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はじめに
　滋賀大学では、日本におけるデータサイエンティスト育成
の観点から、2017年4月に日本で最初にデータサイエンス学
部を設立いたしました。また、PwCあらた有限責任監査法人
と、データサイエンスの分野に関する研究について協定を締
結し、連携と協働を進めていくこととしています。
　本稿では、データサイエンスという分野の特徴やその重要
性、わが国におけるデータサイエンス分野の現状と課題につ
いてのご紹介と合わせて、私たち滋賀大学が目指すデータサ
イエンティスト育成の方向性、および期待している経済活動
への効果や将来像について紹介します。

1 滋賀大学データサイエンス学部の経緯

滋賀大学データサイエンス学部は、データサイエンス分
野の日本初の学部として本年 4月に開設され、定員 100名
に対して新入生 110名を迎え入れることができました。長ら
く教育学部と経済学部の 2学部体制だった滋賀大学は、以
前より第 3学部構想を持っていましたが、データサイエンス
に対する社会からの需要の急激な高まりを背景として、佐
和隆光前学長のリーダーシップの下、2014年からデータサ
イエンス学部新設構想を打ち出しました。そして2年半ほど
の短い準備期間で新学部を設立することができました。

データサイエンス学部構想がこのように短期間で実現し
たのは、この分野での日本の立ち遅れが最近になって強く
認識されるようになったからです。例えば、科学技術イノ
ベーション総合戦略 2015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
て少ないという危機的状況」としています。また日本再興戦
略 2016では「ビッグデータ時代を迎え、データの利活用に
より付加価値を生み出す新事業・新サービスの創出が重要、
第 4次産業革命を支える基盤技術：AI、ビッグデータ、IoT
など」としています。文部科学省も、滋賀大学の新学部構想
を、「人文社会系大学から文理融合型大学への転換に向け
た先行モデルを提起」するものとして2015年度の国立大学
改革強化推進補助金の事業に選定し、構想を後押ししてく
れました。

私自身は、2014 年末に佐和前学長より新学部設立の中
核となってほしいとの依頼を受け、2015年 5月より前職の
東京大学と滋賀大学との併任を開始しました。そして、
2016年 4月には、新学部に1年先行して設置されたデータ
サイエンス教育研究センターのセンター長として滋賀大学
専任となり、新学部の準備やセンターのプロジェクト研究の
体制整備に携わりました。
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2 データサイエンスにおける日本の立ち遅れ

データサイエンスはいわゆる「ビッグデータ」を対象とする
新しい学問分野です。コンビニのポイントカード、インター
ネットの通信販売、スマートフォンを用いたメッセージ交換
などの利用により、大量かつ多様なデータがコンピュータ
ネットワーク上に蓄積されるようになってきました。このよう
なビッグデータの蓄積は比較的最近のことであり、ここ10年
ほどで世の中の情報インフラがすっかり変わってしまったよ
うに思われます。これにより、これまでの出版業やマスコミ
なども大きな影響を受けています。このビッグデータをうま
く利用して、そこから価値を引き出し新しい魅力的なサービ
スを生み出した企業が世界的に成功しています。動画のオ
ンデマンド配信なども一般的となってきました。これらの企
業は、消費者行動に関するデータを蓄積し、データを分析
することによってさらに新たなサービスを生み出すことに
よって成長しています。インターネットの通信容量と速度の
増大により、国外との通信も大容量かつ高速となっており、
データを蓄積するストレージコストの低下とも相まって、い
わゆるクラウドサービスのようなサービスは国境と無関係に
展開されています。そのようななかで、日本企業の存在感は
薄く、日本はこの分野で大きく立ち遅れているのが現状で
す。

このような現状を理解するには、ビッグデータを鉄鉱石や
原油のような新たな経済的資源と考えることも有用です。す
でに挙げた消費者の購買行動のみならず、多くの経済的な
取引がネットワークを通じてデジタルの形で行われるように
なってきている現状のなかで、それらの取引記録を集積し
たビッグデータから多くの情報が得られ、ビッグデータが付
加価値の源泉となり得ることは明らかです。しかしながら、
データサイエンスの現状について企業の方々から状況を伺
いますと、日本の多くの企業では最近になって多量のデータ
が取れるようになっているものの、それをなかなか生かし切
れていないというのが現状のようです。データを生かせな
い主な原因は、データ分析のできる人材（データサイエン
ティスト）の不足にあると思われます。このような状況では、
データという宝の持ち腐れです。一方、ビッグデータを活用
して世界的に成功している企業では、データサイエンティス
トを大量に採用し、最近のキーワードとなっている人工知能
技術をはじめ、ビッグデータからの価値創造のための技術
開発に巨額の投資を行っています。日本との差はますます
広がっているといってもよいでしょう。

