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横浜市立大学 データサイエンス学部 

学部長 汪 金芳 

 

横浜市立大学データサイエンス学部は、

滋賀大学データサイエンス学部に続いて、

2018 年４月に誕生した２番目のデータサ

イエンス学部である。筆者は 2018 年４月

にデータサイエンス学部に赴任してから、

同僚教員と共にデータサイエンスの理念

について耐えず議論をし、文理融合や現場

重視の理念の具現化のための実践をして

きた。本稿ではこれらの議論と実践の一端

として、データサイエンスの理念や人工知

能との違いや相違点を述べた後、全学部生

向けのデータサイエンス・リテラシー科目、

課題解決形学習を中心にデータサイエン

ス学部の専門カリキュラムを俯瞰的に紹

介する。2022 年度にデータサイエンス学部

は完成年度を迎えており、現在カリキュラ

ムの改定作業も行っているが、改定の考え

方や改定後のカリキュラムについては別

の機会で紹介できれば幸いである。 

 

１．データサイエンス風景 

（１）データサイエンスと科学 

データサイエンスが一過性の現象では

なく、科学であれば、科学の作法があるは

ずである。アインシュタインやイギリスに

留学していた文豪夏目漱石にも大きな影

響を与えたとされる、カール・ピアソンが

著した「科学の文法」（The Grammar of 

Science）は科学についての基本的な見解を

与えている。例えば、「科学の範囲と方法」

について、ピアソンは、「科学の適用範囲は、

知識のあらゆる部門における真理を確か

めることである。」とし、また、「科学的方

法」は、 

１）諸事実の周到かつ精確な分類、これら 

の事実の相関関係の観察 

２）想像力の支援に基づく科学的法則の発 

見  

３）自己批判や正常な精神に対して妥当性 

を持つか否かの検証 

と述べている。ピアソンは、続けて、「科学

にとっての事実」は、現実の印象と、印象

の結合である「構成物」を、「自我の外」へ

射影したもの、と定義している。印象の機

械的、精神的結合を通じて、我々は科学の

「概念」を形成し、推論を行う。これらが、

科学の扱う「事実」である、とピアソンは

断じている。これらの考察に基づいて、ピ

アソンは、科学の法則の発見やその妥当性

の検証のために、統計学という学問は本質

的に重要であるとの結論を下している。 

データサイエンスはブームであり、社会

現象であることは間違いないが、科学とし

て定義しようとすると大変な勇気が必要

である。しかし、データサイエンスを抽象

的に定義する代わりに、教育的観点にたち

カリキュラムの構成の観点から、データサ

イエンスを構築する要素を規定すること

は比較的容易な作業である。データサイエ

ンスの諸要素を分解し、得られた「データ

サイエンス風景」を「科学の文法」を意識

して、漫画風に描いてみたのが図１である。 

 

（２）データサイエンスの対象と目的 

図１の「データサイエンス風景」の背景

には、複雑な実在の世界（葛飾北斎「群盲
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象を撫でる」）が見え隠れしている。また複

雑な世界を知ろうとして、巨大な象の様々

な局部で探ろうとしている様子も描かれ

ている。データが不十分な時代では、演繹

推論が主たる道具で、部分を観察し、仮説

を立て、全体を知る、というのが、2 千年

も続いてきたアリストテレスの演繹科学

であった。しかし、データに支配されてい

る今、科学は新たなパラダイムにシフトし

ている。世界はデータとして、デジタル空

間に「射影」されている。私たちは、ビッ

グなデータを通して、より真実な世界へ近

づける可能性が開かれている。データサイ

エンスの対象は世界全体（リアルワールド）

である。データに基づいたリアルワールド

における真理の探求がデータサイエンス

の究極の目的である。 

 

図１ データサイエンス風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）データサイエンスによる真理の探究 

