
教科等 科目名等 配点

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ 300

その他

■電車でお越しの方
JR琵琶湖線（東海道本線）彦根駅西口より、
次のバス等にご乗車ください。

◎滋賀大学直行バス…約9分／100円
　　土、日、祝日、年末年始は運休。
　　入学試験実施日は臨時ダイヤで運行

◎タクシー…約5分／900円程度
◎徒　　歩…約25分

（　　　　　　　　　）

交通アクセス／彦根キャンパス

総合問題

※詳しくは、募集要項をご参照ください。

※すべてのタイプの試験に対し、個人面接が実施されます。また、統計検定（3級以上）、品質管理検定（3級以上）、情報処理技術者試験（各種）、情報処理検定試験（各部門第1級）合格者
　は優遇措置があります。

＊･＊＊：詳しくはWebを参照

300

一般選抜・後期日程 （定員：20名）
以下の科目、配点での試験を実施します。総合問題では、社会や日常生活での課題をとりあげた図や表を含む文章を題材とします。
ここでは、表やグラフを読み取り、それらを用いてデータを分析し、分かったことをまとめ、その解釈について議論する能力を問います。

教科等 科目名等 配点

計

外国語

タイプⅠ データサイエンス講座受講型

▼各科目の配点は以下を予定しています。

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ 200

900

理科公民
＊＊300（100×3）

地歴数学

200

外国語
＊200

国語

200

数　学
【共通】 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）
【選択】 「①上記【共通】範囲、②数学B（確率分布と統計的な推測、③数学Ⅲ」のうちから選択

200

一般選抜・前期日程 （定員：50名）

総合型選抜 （定員：30名）

入試 Information （定員：100名）

大学入学共通テスト（新テスト）

個別学力検査等

以下の科目、配点での試験を実施します。

滋賀大学彦根キャンパスで開講するデータサイエンス講座の受講を必須とする総合型選抜

タイプⅡ オンライン講座受講型
滋賀大学データサイエンス学部がWeb配信するMOOC（Massive Open Online Courses）
教材の視聴を必須とする総合型選抜

タイプⅢ 実績評価型
全国規模で開催されるデータ分析やプログラミングに関するコンペティション等への参加経験者
を対象とした総合型選抜

本学部本学科では、総合型選抜、一般選抜・前期
日程、後期日程ともに大学入学共通テストの成績
を利用します（総合型選抜においては、一定の学力
達成度を確認するために利用します）。
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京都方面

新快速停車 JR
彦根駅 米原方面

N
ロータリー5

名
神
高
速
道
路

▲
至
米
原

至
大
津
▼

彦根城
●

琵琶湖

●彦根東高校●彦根東高校

●
彦根市立
中央中学校

　●
彦根市立
病院

市役所
●

近江
鉄道
本線

ベ
ル
ロ
ー
ド

滋賀大学
（彦根キャンパス）

彦根IC

南彦根

●
千鳥ヶ丘公園

（
東
海
道
本
線
）

JR
琵
琶
湖
線

東
海
道
新
幹
線

彦根口駅

ひこね
芹川駅

彦根駅

馬場1丁目

長曽根町北

馬場2丁目 松原橋

船町

城町2丁目東

本町２丁目

本町 1丁目

京橋

外町

原町

古沢町

銀座町

地蔵町

京町東

京町

大東町南

国立大学法人 滋賀大学　データサイエンス学部事務室
〒522-8522  滋賀県彦根市馬場一丁目1番1号　TEL：0749-27-1045　FAX：0749-27-1132

ホームページ

www.ds.shiga-u.ac.jp

データサイエンス学部



データ
サイエンス
とは？

データ
サイエンス
とは？

データ
サイエンス
とは？

データ
サイエンス
とは？

情報通信技術の発達により、世の中の膨大な

情報は日々インターネットに蓄積され、ビッグ

データとなっています。このビッグデータとさ

まざまなデータを対象とする学問がデータサ

イエンス。現在、データサイエンスは国際競

争力の源と考えられており、ビッグデータの

利活用による新たな価値創造とその無限の

可能性に、世界中が期待を寄せています。

情報通信技術の発達により、世の中の膨大な

情報は日々インターネットに蓄積され、ビッグ

データとなっています。このビッグデータとさ

まざまなデータを対象とする学問がデータサ

イエンス。現在、データサイエンスは国際競

争力の源と考えられており、ビッグデータの

利活用による新たな価値創造とその無限の

可能性に、世界中が期待を寄せています。

データサイエンスが活用されているのは、もちろんスーパーだけではありません。スポーツ、
ビジネスなどあらゆる業界への応用が今後ますます広がっていくと考えられています。では
どんな例があるのでしょうか。QRコードからマンガ＆解説を要チェック！

データサイエンスが活用されているのは、もちろんスーパーだけではありません。スポーツ、
ビジネスなどあらゆる業界への応用が今後ますます広がっていくと考えられています。では
どんな例があるのでしょうか。QRコードからマンガ＆解説を要チェック！

笛田 薫 教授

D D DATA
D D DATA
D D DATA
D D DATA
D D DATA
D D DATA
D D DATA
D D DATA

くわしくは
コチラ！

先生の解説あり！

レジの売り上げを分析し購買行動を売上につなげる！

01 02

あらゆる分野で今、データサイエンスが
必要とされている!!

