代以前から必要とされていたが、ビッグデ

ータ時代となったことにより、量的にも質

的にも優れた人材が必要となった。これに

よりデータサイエンティストという職業が

一定の独立性・専門性を持つものとして注

目されるようになった。日本でも一部でデ

ータサイエンティストの引き抜きあいのよ

うな状況が生じている。滋賀大学データサ

イエンス学部の１期生も、データサイエン

ティストとしての専門性を評価されて就職

した者もいる。しかしながら以下の３節で

も触れるように、日本の企業におけるデー

タサイエンティストの専門性の評価は全体

的に見ればまだまだの面もある。 

 

２．海外及び日本におけるデータサイエン

ティスト育成の動向 

 データサイエンティストの育成における

我が国の遅れを取り戻すべく、滋賀大学に

2017 年４月に日本初のデータサイエンス

学部が開設された。滋賀大学データサイエ

ンス学部では、データサイエンスの要素技

術として統計学を重視しており、統計系の

専門学部としても日本初である。以下では

まず統計学の状況について述べる。 

日本の大学には統計学を専攻する学部や

学科は、滋賀大学データサイエンス学部以

前には存在していなかった。これに対して、

アメリカには統計学部・学科は 150 程度の

大学にあり、韓国には 50 程度の大学にあ

る。中国では 300 以上の大学にあり、今も

増えつつある。統計学に関しては、日本は

アメリカと中国・韓国の間に挟まれて、長

いこと統計学部や学科が存在しないという

特異的な状況にあった。 

図１はアメリカ統計学会のニュースレタ

ー（2020 年 11 月号）に掲載された統計学

あるいは生物統計学を学位名に含む学位授

与数（学士、修士、博士）の推移を表した

グラフである。 

 

図１ アメリカにおける統計学・生物統計学の学位授与数 
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図１より、2019 年には学士修士とも 4,500

名以上、博士は 700 名程度授与されている

ことがわかる。特に顕著なのは、2008 年く

らいからの学位授与数の増加のスピードで

ある。 

これに対して日本では長いこと統計学部

や学科が存在しなかったため、データサイ

エンティストの組織的育成が遅れている。

2015 年当時のこのような状況についての

詳しいデータは、日本学術会議情報学委員

会Ｅ-サイエンス・データ中心科学分科会提

言「ビッグデータ時代に対応する人材の育

成」（2014 年９月）や同数理科学委員会数

理統計学分科会提言「ビッグデータ時代に

おける統計科学教育・研究の推進について」

（2014 年８月）を参照されたい。政府の文

書にも 2015 年位からデータサイエンティ

ストの不足が頻繁にとりあげられるように

なった。例えば 2015 年６月閣議決定の「科

学技術イノベーション総合戦略 2015」では

「我が国では欧米等と比較し、データ分析

のスキルを有する人材や統計科学を専攻す

る人材が極めて少なく、我が国の多くの民

間企業が情報通信分野の人材不足を感じて

おり、危機的な状況にある」と記している。 

最近大きな影響を与えた文書は 2019 年

７月に政府が発表した「ＡＩ戦略 2019 ～

人・産業・地域・政府全てにＡＩ～」であ

る。そこでは、デジタル社会の「読み・書

き・そろばん」である「数理・データサイ

エンス・ＡＩ」の基礎などの必要な力を全

ての国民が育む、としており、特に大学・

高専卒業者全員 50 万人／年に数理・データ

サイエンス・ＡＩのリテラシー教育を行う

としている。図２はＡＩ戦略 2019 の概要に

示された図である。

 

図２ ＡＩ戦略 2019 に示された数理・データサイエンス・ＡＩ教育改革方向 
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滋賀大学に続いて、日本でも毎年のよう