の方法 

 あらゆる領域を包含するリアルワール

ドにおける問題解決を目的とするデータ

サイエンスは超領域的（transdisciplinary）学

問の性格を有する。したがって、データサ

イエンス学部という教育研究組織は、バラ

ンスの取れた様々な専門性を有する専門

家の集団で構成されることが理想である。

専門性が異なれば、見えている景色に差が

あることは自然であるが、熱気球に乗って

空から眺めてみれば、図１のデータサイエ

ンス畑の全貌が次のように見えてくるで

あろう。 

■ データサイエンスの文法：畑の真ん中

の「統計」と見える花壇は、帰納推論に

基づく、データサイエンスの文法を規

定する学問領域である。統計学は演繹

推論の基本的枠組みを与えている。デ

ータ解析は、主として、確率モデルに基
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づいて行われる。 

■ データサイエンスの武器：左側の花壇

は、深層学習を含む「機械学習（統計的

学習）」であり、画像解析や自然言語処

理に欠かせない強力な武器を提供して

いる。確率モデルに基づく統計学の思

想を取り入れるが、ビッグデータの解

析は、主として、アルゴリズムに基づい

て行われる。 

■ データサイエンスの道具：統計学や機

械学習の実装のため、必要不可欠なの

が図１の右上にある「プログラミング」

コーナである。 

■ データサイエンスの探索：本格的なデ

ータ解析の戦いに挑む前に、また分析

の結果を的確に現場に伝えるために、

データの視覚化は欠かせない。人間は

計算には弱いが、直感力に優れている

生き物である。これが図１の上にある

「データ可視化」コーナである。 

■ データサイエンスの実践：データサイ

ンエスの探究対象が現実の世界である。

座学のみのアプローチでは目的は果た

せず、様々な実践畑を提供する図１右

側の「PBL; Project Based Learning」が必

要である。PBLは学習の方法であるが、

問題解決は最終目的でもある。 

■ データサイエンスの基礎：データサイ

ンエスを根底から支える数理的基礎が

必要である。それが図１の風景の一番

下の方に見える「数学」花壇である。数

理的基礎の中で特に重要なのが、最適

化を行う際の微分、期待値を計算する

際の積分、ベクトルや行列を処理する

際の線形代数である。帰納推論の理解

に欠かせないのが確率の理解である。 

 

図１に則して、バランスの取れたカリキ

ュラムの構築が本質的に重要である。 

 

２．データサイエンスと人工知能：共通点 

と相違点 

データサイエンスはブームであり、また

社会現象である。データサイエンスの名前

を冠した学部や研究科が、雨後の竹の如く

次々誕生している。こうしたデータサイエ

ンス学部などの創設を強力に後押しして

いるのが、内閣府主導の「ＡＩ戦略 2019」１

や、「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

ログラム認定制度 （リテラシーレベル）」

の創設」２と言えよう。しかし、例えば、認

定制度にしても、データサイエンスとＡＩ

（人工知能）の区別の議論を必ずしも十分

になされておらず、曖昧なままにこの制度

のスタートを切ったのが現状である。各大

学において、特に文系学生に対して、数理

をどの程度どう教えるべきか、データサイ

エンスについて何をどう教えるべきか、そ

れともアルゴリズムを中心としたＡＩを

教えるべきか、現場では大変な迷いが生じ

ていると思われる。 

一過性の現象ではなく、学問としてのデ

ータサイエンスは、単にスキルの集合体だ

けではなく、学問の作法があるはずである。

ここでは、データサイエンスの本質を理解

するために、データサイエンスとＡＩの共

通点と相違点を見出すことが１つ生産的

方法である。ＤＳ（データサイエンス）と

ＡＩ（人工知能）の共通点と違いを表１に

まとめてみた。 
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表１ ＤＳ（データサイエンス） vs. ＡＩ（人工知能）：共通点と相違点 

 

このように、ＡＩはアルゴリズムによる

自動化を主たる目的としているのに対し

て、ＤＳはデータに関わる全ての活動に及

んでいる。そのために、ＡＩは特にロボッ

ト産業や自動化産業に欠かせない技術と

なっているのに対して、ＤＳは人間の関与

が必要不可欠なマーケティングや金融、保

険、健康、医療などの分野でより重要であ

る。ＡＩをアルゴリズム中心の技術として

定義すれば、ＤＳを統計的、計算的、人間

的視点の有機的結合として理解する必要

があろう。ＤＳを構築する最も重要な学問

は統計学であることは言うまでもない。無

い袖は振れぬように、統計学を抜きにして

データサイエンスを語ることはできない。

ただ、これまでに、統計的データ解析にお

ける現場の知識の重要性に対する認識不

足が、統計学という学問に対する幅広い誤

解の源泉となっていることは事実である。

データサイエンスは、はっきりとした応用

の文脈を求めており、超領域性の様相を呈

していて、また研究成果に対しては明確な

社会的説明責任が求められ、さらに、研究

成果の質的保証のためには従来の座学的

基準以外に質のコントロールのための追

加の基準が必要とされる。 

 ＡＩは技術的な側面が強い。一方、デー

タサイエンスは、新たな知識（価値）生産

（創出）モデルとして、生物多様性の保全

と健全な生態系の維持を主な目的とする

「保全生態学」３のように、モード２科学４

として整理するとスッキリするかもしれ

ない。紙面の関係でモード２科学としての

データサイエンスについてのさらなる議

論は割愛するが、モード１科学とモード２

科学の比較を表２にまとめた。 

 