あるスポーツチームが…

わたしが
解説します！

ある鉄道会社では… ある海運会社が…

DATA SCIENCE

デ ー タ サ イ エ ン ス でデ ー タ サ イ エ ン ス で 世界は こ う変わ る！世界は こ う変わ る！

Faculty of Data Science

Professor

Kaoru Fueda

レジの売り上げ記録はPOS（販売時点情報管理システム）データとしてサーバー

に蓄積されています。このデータを分析すると「紙おむつを買いに来る男性は、

同時にビールも買う」といった意外な購買行動を発見することができます。従来

は飲料、食品、衛生消耗品などの商品分類ごとに陳列していましたが、消費者の

購買行動に応じた配置にすることで消費者の利便性を高め、結果として売り上げ

増につながる効果があります。



STUDENTS’ VOICES  

大学では社会で確実に活かせる分野を習得したかった

ので、データサイエンスを学べることが入学の理由です。

現役のデータサイエンティストの方による講義やインター

ンなどを通じて、データが社会のあらゆる分野に応用で

きることを知り、学びへの意欲が一段と増しています。

もっとも興味があるのはテキストマイニング。小説や

Twitterのリツイートなどの言葉を分析するのですが、

データから人の心理を探ったり、マーケティングに活かし

たり、可能性が広がっていきますね。心理学や経済学と

いった文系のカリキュラムも学び、日本初のデータサイエ

ンス学部出身者として羽ばたきたいです。

榎 光優さん
4年　桃山高等学校（京都府）

情報・コンピュータの分野に興味があり、文系の自分でも

受験して学べることから進学を決めました。解析学や線

形代数といった科目は正直にいうと難しいですが、先生

の指導や理系のクラスメイトのフォローもあり、数学の世

界にも好奇心が高まっています。一方、プログラミングや

アルゴリズムなどの科目は、データサイエンスを学んで

いるという高揚感もあり、おもしろいですね。夢は玩具

メーカーに就職し、商品開発やマーケティングに携わる

こと。この学部でデータ分析という理系的素養と、価値創

造という文系的素養の両方を習得し、即戦力として活躍

したいです。

細川 寛司さん
3年　済美高等学校（愛媛県）

2014年、サッカーワールドカップで優勝したドイツが対

戦国のデータを専任アナリストが分析し、活用したという

新聞記事を目にし、スポーツデータに関心を持つように。

データ分析能力を身につけられる日本初の学部であるこ

とから入学しました。分析の視野を広げる文系科目の授

業や実践の場も多く、全国の情報系学部の学生が集う

「スポーツデータ解析コンペティション」に参加。バスケッ

トボールのポゼッションから見る試合の要因を分析しま

した。自分の考えた仮説が結果として現れるのがデータ

分析の醍醐味ですね。将来はサッカーのデータ分析の仕

事に就くことを考えています。

小西 秀明さん
4年　海南高等学校（和歌山県）

高校では理系でしたが、興味範囲は文系。文理に分けら

れてしまうことに疑問を感じていたので、文理融合の

データサイエンス学部は私に合っていると入学しました。

ビッグデータ、AIといった「最先端」を学べることは刺激

的で、学部生の誰もが自ら学ぶ意識が高いこともモチ

ベーションになっています。自宅の温度・湿度を計測して

データ分析するなどデータサイエンスを身近に感じられ

る演習も楽しいですね。文系の領域にもデータが活用さ

れていることを学んだことから、人の深層心理を具体的・

客観的なデータとして示し、新しい事実を明らかにして

みたいと思っています。

北村 春菜さん
3年　京都教育大学附属高等学校（京都府）

文系 出身

理系 出身

文系 出身

理系 出身

文系・理系科目の両面から

学ぶことが強みになると実感。

文理融合型カリキュラムは

私にとって理想の学びの場です。

サッカーのデータ分析に興味。

仮説が結果に現れるおもしろさ。

これからの社会で確実に役立つ

データサイエンスが魅力でした。

文理融合を掲げる本学部では、若干理系出身者

が多いものの、6：4の割合で在籍しており、教員

が苦手分野をフォローする体制も整っています。

私たちがデータサイエンスを選んだ理由。

  I   DATA  I
■ 理系出身者　60%
■ 文系出身者　40%
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竹村　日本初のデータサイエンス学部