3 統計学分野の現状

ここで、私の専門である統計学の分野につきまして、諸外
国特にアメリカと日本の状況を比較してみましょう。日本に
はこれまで統計学を専門に教える学部は存在していません
でした。これに対して、アメリカでは 100程度の学部・学科
があり、さらに大学院レベルでは生物統計専攻が多く存在し
ます。イギリスでも50程度、韓国にも50程度の学部・学科
があります。今年の 1月に滋賀大学で開催した国際研究集
会における中国人民大学の袁卫（YUAN, Wei）教授の講演
によれば、中国では統計学部・学科はすでに300以上あり、
さらに増えつつある現状とのことです。このように、アメリカ
と中国の間に挟まれて、日本は極めて特異的な状況になっ
ています。

以下の図表1はアメリカでの統計学あるいは生物統計学
の学位授与数の推移です（アメリカ統計学会ニュースレター 
2016年 10月号より）。修士号が年間 3,500名程度、学士号
が年間 2,500名程度、授与されていることがわかります。そ
れより顕著なのは、最近の伸びの速さです。日本では、滋賀
大学で4年後にようやく100名の学士卒業生を送り出します
が、統計学の分野で日米の差は開く一方といっても過言で
はありません。中国でも同様の状況です。

このようにアメリカや中国で統計学の学位の人気が上がっ
ているのは、IT系の著名な企業などがこの分野の人材を必
要としており、人材の需要が非常に大きいからです。経済誌
Forbesには、給与や職場の満足度などに基づきさまざまな
分野の修士号のランキングが定期的に掲載されています
が、2016年の結果では 1位が生物統計学、2位が統計学、
となっています。これは 2016 年のみの結果ではなく、ここ
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図表1：アメリカにおける統計学および生物統計学学位授与数
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数年統計学関連の修士号のランクほぼトップの状況で推移
しています。そして、アメリカにおいてはこのような社会的
需要は例えば初任給にも直接反映され、需要の多い分野へ
学生がシフトしていきます。日本の採用慣行にはメリットも
多いですが、新しい分野への人材のシフトという側面では
保守的な側面が強いといえます。ただし、データサイエンス
に関しては日本でもようやく状況が変わりつつあり、データ
サイエンティストの中途採用については、人材の獲得競争
が生じており「人がとれない」といわれています。

4 滋賀大学データサイエンス学部の
育成人材像

以上で、データサイエンス分野の日本の遅れについて説
明してきましたが、ここからはこのような状況を打開するた
めに、滋賀大学データサイエンス学部がどのような人材育
成を考えているかについて述べていきます。育成人材像の
明確化は、日本初のデータサイエンス学部構想を文部科学
省に提出するためにも必須の作業でした。

データサイエンスはビッグデータを対象とする新しい学問
分野ですが、教育内容の全てが新しいというわけではありま
せん。データサイエンスの要素技術は統計学と情報学です。
統計学をデータアナリシス、情報学をデータエンジニアリン
グと呼んでいます。統計学は歴史のある学問分野ですが、
そのなかでもコンピュータを多用する比較的最近の手法が
データサイエンスにとって重要です。情報学についても、情
報学一般というよりは、データベースなどのコンピュータに
よるデータ処理の技術が重要です。これらの要素技術は、
理系的なものであるということができます。

一方で、データサイエンスの対象であるビッグデータのう
ち、価値創造の余地の大きいデータは、比較的最近になっ
て直接観測できるようになった人々の購買履歴やインター
ネットの閲覧履歴などの人間の行動に関するデータです。
従って、データサイエンスの応用分野は主に文系的である
ということができます。

もっとも、遺伝子情報や気象データなどの理系的な分野
のデータもビッグデータとして重要であり、ビジネスの観点
からも、遺伝子情報を用いた新たな健康管理サービスなど
が提供されるようになっていることに注目する必要がありま
す。実は、最近では文理を問わず非常に多様な分野でデー
タが得られるようになっており、文理という区別自体にあま
り意味がないとも考えられます。データ自体を出発点とする
観点から、特定の分野のデータのみを扱うのではなく、複数
の分野の多様なデータを自由に組み合わせる発想のほうが
有用です。このように、データサイエンスはすぐれて文理融
合的な分野といえます。

5 データサイエンスの3要素

以下の図表2は滋賀大学データサイエンス学部の人材育
成の考え方を説明する際に用いている概念図であり、「滋賀
大モデル」と呼んでいます。理系的なデータアナリシスと
データエンジニアリングの基礎の上に、データから新たな知
見を得て、ビジネスや政策などの文系の領域で現場の意思
決定にも生かせるような価値創造を重視している点が、滋
賀大学データサイエンス学部の特徴です。データアナリシ
ス、データエンジニアリング、価値創造の 3つの要素をデー
タサイエンスの3要素と呼んでいます。