項目 ＤＳ（データサイエンス） ＡＩ（人工知能） 

領域の広がり データに関わる全ての活動 アルゴリズムによる自動化 

データの種類 構造化データ、非構造化データ 構造化データ 

応用領域 
マーケティング、金融、保険、健康、

医療、検索エンジン 
ロボット産業、自動化産業、健康、医療 

得意なタスク 可視化、予測、分類、解析 予測、分類 

使用する手法 統計モデル アルゴリズム 

ツール R, SPSS, SAS 
Python, TensorFlow, Keras, 

Scikit-learn 

主な目的 
データの背後にある構造探索によ

るビジネスにおける価値創造 
処理の自動化による経済的効率性の追求 

説明可能性 ホワイトボックス ブラックボックス 

転職 ＡＩへの転職は容易 ＤＳへの転職は困難 

年棒 （米国での平均）1,400 万円 （米国での平均）1,400 万円 

歴史 
近代統計学：18 世紀 

データサイエンス運動:60 年代 

第一次ブーム：1960 

第二次ブーム：1980 

第三次ブーム：2012 

科学か 科学 技術 



121 

 

表２ モード１科学 vs. モード２科学５ 

 

３．横浜市立大学データサイエンス学部の 

実践 

（１）全学教養教育：データサイエンス・ 

 リテラシー 

横浜市立大学では、データサイエンス学

部が開講した「データサイエンス・リテラ

シー」という科目を、2019 年度から全学の

学部生が履修できる科目として開設した。

データサイエンス・リテラシーは、データ

に基づく思考力の涵養を身につけること

を目的として、幅広い展開を想定して、統

計検定２級程度の内容に準じた構成とな

っている。より具体的学修目標を次の様に

設定した。 

１．「データ駆動型社会」では、目的のため 

に適切なデータを選び、使用すること 

ができる。 

２．データを表現する基本的なグラフを理 

解することができる。 

３．データ解析の結果から得られた情報を 

批判的に吟味できる。 

４．適切なデータ解析のツールを選択する 

領域 モード１ モード２ コメント 

問題の設定 

内在的。専門分野内部で

生まれる理論上の欠陥、

矛盾の解消。より高度な

理論体系の形成 

外在的。社会、企業など

実際場面に起こった問題

の解決。ミッション・オ

リエンティド 

 

最終目標 
理論的完成度、ディシプ

リ内の価値の向上 
社会的問題の発見・解決 

 

研究組織体制 

制度的に安定している組

織体制 

大学以外の研究機関、シ

ンクタンク、政府、非政

府組織。分野横断的 

 

他分野との関係 

単一のディシプリン内部

での解決。同輩集団内部

での自己完結性 

異分野間のコミュニケー

ションが必要となる 

 

研究成果の評価 
その専門分野での高度化

への貢献 

社会からの期待にどれだ

け応えたか 

 

評価基準 同輩集団によるレフリー 
社会の期待をどれだけ満

たすことができたか 

 

社会状況 
投入資源量の拡大、規模

の経済 

投入資源量の減少、スト

ックの利活用 

Society5.0 をけん引

する学問は、伝統的な

ディシプリンとは異

なる 

基礎研究 純粋基礎研究 
社会状況の理解に係る 

基礎研究 

モード２の基礎研究は

モード１の基礎研究と

は本質的に異なる 

例 
核物理、電気、機械、金

属、化学 

保全生態学、原子力工学、

安全学、デザイン学、デ

ータサイエンス 
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ことができる。 

５．データの誤用または悪用に気づくこと 

ができる。 

６．データ力の弱い人にデータに含まれる 

情報を効果的に伝達できる。 

「データサイエンス・リテラシー」科目

の学びの流れと展開は、この目標に沿って

構成されたものである。 

 

「数理・データサイエンス・ＡＩ（リテ

ラシーレベル）モデルカリキュラム～ デ

ータ思考の涵養」６と「数理・データサイエ

ンス・ＡＩ（応用基礎レベル）モデルカリ

キュラム」７が順次に発表されたことを受

けて、「データサイエンス・リテラシー」を

どのように発展させていくか、全学の共通

教養の中での議論を通して、方向性を見出

すことが今後の課題である。 

 