で1期生として学んでみて、どう感じてい

ますか。

河地　プログラミングの授業が新鮮で、

データサイエンスを学んでいるという実

感がありますね。

藤山　高校時代、理系クラスで男子が大

半でしたが、データサイエンス学部は女

子が多くてうれしいです。

山下　私は文系なので数学系科目では

少し苦戦しつつも、先生が丁寧に教えて

くださるし、理系出身の友人もフォロー

してくれて助かっています。

竹村　データサイエンスでは、もちろん

理系的素養が必要です。しかし、データ

の分析・活用の発想には文系的素養も

欠かせません。日本の社会では、理系は

研究、文系は営業や経営とすみ分けをし

てしまいがちですが、データの活用が世

界的にも最重要課題となった今、この文

理分断が日本の弱点になっています。だ

からこそ、データサイエンス学部は「文理

融合」で両方できる人材を育成している

のです。それと、私は長年、統計学をはじ

め数学を研究していますが、未だ分から

ないことも多い。教科書を全部覚える、

満点を取るのではなく、目標や問題解決

に必要な要素をどれだけ理解している

かが大切だと思います。

山下　そう言っていただけると安心です。

河地　データサイエンスに関わる文系

科目も多いですよね。

山下　リサーチについて学ぶ社会調査

法は回答者の心理を掘り下げていくの

で、文系の私にとっては興味深いです。

藤山　人の心は数字では割り切れない

ので、どこまでも追求できるし、データを

通してさまざまに読み解いていけますね。

河地　実際にデータを分析している

データサイエンティストの方、データを活

用している企業の方が話をしてくださる

授業もいいですよね。データサイエンス

のリアルが見えて、すごく刺激を受けて

います。

山下　私はマーケティングに興味がある

ので、リサーチ会社の方の話が響きまし

た。授業を受けてからは、ニュースなどで

目にするリサーチについて、調査対象や

結果を示すグラフは正確か、より深く見

て、捉えるようになりました。

藤山　私は将来進む道を学びながら決

めようと思っていたので、いろいろな企

業の話をうかがえるのはありがたいです。

この業界ではこんなふうにデータが活用

されているんだということが分かって、

将来の選択肢が増えてきました。

竹村　データサイエンス学部は産学連携

にも重点を置いています。データを分析・

活用できる人材はどこも今すぐ必要で、

すぐに力を発揮してほしいわけです。その

ためにはリアルなデータを用いて、実務

的に勉強しなければ通用しません。みな

さんからすると、数式の勉強ばかりでは

つらいでしょう。理論が現実にどうつな

がっているか、1期生ということで将来の

ロールモデルが見えることが学びの意

欲向上などにも重要なので、連携にあ

たっては100以上の企業・自治体を回っ

て依頼しました。今は企業側から来校し、

講義を行ってくれますね。

河地　ここまでいろいろな企業の方が

来てくださり、授業がたくさんあるなん

て驚きでした。

藤山　竹村先生のおかげだったとは！あ

りがとうございます。

河地　インターンの募集も多いですよね。

僕は製造会社に行きました。製品や製造

ラインの特性分析、故障分析などデータ

がさまざまに活用できることを知り、視

野が広がりました。それと、単に分析する

のではなく、問題点を見つけてアプロー

チし、どう解決するかを考えることも必

要だなと。

藤山　私もそれを感じました。金融企業

のデータ分析部門に行ったのですが、全

社を挙げてデータを重視していて、その

活用方法や改善点を理系知識のない人

にも分かりやすく伝える実習をさせても

らいました。プレゼン力やコミュニケー

ション力も、もっと磨く必要があるなと思

いましたね。

山下　データサイエンス学部にはプレゼ

ンテーションの授業があるし、そういっ

た現場のニーズからも文理融合の学び

がアドバンテージになりますね。

竹村　データサイエンティストとして、み

なさんに対する社会の期待値は非常に

高く、活躍の場もどんどん広がっていま

す。私としては企業などとさらに強固な

絆を築いて、みなさんが活躍できるチャ

ンスをさらに増やしていくつもりです。ま

た、AIやIoTといった新たな分野での

データ活用をはじめ、時代の流れでデー

タの在り様はどんどん変わっていく。教

員も勉強しながら、日本初のデータサイ

エンス学部として他大学や社会をリード

したいと考えています。目標は「データサ

イエンスといえば滋賀大学」と社会にも

受験生にも定着すること。大学の格付け

などにとらわれず、ここで「最先端」を学

んで、今までにない新たな価値をデータ

から見出してほしいと思います。

山下　先生方が将来につながる機会を

たくさん作ってくださったり、大学とは思

えないほど親身に熱意を持って教えてく

ださったり、学ぶ環境は抜群です。

河地　それに学生同士も先生とも距離

が近い。こうして学部長先生と気軽に話

しているのも学部のアットホームさの証

ですよね。

藤山　先生方の思いにも応え、日本初の

データサイエンス学部出身者として社会

で活躍できるよう、これからもがんばって

いきます！

文 理 融 合 の 学 び が 未 来 を 創 る。

学部長×学生

データサイエンス学部 学部長  竹村 彰通
（左から） 山下 夏実さん 4年　虎姫高等学校（滋賀県）
 藤山 南々子さん 4年　彦根東高等学校（滋賀県）
 河地 卓哉さん 4年　岐阜北高等学校（岐阜県）
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本学部は、2017年4月に設置された日本初の本格的なデータ

サイエンス学部です。1学年100名とし、最先端の情報技術、

高度な統計手法といったスキルのほか、経済、経営等の文系

の授業もあり、幅広い能力を身につけることができます。

データサイエンスに特化した
日本初の学部。

情報学、統計学の教員をはじめ、医学、社会学分野で活躍して

きた教員、公的機関や企業での豊富な実務経験者による多彩

な教育を実施しています。ビジネス分野の第一線で活躍をして

いる方々の話を聞くことができる講義も行っています。

データサイエンスに関連する
充実の教授陣。

多くの公的機関や企業がデータサイエンスを活用し、今後の

発展を模索し続けています。本学部では多数の企業連携を

行っており、最新技術や各分野の課題を学生にフィードバック。

リアルタイムに知識を身につけ、将来へつなげます。 さまざまな領域の課題を読みとり、データエンジ
ニアリングとデータアナリシスを活用することに
よって得られた知見を、現場の課題解決や意思
決定に活かす力が求められています。

情報通信技術の進化によって
さまざまな領域で集積される

大規模データを
加工・研磨・処理するための

専門知識とスキル

大規模データを
分析・解析するための
専門知識とスキル多彩な企業との連携と

教育へのフィードバック。

価値を創造する力

所定の単位を取得することにより、社会調査士とSAS Joint Certificate 

Programの資格を取得できる予定です。また、情報処理技術者試験（基本

情報技術者試験、応用情報技術者試験）、統計検定（準1級、2級）、品質管理

検定（2級）の合格をめざしたカリキュラムです。

取得できる・めざせる資格

学部の特色

膨大なデータから未来を変える
〈価値〉を見出そう。

データサイエンスの基礎を
総合的に身につける。

実践的なデータ解析や
処理のスキルを磨く。

実データを使った演習で
問題解決力を培う。

企業との共同プロジェクトに
参加し卒業研究を行う。

データサイエンス
入門

プレゼン
テーション論

データサイエンス
実践論A

ミクロ経済学A・B、マクロ経済学A・B、簿記会計A・B、経営学、財務会計総論Ⅰ･Ⅱ、
管理会計総論Ⅰ・Ⅱ、証券分析とポートフォリオ・マネジメントⅠ･Ⅱ、計量経済学経済経営系科目