滋賀大学データサイエンス学部に入学する学生は、まず
1 年生のうちにデータアナリシスとデータエンジニアリング
の基礎的なスキルを身につけることが要求されます。また、
これらに必要な数学も学ばなければなりません。これらの分
野に苦手意識を持つ新入生もいると思われますが、これら
は価値創造のための道具であり、その先の応用を見据えて
学び勉強することにより、勉学のインセンティブを保つこと
ができるよう配慮しています。そして、これらのスキルの上
に、価値創造力、すなわち社会の実際のデータを分析し有
用な情報を引き出すことのできる力、を身に付けて社会に
巣立っていくことを期待しています。このようにデータサイエ
ンスの 3つの要素をバランスよく身に付けた人材が望ましい
データサイエンティストです。滋賀大学データサイエンス学
部は、日本初の本格的・体系的なカリキュラムによりデータ
サイエンティストを育成していきます。

実際にはデータサイエンスの 3要素を学部段階で全て深
く習得するのは困難です。特にデータアナリシスとデータエ
ンジニアリングの最先端の手法やアルゴリズムの習得や研
究開発は、大学院レベルの内容となります。しかしながら、
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図表2：データサイエンスの3要素
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データサイエンス学部の卒業生は、データサイエンスの 3
要素をバランスよく身に付けていることが重要です。これ
は、日本の企業においてデータサイエンティストが置かれて
いる現状が一つの理由となっています。

実は、アメリカにおいては、理系的な要素技術であるデー
タアナリシスとデータエンジニアリングのスキルがあれば、
データサイエンティストとして企業で十分活躍することがで
きます。それは、企業側にそのような人材を生かせるような
チームがすでに存在するからです。一方、日本では、長いこ
と統計学が中等教育や大学教育においてあまり教えられて
いなかったという事情もあり、データ分析の結果をそのまま
数字で示しても、企業で有効に活用されるとは限りません。
データ分析の結果を根拠としつつも、現実の課題に対して
具体的な改善方法を示すなど、価値創造を含めたコミュニ
ケーション能力が求められます。従って、日本のデータサイ
エンス教育では価値創造の部分をいかにカリキュラムの上
で充実させるかが重要です。

6 価値創造教育のための企業等との連携

価値創造を大学教育で実現するのは実は容易なことでは
ありません。企業秘密や個人情報の問題があり、企業が実
際に扱っているデータを大学教育でそのまま用いることが
困難だからです。このような困難はあるものの、学生がデー
タからの価値創造を身に付けるためには、個人情報の秘匿
などの適切な処理を加えた上で、企業や地方自治体の実際
のデータを学生が分析する経験を積むことが重要です。こ
のため滋賀大学データサイエンス学部では、経済学部の OB
会の支援なども得て、さまざまな企業や自治体と連携してい
ます。このような連携活動は新聞等でもしばしば報道される
ようになりました。特に、3月2日には日本経済新聞社との共
催で日経ユニバーシティー・コンソーシアム「データサイエ
ンスが拓く未来フォーラム 2017」を日経カンファレンスルー
ムにて開催し、その内容は 3月24日の日本経済新聞朝刊の
全面記事として紹介されました。滋賀大学のデータサイエン
ス学部のカリキュラムにおいては、実際のデータを用いた
実習を重視しており、1年生のデータサイエンス入門演習か
ら4年生の卒業演習まで、学生は 4年間を通して一貫した演
習でデータ分析の成功体験を積むことができます。

7 逆Π型人材の考え方
　
図表2では、データアナリシスとデータエンジニアリング

が図の上側にありますが、これらを基礎的なスキルと見る

と、図表2の上下を反転して、図表3のように図の下側に示
すほうが「基礎」としては適切です。図表3の「データサイエ
ンスの専門知識とスキル」はデータアナリシスとデータエン
ジニアリングを示します。滋賀大学データサイエンス学部の
カリキュラムでは、これらのスキルを先に学び、その上でさ
まざまな分野のデータから価値創造を経験する流れとなっ
ています。図表3では、それぞれの応用分野（固有の専門領
域）を縦棒で表しており、学生には複数の領域を経験させる
こととしています。図表3の形は、ギリシャ文字のΠ（大文
字）を逆さまにしたように見えます。育成人材像として、デー
タサイエンスの専門知識とスキルを基礎として、その上にさ
まざまな領域のデータを扱うことのできる人材を「逆Π型人
材」と呼び、滋賀大学の育成人材像を説明するときのキー
ワードとしています。

 