にデータサイエンス系の学部が開設されて

いる。2018 年には横浜市立大学にデータサ

イエンス学部が開設された。2019 年には武

蔵野大学データサイエンス学部及び兵庫県

立大学情報科学部が、2020 年には長崎大学

情報データ科学部が開設された。今年(2021

年)は立正大学データサイエンス学部及び

群馬大学情報学部が開設された。さらに

2023 年には一橋大学ソーシャル・データサ

イエンス学部、京都女子大学データサイエ

ンス学部、名古屋市立大学データサイエン

ス学部の開設がアナウンスされている。こ

のように、日本でもデータサイエンス系の

学部が２年後には 10 学部近くになり、いよ

いよデータサイエンティストの組織的な育

成が本格化する。 

データサイエンス系学部での教育の目的

は専門家としてのデータサイエンティスト

の組織的な育成であるが、ＡＩ戦略 2019 で

強調されているのはこの分野をより広く教

育することである。リテラシーレベル及び

様々な領域でのデータサイエンスの応用に

ついては、ＡＩ戦略 2019 に示されている認

定制度の発足により弾みがついてきている。

今年度より「数理・データサイエンス・Ａ

Ｉ教育プログラム認定制度（リテラシーレ

ベル）」がはじまり、８月までに 78 大学の

教育プログラムが文部科学省より認定され

た。申請にはカリキュラムの整備などの準

備が必要とされるため、今後も順次認定を

申請する大学が増えていくものと考えられ

る。また、認定されたプログラムの中から、

先導的で独自の工夫・特色を有するものが

「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プロ

グラム（リテラシーレベル）プラス」とし

て 11 件選定された。幸い、滋賀大学も「プ

ラス」の認定を受けることができた。 

今年度開始されたのは図２におけるリテ

ラシーレベルの教育プログラムの認定であ

る。来年度にはその上の「応用基礎」レベ

ルの教育プログラムの認定が予定されてい

る。 

３．滋賀大学データサイエンス学部及び大

学院の経緯と教育方針 

滋賀大学データサイエンス学部は 2017

年４月に１学年 100 名の定員で開設された。

滋賀大学データサイエンス学部は文理融合

教育を標榜しており、入学生の中で４割程

度が文系、すなわち大学受験において文系

の準備をしてきた学生である。女性の比率

は２割程度である。 

続いて 2019 年４月には大学院データサ

イエンス研究科修士課程を定員 20 名で前

倒し設置した。前倒しとは、学部の卒業生

がまだいない段階での設置という意味であ

る。定員をすべて外部からの入学者で確保

する必要があることから、大学院の前倒し

設置は極めてまれである。このように前倒

し設置に踏み切ったのは、さまざまな企業

から企業内のデータサイエンティスト育成

の要望が寄せられたからである。実際 2019

年の修士１期生は 23 名入学のうち 19 名が

企業派遣であった。派遣元の業種も表１の

ように様々であり、データサイエンティス

トが様々な業種で必要とされていることを

示している。 

表１ 滋賀大学サイエンス修士課程派遣 

院生の業種内訳 

 

 

 

 

 

業種 人数 

金融系 ５名 

製造系 ４名 

調査系 ４名 

IT 系 ３名 

政府系 ３名 
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さらに 2020 年４月には博士課程（定員３

名）を開設し、滋賀大学としては学部から

博士課程まで一貫したデータサイエンス教

育が完成した。なお、今年の４月には学部

の１期生のうち約２割が大学院に進学した

ため、修士課程の定員を 40 名に倍増した。

修士課程への企業派遣の傾向は今年の４月

の３期生までほぼ同様である。 

滋賀大学データサイエンス学部及び大学

院の教育方針は、データサイエンスを３つ

の要素からなると考え、それらのバランス

をとった教育を行うことである。３要素と

は、情報学、統計学及び価値創造である（図

３）。この中で情報学と統計学のスキルは理

系的であるが、価値創造の余地の大きいデ

ータは人々の行動履歴に関するデータであ

り文系的である。すなわち、データサイエ

ンスはスキルとしては理系の基礎を持つが、

その応用分野は文系あるいは社会科学系で

あるということができる。この意味で、デ

ータサイエンスは文理融合的である。 

 

図３ データサイエンスの３要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部学生にはノートパソコンを必携とし、

情報系の講義演習により、プログラミング

やデータ分析のツールに習熟させる。また

統計系の講義演習により、データ分析やモ

デリングの理論を理解させそれらを応用で

きる力をつけさせる。その上にたって、最

も重視しているのが演習を通じたデータか

らの価値創造である。価値創造を体験する

には、企業から実際の課題とデータを提供

してもらうのが望ましい。このため、滋賀

大学データサイエンス学部では企業連携を

積極的に進めている。2021 年４月１日現在

で企業等との共同研究等を含む連携は延べ

150 件以上となっている。 

修士課程においては、企業からの派遣院

生はそれぞれの企業の課題を研究しており、

学部から直接進学した院生には企業との共

同研究に加わることを勧めている。 

上に述べたように学部１期生のうち約

20 名が大学院に進学した。その他は企業等
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に就職した。新型コロナ感染拡大に伴って

企業の採用活動の遅延などがあり、１期生

の就職活動に少なからず影響があったが、

データサイエンス学部１期生の注目度は高

く、就職活動は概ね良好に進んだ。特に、

積極的にインターンシップに参加した学生

については、インターンシップ先の企業に

好印象を持たれ就職活動のエントリーを勧

められて、実際にそれらの企業に就職した

学生もいた。また 1 期生の一人は独自で起

業し地元でデータサイエンス業務を行って

おり、各種メディアにも取り上げられて非

常に注目を集めている。 

就職に関して一つの課題は、データサイ

エンス学部への求人と言っても、まだまだ

企業の人事担当者にデータサイエンティス

トとは何かということについての理解が浅

く、一般の情報系と同様の求人も多かった

ということである。その結果、情報系への

就職が半分以上という結果となった。この

点については、データサイエンティストの

人材像について企業の人事担当者に正しく

理解してもらう努力が必要である。数年後

には他大学のデータサイエンス学部の卒業

生も増えてくることから、このような理解

は進んでいくことが期待される。 

 