データサイエンス
実践論B

情報倫理

実践データ
概論A

実践データ
概論B

応用数学

データベース

プログラミング
設計

情報理論

情報ネットワーク

情報セキュリティ

ビジュアル  
プログラミング

パターン認識総論 データマイニング
総論

情報学特論
モバイルコン
ピューティング（ 　　　　　）

情報学特論
（人工知能）

プログラミングⅡプログラミングⅠ

情報科学概論

データ構造と
アルゴリズム

計算機利用基礎
プログラミングⅢ

ベイズ理論 シミュレーション
技法 統計学特論A

最適化理論

品質管理

時系列解析

生存時間解析

質的データ
解析入門 質的データ解析

ノンパラメトリック
解析入門

ノンパラメトリック
解析

機械学習入門 機械学習

確率論 統計学特論B

空間統計

統計学特論C

統計学特論D情報活用演習A

情報活用演習B
基礎情報活用
演習B

基礎情報活用
演習A

多変量解析入門

回帰分析

統計数学

社会調査法Ⅰ 社会調査法Ⅱ

社会調査実践演習

解析学　

線形代数　

基礎データ分析

統計学要論

実験計画法

テキスト
マイニング

価値創造方法論 価値創造実践論

価値創造各論
マーケティング論
ビジネスエコノミクス論
財務諸表分析論
環境政策論
生命科学方法論
公的統計
教育社会論
保険戦略論
心理分析論
地域文化情報論
ファイナンス論

データサイエンス
入門演習

データサイエンス
フィールドワーク

演習

データサイエンス
実践価値創造演習Ⅰ・Ⅱ

データサイエンス
上級実践価値創造卒業演習Ⅰ･Ⅱ

8セメスター7セメスター6セメスター5セメスター4セメスター3セメスター2セメスター1セメスター

4年次3年次2年次1年次

Curriculum

データエンジニアリング系科目（発展的科目）

データアナリシス系科目（発展的科目）

SAS Joint Certificate Program

社 会 調 査 士

情 報 処 理 技 術 者

統 計 検 定

品 質 管 理 検 定

加工・処理する力
（データエンジニアリング）

分析・解析する力
（データアナリシス）

ビッグデータ
BIGDATA

標本調査法

演

演

演演

演

演

演

演

時系列解析入門

調
査
系
科
目

D
S
専
門
科
目

デ
ー
タ
ア
ナ
リ
シ
ス
系
科
目
・
デ
ー
タ
解
析
系
科
目

デ
ー
タ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
系
科
目

D
S
基
礎
・
専
門
科
目

価
値
創
造
基
礎・応
用
科
目

大
学
入
門

科
　
　
目

デ
ー
タ
駆
動
型

P
B
L
演
習

※　 講義+演習がある科目
※紫色の文字は必修科目

※カリキュラムは変更の可能性があります。

多変量解析
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社会に溢れるデータを読み解き、有益な価値を見出すのがデータサイエンス。
基礎となるのは高度なデータを処理するための情報学およびデータを分析するための統計学です。
本学部ではこれらの手法に加え、AI・経済学・経営学などの基礎知識やコミュニケーションスキルなどを学び、
さまざまな領域に応用してイノベーションを起こす力を備えた文理融合型の人材を育成します。



01
自分の意見や分析結果を分かりやすくまとめ、

相手に伝えるためのプレゼンテーション能力を

鍛えます。特にデータサイエンティストは、情報

や統計などの専門家でない人に説明する場面も

多くあるため、この授業ではMicrosoft Word、

PowerPointなどを使い、資料のまとめ方や

データを可視化する方法を学びます。さらに実

技も行い、周りからフィードバックを受ける経験

を積んでいきます。

プレゼンテーション論 03 プログラミングⅠ

初めは人前で発表できるかと不安でしたが、思った以上
に話せて自分の新たな一面を発見できました。クラスメイ
トから意見をもらい、精度を高められるのも魅力。将来、
データの有益性と活用法をしっかりと伝えられるよう、話
し方、スライドの見せ方にも工夫していきたいと思います。

山本 祥子さん
3年　大阪桐蔭高等学校（大阪府）

大勢の前でも１対1でも
伝えることが大切。

授業のココがおもしろい！

02
さまざまな企業のデータサイエンテイストをゲ

ストスピーカーとして招き、多くの事例を通して

データサイエンスの最先端にふれることができ

る授業。ビッグデータを活用したIoT、セキュリ

ティ対策、音声認識、医療支援などの技術や適

用事例をオムニバス形式で学ぶとともに、簡単

なアプリケーション作成やデータ分析を実践し

ます。基礎知識を身につけ、ビッグデータの利点

や問題点を体系的・網羅的に学びます。

データサイエンス実践論A

企業の方のリアルな話はとても興味深く、私が進むデータ
サイエンスの現場のこと、データサイエンティストとして
求められていることが把握できました。また、データ分析
では有効な結果を導き出すための思考も重要だとわかり、
価値創造につながる文系的素養も養っていきたいです。

安藤 梨花さん
4年　平城高等学校（奈良県）

データ活用の事例から
将来像が見えてきました。

授業のココがおもしろい！

多くのデータを収集・分析するためには、コン

ピュータに自動的に処理をさせる必要があり

ます。そのためには、処理方法を考え、その通り

にコンピュータを動かさなければいけません。

講義では、きちんとした設計ができ、設計通りの

処理をさせるためのプログラムを書く力を養い

ます。初歩からやや実用的なものまで、いろいろ

なプログラムを実際に作成し、プログラミング

の基礎を身につけます。

学んだプログラミング言語を使ってゲームを作成したり、
データを分析したりします。初めはモデルとなるコードを
写して実践していたのですが、今ではゼロからコードを考
えて書けるように。めざしている数理業務のプロ、アクチュ
アリーの仕事につながっていると思うとワクワクします。

丸石 伶旺さん
3年　庄原格致高等学校（広島県）

データサイエンスの最先端を
学んでいることを実感。

授業のココがおもしろい！

04
多変量解析とは、ある対象から得られた互いに

関連のある多種類のデータを、要約したり、予

測したりする解析作業のことです。その手法は

分析目的に応じてさまざまなものがありますが、

そのうちの一部を学びます。適用する目的や、

各手法がどのような形式のデータに対して有

効か、また解析によって得られた結果について

理解し、データの特徴を自分で把握できる力を

身につけます。

多変量解析入門

授業ではRというプログラミング言語を使って、データの
中に複雑に絡み合う要素を読み解き、分析しています。目
的に応じて、判別分析やクラスター分析などさまざまな手
法を用いながら新しい結果が得られるのが興味深く、自
分の視野や分析力も幅広くなってきたと感じています。