（２）データサイエンス学部部専門科目カ 

リキュラム 

データサイエンス風景の節でも紹介し

たが、データサイエンスは、数理的基礎、

統計学、機械学習、プログラミング、社会 

展開などに分解することができる。横浜市

大データサイエンス学部専門科目は、アル

ゴリズム系と統計系に分類されているが、

数理的基礎はこの両方にまたがっている。

プログラミングや機械学習関連の科目は

アルゴリズム系に整理され、統計学やデー

タ解析演習や社会展開科目は統計系に整

理されている。 

カリキュラム表にないが、一年生の前期

にゼロ単位の必修科目である「データサイ

エンスセミナー」がある。産業界の最前線

で活躍しているデータサイエンティスト

を呼び、データサイエンスの現実社会にお

ける活用の状況を紹介している。 

（３）PBL（問題解決型学習; Problem Based 

 Learning） 

データを読み解くために必要な数理や

統計の基礎的な知識をはじめ、社会で不可

欠なコミュニケーション力や、イノベーシ

ョンを起こす発想力、次世代に通用するビ

ジネス力を養成し、社会的価値を創造でき

る人材を育成することを、横浜市立大学デ

ータサイエンス学部の教育の目標として

掲げている。この目標を達成するために、

従来の統計教育などにおける大きな問題

点の１つとして、データの発生現場の重要

性に対する認識不足が指摘されている。 

横浜市立大学データサイエンス学部は

文理融合と現場主義の具現化として、座学

的演習科目に加え、学部３年生全員に対し

て、夏休み期間を利用する PBL 実習をカリ

キュラムに有機的に取り入れている。PBL

実習で、正解のないビジネスや行政の課題

を通して問題解決へのアプローチの方法

を身につけることを指向する問題解決型

学習（Problem-Based Learning）の一環とし

て、企業や公共団体の業務現場での実際の

課題解決プロセスを体験させる。データを

中心に見据えた課題解決の目標を持つ PBL

は、従来のインターンシップとは異なる性

格を持つ。PBL 実習はゼミの一環として行

われ、単独の単位の付与はしていない。PBL

実習先として、横浜市立大学と産学連携協

定を結んでいる企業の他、協定を結んでい

ないが上述の趣旨に賛同した多くの企業

からも協力を得ている。 

 PBL 実習を設計する際に、まず企業の業

務を「課題解決型業務」と「関連する業務」

に分類することから出発した。課題解決型

業務とは、課題の置かれた状況に関するデ

ータに基づいた客観的な認識や、課題解決

のためのアイデアの効果をデータを用い
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て検証する業務などを想定する。一方、関

連する業務とは、課題の整理や解決アイデ

ア出しのブレーンストーミング、課題に関

する情報収集など、データそのものを直接

に利用した分析以外の、主として課題解決

プロセスに関わる業務を想定する。表３の

ようにこの２つの業務類型をさらに５つ

のタイプに細分化した。 

 

表３ PBL の類型と内容 

 

表３で示した PBL の類型と内容に沿っ

て、PBL 実習実施計画書テンプレートを設

計し、PBL 実習先に送付して、協力企業の

担当者に、想定される PBL 類型や実習内容

をはじめ、スケジュール、期待スキル、事

前学習内容を記入してもらっている。期間

に関しては、一週間（５日）から三週間（15

日）を想定している。企業から回収した計

画書テンプレートを学生に開示し、希望調

査を行う。標準的な PBL の流れは、表４の

実習業務フェーズを想定した。 

 

表４ 標準的 PBL の流れ 

 

表４の PBL の流れは、おおよそ反省的思

考に基づくデューイの５段階仮説 (John 

Dewey’s structured reflective thinking) に沿

ったものであると考える。 

 PBLの類型 PBLの内容 

１型 課題解決追体験型 
ある程度正解がわかっていて、過去にトライし実績のある課題の

解決プロセスを追体験させる 

２型 課題解決現在進行型 

現在取り組んでいる課題に、メンバーとして参加させてもらい、

課題解決プロセスの中で自己の能力発揮機会を見つけて貢献を

体験させる 

３型 課題未着手型 

リソース不足や優先順位の関係で未着手の課題解決をテーマと

して課し、自発的に取り組み、そのプロセスや結果にアドバイス

や評価を受けさせる 

４型 課題理解型 

課題解決プロセスまで踏み込めないものの、社会状況や業界ドメ

イン固有の事情などの情報を収集・整理して学び、与えられた課

題の困難さやその困難さの理由を深く理解するところまでを経

験させる 

５型 その他 
上記以外の類型で、業務においてデータサイエンスの教育に資す

ると考えられる業務での実習をさせる 

１ 課題の理解 実習先企業の抱える課題の理解し、必要な業務ドメイン知識を獲得 

２ アイデア出し アクショナブルな解決策のアイデア出し 

３ データの収集 解決策の効果の定量的評価に必要な利用可能データを収集 

４ データの分析 分析し、予測定式化し、分析効果（価値）の見積もり 

５ 結果の提案 提案書作成とプレゼンテーション 
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表５ デューイの５段階仮説(Dewey’s structured reflective thinking) 

 

 

コロナ禍の 2020 年度と 2021 年度は基本

的にオンラインで実施し、またオンライン

で報告会を行った。 
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１ 問題の認知 困難を漠然と自覚し、不安や混乱を感ずる段階 

２ 問題の明確化 学習・思考・観察により問題の所在を明確にする段階 

３ 仮説(解き方)の提案 
明確にされた問題を解決するために、可能と思われるいくつかの仮

説や見通しを立てる段階 

４ 仮説の練り上げ 仮設が妥当なものかどうかを推理によって検討する段階 

５ 提案の評価 
妥当と考えられた仮設や提案を、社会への実装などにより有用性を

検証する段階 