４．データサイエンス学部１期生の卒業研

究と修士１期生の修士論文のテーマ 

 滋賀大学データサイエンス学部及び修士

課程の教育方針は、学部１期生の卒業研究 

や修士１期生の修士論文の題目によく現れ 

ている。 

 表２はデータサイエンス学部１期生の卒

業研究のうち、各ゼミから推薦されたもの

からなる特別セッションの発表題目である。

この特別セッションには、滋賀大学と連携

している企業の方にも参加いただき、企業

の観点から採点及びコメントいただいた。

実際の研究内容も企業や自治体のデータを

用いた実践的なものが多く、参加企業から

も高い評価をいただいた。 

この特別セッションでの発表の他にも、

20 近くの企業や研究機関に、卒業研究に対

してデータを提供いただいた。 

 

 

表２ データサイエンス学部１期生の卒業研究特別セッションの発表題目 

 

実世界の仮想化に基づく高臨場 VR 型防災教育システムの開発 

事前学習済み分散表現を利用した学部オープンキャンパス向け質問応答システムの構築 

彦根市を目的地とした観光交通における鉄道利用促進のための機関選択分析 

関数データに基づく回帰モデルと農業・化学分野への応用 

テナント型商業施設における会員用スマホアプリのログデータ分析による離反防止策の検討 

自動車部品工場における機械学習を活用した異常検知モデルの構築 

平和堂の ID 付き POS データを活用したモバイルクーポンの改善 

ID 付き POS データを利用したモバイルクーポンの仕様改善に関する施策提案と効果検証 

購買履歴データを用いたモバイルクーポン配信の最適化 

2018 年７月の西日本豪雨災害のアンケートデータから分かる発見と問題点 
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次に表３にデータサイエンス修士１期生

の修士論文題目の一部を示している。修士

課程１期生のほとんどが企業派遣であるこ 

とから、実践的な修士論文が多いことは当 

然であるが、表３に示した以外にも、派遣 

元の企業課題に直接関連するために題目の

公表を控えているものもある。 

表３ データサイエンス修士１期生の修士論文題目(一部) 

 

５．まとめ 

滋賀大学データサイエンス学部は設立か

ら４年がたち、この３月に１期生を世の中

に送り出した。データサイエンス学部に対

する注目度は高く、就職状況もおおむね良

好であった。一方でデータサイエンス学部

の卒業生に対する企業の人事担当者の理解 

には十分でない面も感じられた。この点は 

今後多くの大学でデータサイエンス系学部 

からの卒業生が増えてくることによって改 

善されるであろう。 

滋賀大学データサイエンス学部及び修士

課程では、データからの価値創造を目標と

した教育を行っているが、卒業研究や修士

論文の内容からそのような教育が一定の成

果を収めたと考えている。 

連続晶析における粒度分布遷移過程の状態空間モデルによる分析 

分散表現獲得手法による類似文章の推薦 ―社内用語に対応するモデルの探索― 

コロナ禍における EBPM に資する倒産・失業関連指標の予測速報モデル 

マーケティング・リサーチにおける統計的因果探索を用いた因果仮説構築に関する研究 

機械学習を用いた調査票データベースにおける質問内容分類 

テレマティクスデータを用いた自動車事故リスク評価に関する考察 

転移学習を用いた利用者の少ない金融サービスに対する顧客予測分析 

コールセンターの応対音声品質の自動評価に向けた要素技術の研究 

関係の離脱を考慮した多項関係解析と金融商品購買予測への応用 

預金口座情報を用いた企業デフォルト予測の実証分析 

不均衡データに対する機械学習手法と税関不正検知への応用 

南海トラフ巨大地震における生活廃棄物の広域処理についての考察 

量的・質的金融緩和政策期における、上場企業の有形および無形資産投資に関するパネル

データ分析 

生存解析と機械学習手法を用いた企業の隠れ状態の推定 

プラント非定常運転時の異常検知手法の研究 

廃棄物処理施設における監視映像を対象とした異常検知 

新型コロナウイルス感染症に関する考察 

公的統計ミクロデータの利活用の促進に向けた統計的開示抑制の検討 ―事業所企業の匿

名化ミクロデータの作成に資する基礎研究― 

企業信用調査のテキストマイニングによる特定業界の判別 
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