鈴木 康介さん
4年　浜松南高等学校（静岡県）

多様な分析力が身につき、
視野も広がっています。

授業のココがおもしろい！

Pick up
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ROBOT

1年次は土台を築く授業が中心です。2年次以降で学んでいく統計、

情報、機械学習などのデータサイエンス科目の基礎となる数学や英語、

計算機利用基礎や秋学期の授業を通して、統計検定2級を取得できる

よう日々勉強しています。また、春学期は「データ分析から気付く“エコ

運転”」についての自主ゼミに参加。秋学期も違う題材をテーマとし、

学びを深めました。先輩とともに実際の現場を経験し、分析力向上や

課題に対するアプローチの仕方について積極的に学んでいます。

加藤 敦詞さん
2年　名古屋高等学校（愛知県）

日々の努力の積み重ねを大切に、
夢の実現に向かっています。

スポーツ科学

数学的思考

英会話基礎

自主ゼミ

線形代数への
招待 確率への招待

データ
サイエンス
入門

地域共生論 プレゼン
テーション論

計算機利用基礎 解析学への招待 基礎データ分析

MON

1

2

3

4

5

TUE WED THU FRI

【1年次春学期】

中学から始めた陸上競技を現在でも続けて

います。部活に入ることで、生活リズムも安定

します。また、学部を超えて、友達や先輩が増

えました。気軽にご飯に行ったり、相談できた

りする仲間が増やせるのは部活のいい所であ

り、一生の財産になると思います。

Circle

学生の幅広い興味に対応することを目

的に、誰でも希望すれば参加できるゼミ

（通称自主ゼミ）を学期ごとに開催して

います。このゼミでは、データサイエンス

学部について質問するとロボットが答え

てくれるというシステムを機械学習を用

いて作成しました。ロボットは「滋賀大学

に学生寮はありますか？」「勉強とバイト

は両立できますか？」といった口頭の質

問に合成音声で回答。オープンキャンパ

ス時には、見学者の高校生に使ってもら

えるよう展示も行いました。

自主ゼミ「対話ロボットの作成」 
―対話システムをデータから学習―

市川 治 教授
大学英語入門

情報科学概論

人間の視覚機能をコンピュータに与えるコンピュータビ

ジョン技術に関する研究を通じて、画像処理・画像解析

に関する幅広い知識とその活用方法を学びます。学生は、

まずコンピュータビジョン分野のさまざまな基本アルゴ

リズムについて学びます。次に、個別に目標を設定した

うえで実世界情報を数値化し、画像に映されたシーンを

自動解析するプログラムを作成します。また、数値化され

たデータやその分析結果を実世界映像の上に合成する

ことで、誰にでも理解しやすい形で情報を可視化する複

合現実感（MR）技術にも触れ、それらを活用する方法に

ついて研究します。このような先端技術に関する研究開

発体験を通じて、社会人として求められる問題解決能力

を養います。

画像からデータを自動抽出・解析し、
さまざまな場面で活用する力を養成。

【データ分析による意志決定支援】

講義で学んだ分析手法を実際のデータに応用する力

を養うだけでなく、その力によってどういう課題を解

決したいか自ら考え、実際にその課題を解決するまで

やり遂げる力も養います。具体的には、製造業や小売

業の担当者に協力してもらい、学生向けに実際の業

務課題とそれを解決するために役立ちそうなデータ

を提供してもらいます。学生は「何を分析すれば課題

解決できるか」を自ら考えるところから悩み、企業担当

者へヒアリングを行いながら問題設計をし、そこから

データと数学的手法を駆使して分析を行います。最終

報告会では、分析結果だけではなくそれを用いたビジ

ネス課題の解決方法について企業担当者に報告し、

ビジネス的な視点からコメントをもらえます。

企業で活躍したデータサイエンティスト
による実データを使った実践型ゼミ。

【コンピュータビジョン】

2年次は1年次の基礎的な授業から少し発展し、応用的なことを学び

ます。私は1年次の時からスポーツのデータ解析について力を入れて

学んできました。2年次もそれを続けてきて、滋賀のプロバスケット

ボールチームの方と提携を組むことができ、貴重な体験をさせても

らっています。実際にプロチームの方から意見を聞くことができ、とて

も勉強になっています。また3年次から始まるゼミについてもスポー

ツのデータ分析について取り組もうと思っています。

石田 明日香さん
3年　恵那高等学校（岐阜県）

知識と経験値を高めるため、
自発的に学んでいます。

統計数学 日本国憲法

回帰分析

多変量解析入門

プログラミングⅡ
演習

標本調査法

情報倫理Data Science
English

自主ゼミ

社会調査法Ⅰ

実践データ
概論Ａ

基礎情報活用
演習Ｂ

プログラミングⅡ

MON

1

2

3

4

5

TUE WED THU FRI

【2年次春学期】

大学に入学して初めてアルバイトをしたので

すが、社会の厳しさ、働くことの大切さがわか

り、この経験も将来役立てたいと思っています。

また、テニスサークルでも定期的に活動。先輩

や同じ彦根キャンパスにある経済学部にも交

友関係が広がって楽しいですね。

Circle

河本 薫
ゼミ

佐藤 智和
ゼミ

Kaoru
Kawamoto

Tomokazu
Sato

※ソフトバンクロボティクスのPepperを活用し当学部が独自に実施しています。

Seminars Campus Life
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さまざまな企業と連携し
実践的な学びが可能に。