8 横串の手法と縦串の手法

図表3では、統計学や情報学からなるデータサイエンスの
スキルを横棒で表していますが、これは統計学や情報学が
多くの分野で共通に用いられる汎用的あるいは「横断的」な
手法であることに対応しています。例えば統計学では、回帰
分析という一つの手法が、経済学でも医学でもほぼ同様の
形で用いられます。数学は、さらにより基本となる横串の手
法です。このように、多くの分野で共通に用いられる手法を

「横串の手法」と呼ぶことにします。これらに対して、それぞ
れの固有の専門領域や、それらの分野で用いられる手法を

「縦串の手法」と呼ぶことにします。日本の教育では、理系と
文系の区別など、これまで縦割りの考え方が強かったといえ
ます。そして、統計学などの汎用的な手法は「後から必要に
応じて勉強すればよい」と考えられてきました。これが日本
で統計学部や学科が存在しなかった一つの理由となってい
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ます。縦串の固有の領域は、それぞれの独特の考え方や概
念を持ちます。そのような個別分野の専門性は重要なもの
ですが、一方で分野の固定化を生む傾向もあります。それ
に対して、横串の手法は新たな分野にも応用できる柔軟性
があります。ここで重要な点は、最近のイノベーションには、
縦串より横串の手法のほうが、より貢献が大きいと思われる
ということです。この観点からは、逆Π型の人材は、今後よ
り求められる人材であると考えられます。

9 データの流通の重要性

もう一つ論点として考えておくべき点は、データの流通で
す。すでに述べたように、日本でも多くの企業でデータが取
れるようになっています。しかしながら、インターネットで大
きな成功をおさめている世界的な企業のデータ集積力と比
較すると、規模が圧倒的に小さく、ビッグデータという資源
を少数の企業が独占するような状況が生じています。このよ
うな状況を打開する一つの方法は、個々の企業の持つデー
タを流通させる仕組みや「データのマーケット」を作ることで
す。データの流通が図れれば、資源の独占のような状況を
緩和することが可能となると考えられます。

10 滋賀大学データサイエンス学部の今後

滋賀大学データサイエンス学部の人材育成の考え方やモ
デルは、社会から高く評価されています。昨年 12月には文
部科学省の「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」の
6拠点校の一つとして、北大、東大、京大、阪大、九大ととも
に選定されました。これも滋賀大学のデータサイエンス学部
の体系的かつ本格的なデータサイエンス教育の方向性が評
価されたためです。6 拠点の申請内容は以下の表のように
なっています。

滋賀大学データサイエンス学部が注目されていることもあ
り、他の大学でのデータサイエンス学部構想なども多く発表
されるようになってきました。今後さらに多くの大学がデー
タサイエンス教育を充実してくると予想されますが、先行者
利得を生かし、滋賀大学はこの分野のトップランナーであり
続けることを目指しています。

滋賀大学は学部を先に新設しましたが、今後は大学院
データサイエンス研究科の設立も目指しています。研究科
を設立する目的の一つとして重要なのは、社会人の再教育
です。企業の方とお話ししていると、データサイエンスに対
する社会的な需要の大きさを実感します。企業の担当者は、

「最近データがたくさん取れるようになったがまだまだ活用
できていない」「データサイエンティストがぜひ必要だ」とい
われることが多いです。そして企業内の人材の再教育につ
いても問い合わせが多くなっています。社会人再教育のた
めにも、大学院の早期設置の準備を始めているところです。

特別寄稿：日本におけるデータサイエンティスト育成の必要性

図表4：「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」拠点大学選定校一覧

No 大学名 事業名

1 北海道大学 数理的データ活用能力育成特別教育プログラム
～データサイエンスセンター（仮称）の設置～

2 東京大学 数理・情報教育研究センターの設立

3 滋賀大学 データサイエンス教育の全学・全国への展開
－データリテラシーを備えた人材育成に向けたカリキュ
ラム・教材の開発－

4 京都大学 データ科学イノベーション教育研究センター構想
－21世紀イノベーションを支える人材育成－

5 大阪大学 数理・データ科学の教育拠点形成

6 九州大学 九州大学「数理・データサイエンス教育研究センター（仮
称）」構想

竹村 彰通 （たけむら あきみち）

滋賀大学
データサイエンス学部 学部長
1976年3月 東京大学経済学部卒業
1978年3月 東京大学大学院経済学研究科修士課程修了
1982年9月 米国スタンフォード大学統計学部 Ph.D. 取得
 スタンフォード大学統計学科客員助教授、パーデュー大学統

計学科客員助教授を経て
1984年6月 東京大学経済学部助教授
1997年4月 同教授
2001年4月 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
2016年4月 滋賀大学データサイエンス教育研究センター長
2017年4月 滋賀大学データサイエンス学部長

出所：文部科学省ホームページ
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