金融系

連携先企業のデータサイエンス関連部署で就労体験ができる制度を設けています。2019年度は
希望者や学内選考を通過した2年生や3年生が参加しました。受け入れ先によって選考方法や期
間は異なりますが、与えられた課題について解決策を考え、プレゼンテーションを行い、評価を受
けるというものが主な内容です。今後さらに幅広い業種の企業に受入れ先を拡大させる予定です。

滋賀大学データサイエンス教育研究センターは、企業、国、自治体などの

データ利活用をサポートし、共同研究を行う拠点として2016年４月に設立されました。

当センターは、先端的な教育研究活動を行うとともに、企業や公的団体との連携、多様な大学間連携を通じて、

さまざまな分野における新たな価値創造、社会貢献、教育開発を行っています。

センターを通じての結びつきは教育にもフィードバックされ、卒業後の就職先としてめざすことが可能です。

滋賀大学 データサイエンス教育研究センター 〉〉〉

企  業  連  携

あいおいニッセイ同和損害保険（株）
（株）SMBC信託銀行
（株）関西みらい銀行
（株）京都銀行
（株）滋賀銀行
滋賀中央信用金庫
東京海上日動火災保険（株）
第一生命ホールディングス（株）
トヨタファイナンス（株）
（株）三井住友フィナンシャルグループ
ヤマトクレジットファイナンス（株）　　等

情報通信・サービス系
（株）アイディーズ
（株）イー・エージェンシー
伊藤忠テクノソリューションズ（株）
（株）インテージホールディングス
インフィック（株）
（株）NTTドコモ
オムロン ソーシアルソリューションズ（株）
（株）オプトホールディング
コグニロボ（株）
（株）滋賀レイクスターズ
（株）ショーケース
（株）SCREENセミコンダクターソリューションズ
スターツ出版（株）
（株）セゾン情報システムズ
（株）帝国データバンク
（株）パルコ
ビーウィズ（株）
NPO法人ビュー・コミュニケーションズ
PwCあらた有限責任監査法人
（株）日吉
（株）brista
（株）平和堂
（株）マクロミル　　等

建設・製造系
アイシン精機（株）
（株）アイセロ
エーザイ（株）
大阪ガス（株）
（株）KOKUSAI ELECTRIC
サカタインクス（株）
佐藤工業（株）
ダイハツ工業（株）
田辺三菱製薬（株）
玉田工業（株）
（株）デンソー
トヨタ自動車（株）
東レエンジニアリング（株）
日本電気（株）
能勢鋼材（株）
日野自動車（株）
フジテック（株）
（株）堀場アドバンスドテクノ
（株）堀場エステック
（株）堀場製作所
村田機械（株）
（株）日立製作所　　等

国・政府研究機関

理化学研究所 革新知能統合研究センター
総務省 統計局
総務省 統計研究研修所
情報・システム研究機構 統計数理研究所
（独）統計センター　　等

自治体等

インターンシップ制度

滋賀県
三重県
和歌山県
大津市
野洲市
竜王町
膳所高校
虎姫高校
彦根東高校
その他、自治体・教育委員会　　等

その他の団体

（一社）データサイエンティスト協会
滋賀経済同友会
滋賀県商工会連合会　　等

COLLABORATION  PROJECTS

〉 Pickup

〉 Pickup

〉 Pickup

〉 Pickup

（2020年3月現在）

The Center for Data Science Education and Research,Shiga University

データ加工技術についての
教材を共同開発。

2017年に連携協力の協定を締結し、共同でビッグデータの加工技術
の体系化と社内教育・学生向けの教材作成に取り組みました。内容と
しては、ビッグデータに関する技術の中でも、分析の精度を高める
「データ研磨」の重要性が増していることに着目。データリテラシーや、
難易度別に初級編・中級編スキルを習得できるカリキュラムを開発し
ました。先行して帝国データバンクの社内教育で実施し、2018年秋か
らは本学部の授業でも活用。カリキュラムに帝国データバンクの実績・
ノウハウが加わることで、データ研磨分野の体系化をめざすとともに、
学生も実践的な内容を学ぶことが可能になっています。

トヨタグループのエンジニア向け
研修プログラムを実施。

トヨタグループ機械学習実践道場

トヨタグループは製造現場などで取得できるビッグデータの活用手法
の研究を通して、データ分析の指導者となる人材の育成をめざしてい
ます。そこで、講師として本学部の教員を派遣し、トヨタグループのエ
ンジニアに向けた研修プログラムを実施しています。2017年度から
2019年度まで月一回開催された「機械学習実践道場」では、講義や
分析手法のプログラミング演習のほか、受講者がそれぞれに持ち寄っ
た課題に対する分析手法の指導を行うことで、活発な議論が行われま
した。ここでの知見が社員から社会へ、そして教員から学生へ還元さ
れる価値ある事例となりました。

健康寿命を延ばすための
環境要因をデータ分析。

1990年代後半からデータ分析を専門に手がける組織を発足してい
た大阪ガス。現在はビジネスアナリシスセンターと呼ばれ、ガス消費量
や顧客の問い合わせ内容からガス機器の故障内容を予測するなどの
業務を行っています。今回の共同研究では、ガス機器の高品質化に向
けて、故障をより早く発見するための異常探知モデルの開発を行って
います。大阪ガスではこれまでにもさまざまな機械学習手法を用いて
開発に取り組んできましたが、実用レベルにまで精度を向上させるた
めのロジック開発研究を本学部とともに実施し、より安全・安心な生活
の構築をめざします。

機器異常を早期発見する
探知モデルを研究。

滋賀県の委託を受け、2017年から健康寿命延伸のためのデータ活
用に関する分析・研究を開始しました。県と市町における、健康・医療・
介護に関するデータや経済状況を分析したところ、滋賀県の長寿要因
として、男性はウォーキングや趣味を楽しんでいること、女性はボラン
ティア活動などを積極的に行っていること、男女ともに喫煙や過度の
飲酒が少ないことなどが判明しました。このような分析は、全国にお
ける県の位置付けや強み・弱みを把握することができ、滋賀県はもち
ろん全国の健康政策にも役立つもので、全国の自治体のベンチマー
ク事例になることも期待されます。

学生がインターンシップに参加した企業一覧 

▲

 P16
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あらゆる業界で必要とされる
データサイエンティストへ。

充実の学習環 境

自習スペースやミーティングなどに利用すること
ができるスペースで、学生の学びをサポートして
います。データサイエンスに関する参考図書も多数
揃えており、学生たちは積極的に利用しています。

DSラーニング・コモンズ

図書館では学生の日頃の学習を支援するため、
書籍の貸し出しだけでなく、調査の援助や質問対
応などさまざまなサービスを提供しています。有効
活用することで大学生活の充実につながります。

滋賀大学附属図書館

自主学習やグループ学習、ミーティング、勉強会など、多目的に利用できる共有スペース
です。プロジェクターを利用してより実践的なプレゼンテーションを行うことができます。

開放型学習スペース

企業セミナーの開催や地域活動ボランティアの紹介
など、学生が自分の関心に応じた課外活動を見つけ
るためのサポートを行っています。

地域連携教育推進室

テキストの配布やレポートなどの返却、自主学習やゼ
ミのためのパソコン、プロジェクターの貸し出しなど
のサービスを行っています。

陵水学習教育支援室

彦根キャンパスには、大学生協が運営している購
買と、カフェテリア形式の食堂があります。カフェ
テリアでは出来立てのトーストや季節限定スイー
ツがあり、友人と楽しく過ごすことができます。

大学生協Caffe LAGUNA

データに基づく意志決定が重要視される傾向は強まっており、データから

知見を見出すことのできる人材が求められています。滋賀大学ではデータ

にふれる機会が多いので強みとなるでしょう。コミュニケーション能力や粘

り強さといったビジネススキルを高めることも大切です。さまざまなことに

興味をもち、周りの人と切磋琢磨しながら学んでください。

塩野義製薬（株） 
医薬開発本部 解析センター 
DataScienceグループ長

北西 由武さん

データリテラシーをもつ人材が
多くの企業で必要とされています。

企業の声

2019年4月開設のデータサイエンス研究科・博士前期課程では、
ベンチャーを含む中小企業や大企業・政府を問わず、各分野で求
められているレベルのデータサイエンティスト育成をめざします。
企業などとの共同研究に参加することも可能で、課題の発見から
データ収集・分析を行い、その結果に基づく業務改善提案や新た
な知見の発見など、データから価値を創造するための一連の過程
を実践します。2020年4月に開設された同研究科・博士後期課程
では、データサイエンスに関する新たな基盤技術を生み出し、新た
な価値創造の場を開拓できる高度職業人や研究者を育成します。

大学院    データサイエンス研究科

世界最先端の研究機関において、データ
サイエンスをさらに発展させるための
AI技術開発などに従事。より複雑な分
析技術や方法論の構築をめざします。

研  究  者

企業内で自社の課題を解決したり、コン
サルティング会社において、クライアント
の課題解決を提案。ベンチャー企業で
の活躍も期待されます。

専  門  家

マーケティングや製造現場など、就職先
に応じてデータを業務改善に役立てる
ことのできる人材。データ分析だけでな
くビジネス全般の理解も求められます。

ビジネスパーソン
researcher expert businessperson

（株）アイセロ、（株）SMBC信託銀行、オムロン ソーシアルソリューションズ（株）、（株）神戸製鋼所、コマツ（（株）小松製作所）、（株）滋賀銀行、（株）ファミリーマート、（株）島津
製作所、シャープ（株）、（株）セゾン情報システムズ、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（株）、第一生命保険（株）、（株）帝国データバンク、データ・フォアビジョン（株）、
（株）True Data、トヨタ自動車（株）、トヨタファイナンス（株）、日東電工（株）、日本ソフト開発（株）、日本電気（株）、ニュートラル（株）、（株）ブリヂストン、（株）マクロミル

※2019年度のインターンシップ参加者50名（のべ54名）が参加した企業の一覧です（個別申し込みを行ったものは除く）。

データ分析を行うことにより、担当する
企業等へ課題解決策を提案します。

コンサルティング会社

医療統計データを用いて、診断システム
開発や新薬開発などにつなげます。

医療・製薬

IoTやAIなどを活用し、製造現場を改善
したり新たなサービスを作ります。

メーカー

金融サービスとITが融合するフィンテック
といった金融商品を開発します。

金融サービス

行政記録情報や統計調査から、証拠に基
づく政策立案・評価（EBPM）を行います。

官公庁

高度な知識・スキルを活かしてデータサ
イエンスの研究開発に取り組みます。

研究機関・研究所

蓄積されたデータを活かし、社会に必要
な新しい情報システムを構築します。

IT企業

時代の変化により新たな仕事や産業が
生まれ、活躍の場が広がる可能性も。

まだ存在しない業界

学習サポート

本学では、日本学生支援機構以外に、都道府
県の教育委員会や地方公共団体及び、財団
法人等の奨学金を貸与、給付ともに取り扱っ
ています。

奨学金制度

北米、ヨーロッパ、アジア等の海外の大学と
の学生交流協定等を結び、「海外留学支援制
度」及び私費留学により1年以内の留学が可
能です。

留学研修制度

ウィルスソフト、Office365（Word, Excel, 
Powerpointなど）、SAS、JMP、SPSSと
いった統計解析ソフトなど、自由に利用可能
なソフトウェアが用意されています。

卒業後の進路

学生がインターンシップに参加した企業一覧

データサイエンス学部では、育成する人材として想定される職種を「研究者」「専門家」

「（データサイエンスに強い）ビジネスパーソン」の3つに大きく分けて考えています。

能力や価値観に応じて将来の進路を選ぶことができるほか、活躍できる場所も多岐にわたります。

さらに専門的に学びたい人のために大学院進学を選ぶことも可能です。

キャンパスライセンス
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Statistical
Science

D

Information
Science

T

A
学生時代はデータを分析するのみで、因果関係の潜在共通原

因にアプローチしたくてもなかなかできませんでした。なら

ば自分で原因を探るための統計モデルを研究開発すればい

いと思ったことが、研究者への第一歩でした。

My school days

竹村 彰通 教授
情報学／統計科学

学部長

和泉 志津恵 教授
統計科学／統計教育

専任教員

市川 治 教授
音声データ処理／
音声認識

専任教員

河本 薫 教授
データ科学／
ビジネスアナリティクス

専任教員

熊澤 吉起 教授
統計的決定論

専任教員 専任教員 専任教員

専任教員 専任教員

専任教員 専任教員

専任教員

専任教員 専任教員

齋藤 邦彦 教授
経営情報システム開発

佐藤 智和 教授
コンピュータビジョン／
仮想化現実／複合現実

専任教員

椎名 洋 教授
統計的決定理論／情報幾何／
分散共分散行列／最尤推定量

周 暁康 准教授
ユビキタスコンピューティング
データマイニング／情報挙動解析／
統合ユーザモデリング

杉本 知之 教授
医学統計／生存解析／
計数過程論

伊達 平和 准教授
社会調査

姫野 哲人 准教授
多変量解析

笛田 薫 教授
統計的モデリング

藤井 孝之 准教授
確率過程／変化点解析

松井 秀俊 准教授
統計的モデリング／
変数選択

専任教員

村松 千左子 准教授
画像処理／医用画像解析／
コンピュータ支援診断

浅原 啓輔 助教
数理物理／作用素論／
量子ウォーク／場の量子論

データサイエンス教育
研究センター教員

石川 由羽 助教
情報科学／生体情報解析

データサイエンス教育
研究センター教員

今井 貴史 助教
非線形力学系／非線形振動／
位相縮約

データサイエンス教育
研究センター教員

佐藤 健一 教授
統計的データ解析／
回帰分析／変化係数

データサイエンス教育
研究センター教員

江崎 剛史 准教授
ビッグデータ創薬／
ケモインフォマティクス

データサイエンス教育
研究センター教員

中川 雅央 助教
システム工学／信頼性工学

データサイエンス教育
研究センター教員

松島 裕康 准教授
社会シミュレーション／
機械学習／進化計算

データサイエンス教育
研究センター教員

高柳 昌芳 准教授
分子シミュレーション／
ビッグデータ処理

データサイエンス教育
研究センター教員

竹内 博志 助教
位相的データ解析　

データサイエンス教育
研究センター教員

健山 智子 准教授
医用画像解析／形態変化解析・可視化／
臨床支援／介護支援

データサイエンス教育
研究センター教員

田島 友祐 助教
医療情報学／生体医工学

データサイエンス教育
研究センター教員

梅津 高朗 准教授
高度交通システム非線形時系列解析／

バイオインフォマティクス

専任教員

岩山 幸治 准教授

専任教員

専任教員

専任教員

田中 琢真 准教授
脳・中枢神経系の
情報処理

槙田 直木 教授
公的統計制度／統計調査／
人口・社会統計

中河 嘉明 助教
生態学／数理生物学

データサイエンス教育
研究センター教員

李 鍾賛 助教
カテゴリカルデータ解析階層分析方法
(AHP)

データサイエンス教育
研究センター教員

西出 亮 准教授
人流／IoT／モバイル端末

データサイエンス教育
研究センター教員

藤澤 知親 助教
進化生物学／
バイオインフォマティクス

データサイエンス教育
研究センター教員

山口 崇幸 助教
応用数学／力学系／数値計算

データサイエンス教育
研究センター教員

佐和 隆光 特別招聘教授
東京大学大学院経済学研究科（経済学博士）、
国立情報学研究所副所長、京都大学経済研究所長などを歴任、
前滋賀大学長、2016年より本センター特別顧問

特別顧問

データ分析では相関と因果の分析が重要です。簡単にいうと、

チョコレートの消費量が多い国はノーベル賞受賞者が多い

相関データがあります。しかし、チョコレートを食べさせれば

ノーベル賞受賞者が増えるとは限りません。この因果関係を

データから推測する際、潜在共通原因という未知の原因を取

り除く必要があるのですが、すべて特定するのは難しい。その

ため、データから因果仮説を探索するための機械学習技術

の数学的方法論を研究しています。因果関係を明確にすれば、

自然科学、社会科学、工学、医学など多様な領域で応用が可

能です。従来の限界を超える新しい方法論を構築することに

よって、問題解決と社会貢献をめざしています。

データの因果探索によって
応用領域は無限に広がる。

［ 統  計  科  学 ］

清 水  昌 平  教授

自分であれこれ考えてプログラミングし、ゲームをはじめ、た

くさんの作品を創作しました。おかげで知見も能力もアップし、

大きな自信がつきました。そんな学生時代がその後の大学院

進学や、今こうして研究を続ける礎になったと思います。

My school days

駐車場案内ナビゲーションの研究開発のきっかけは私自身の

困り事です。近所のショッピングモールに行くと毎回駐車場が

大渋滞。構造もわかりにくく、内部渋滞が起きる一方、空きも

あることから研究に着手しました。駐車場利用率や道路情報

などを分析し、車と車、道路と車の間の通信を用いたナビゲー

ションシステムにより、大型立体駐車場における渋滞を解消

する手法を提案。研究は情報処理学会論文賞などを受賞しま

した。今後、自動運転が主流となっても有人運転車が無くなる

わけではなく、無人運転車と混在し状況はさらに複雑化する

でしょう。このナビシステムも不可欠となるので、カーナビゲー

ションとの連動やアプリ開発など実用化を進めています。

多くの人が求めていた
駐車場案内ナビゲーションを実現。

［ 情  報  科  学 ］

川 井  明  准教授

※このほかさまざまな領域の実務家を含めた多数の客員教員がいます。
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