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１ 背景 
 計測機器やインターネットの発達により、扱う
データ量が爆発的に増加 

 オープンデータの進展により、公開情報が増加 
 ビジネスの現場等における客観的なデータに基
づく判断の重要性の高まり 

我が国の国際競争力を維持し、経済成長を加速す
るためには、データに基づく数量的な思考により
課題を解決する能力、いわゆる“データサイエン
ス”を身に着けた人材が不可欠 



１ 背景 
 現状ではデータサイエンスを身に着けた人材が 
 少ない 

統計学や機械学習に
関する高等訓練の経
験を有し、データ分
析に係る能力を有す
る大学卒業生の数
は、日本は平成20年
（2008年）単年で
3,400人しかいない 

McKinsey Global Institute, “Big data : The next frontier for innovation, competition, 
and productivity” 



１ 背景 
 現状ではデータサイエンスを身に着けた人材が
少ない 

平成16年（2004年）
から平成20年（2008
年）までの5年間

で、日本における
データ分析の才能を
有する人材は減少し
ている。 

McKinsey Global Institute, “Big data : The next frontier for innovation, competition, 
and productivity” 



２ データサイエンス力の 
           高い人材育成の取組 
統計リテラシーの普及・啓発に取り組んできた総
務省統計局及び統計研修所が、日本統計学会等と 
協力し、本喫緊の課題に対応 

《これまでの取組》 
・統計学習サイト「なるほど統計学園」等の開設 
・公務員向け各種統計研修、通信講座の運営 



２－１ 統計力向上サイト 
データサイエンス・スクール開設 
 取組① 統計力向上サイト「データサイエンス・
スクール」を開設（平成26年6月1日） 

  主に社会人、ビジネスパーソンを対象とし、パソコン
やスマートフォンなどでデータの活用方法や統計に関す
る知識を、“いつでも誰でも気軽に学べる”統計力向上の
ためのサイト 
http://www.stat.go.jp/dss/index.htm 
 

・開設から３か月で 
 17万アクセス 

http://www.stat.go.jp/dss/index.htm
http://www.stat.go.jp/dss/index.htm
http://www.stat.go.jp/dss/index.htm


２－１ 統計力向上サイト 
データサイエンス・スクール開設 

 ～統計検定の問題に挑戦～「あなたの統計力」 
  統計検定の４級から２級に対応したテキストで学習

し、問題に挑戦することであなたの統計力をチェック 

《コンテンツ紹介》 

「あなたの統計力」より 

全問正解すると 
合格証を贈呈！ 



２－１ 統計力向上サイト 
データサイエンス・スクール開設 
 ～意外な有名人も統計学に関係？～「ビジネス
に役立つ統計講座」 

  “近代看護教育の母”といわれるナイチンゲールが統計
学に深く関係していること等、統計学の歴史上の人物等
を切り口に、イラストやマンガで統計学の基礎を分かり
やすく紹介 

「ビジネスに役立つ統計講座」より 

 ケトレーの平均人 
 ピアソンの標準偏差 
 ラプラスの中心極限定理 
            など 



２－１ 統計力向上サイト 
データサイエンス・スクール開設 
 ～グラフの活用方法をわかりやすく説明～
「プレゼングラフ作成のポイント」 

  ビジネスパーソンがプレゼンテーションで使用するグ
ラフの作成方法（データの視覚化）のポイントを分かり
やすく説明 

「プレゼングラフ作成のポイント」より 

 購入時の銘柄指定率：  
円グラフ 

 ジャンル別売上高の伸び：
棒グラフ 

 顧客年代別の売上推移： 
折れ線グラフ 

           など 



２－１ 統計力向上サイト 
データサイエンス・スクール開設 
 ～データ活用の体験談を紹介～「出来る人の
ビジネス活用術」 

  ビジネスの現場において、データ（統計）がどのよう
に使われているのか、統計の専門家や企業の担当者の方
等のインタビューを中心に紹介 

「出来る人のビジネス活用術」より 

 NTTデータ 
 コマツ 
       など 



２－２ データサイエンス・ 
オンライン講座の立上げ 

 取組② データサイエンス・オンライン講座の
立上げ（平成27年初） 
 主に社会人、ビジネス
パーソンを対象とし、自ら
の学びをサポートするウェ
ブ上で誰でも無料で参加可
能なオープンな講義 
 「MOOC」の手法を活用 

＊日本統計学会、統計センター、
日本統計協会、統計情報研究開発
センターの協力の下、作成・運営 

（オンライン講座イメージ） 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

統計局 

受講者 

・ビデオ講義 
・テスト 
・最終試験 
・修了証 

・受講 
・回答 
・提出 
・受領 

・ディスカッション 



【参考：MOOCとは】 
 Massive Open Online Courses の略。インターネット上で誰でも無料で参加

可能な、大規模でオープンな講義のこと。ビデオ講義と試験やレポート、
ディスカッション可能な掲示板を提供。修了者には修了証を発行。 

   ・UDACITY、coursera、edX など 
 
 【地域MOOC】 
 自国の大学が提供する母国語でのサービスの必要性が高まり、各国で開設。 
 ・FutureLearn（英国）、France Université Numérique（フランス）、 
  XuetangX（中国）、miriada X（スペイン）、EDRAAK（ヨルダン）、 
  The Open University of Israel（イスラエル）。 
 
 
 
【日本の状況】 
 日本版MOOCの普及・拡大を目指し、「JMOOC」（日本オープンオンライ

ン教育推進協議会）が 平成25年10月に発足。26年４月から「gacco」等の
サイトで講座を開設。 

  
 

２－２ データサイエンス・ 
オンライン講座の立上げ 



２－２ データサイエンス・ 
オンライン講座の立上げ 

 データ利用入門 
 平成27年初、開設予定 
 １回10分程度×4～6回程度(1week)×4week程度のビ

デオ講義 
 週ごとの確認テストと最終テスト 

 
 
 
  

《入門講座の概略》 

週 各週のテーマ カリキュラム案 
１ データの活用 統計データの積極的な活用、データ分析事例 など 
２ データの分布と代

表値、比率の見方 
平均値、分散と標準偏差、比率の見方 など 

３ データの関係、時
系列データの見方 

関係の見方、相関係数、時系列データ など 

４ e-Statの使い方
とコースのまとめ 

e-Statの紹介、e-Stat利用の具体例（人口ピラミッ
ド・GIS機能）、コースのまとめ など 



２－２ データサイエンス・ 
オンライン講座の立上げ 

 ビジネスで使うデータ分析 
 平成27年度中、開設予定 

【カリキュラム案】 
 統計分析手法の説明やビジネスシーンに応じた分析
事例の紹介 

 反転授業コースあり 
  
   

《第２ステップ》 



２－２ データサイエンス・ 
オンライン講座の立上げ 

 参考：統計学講座（日本統計学会主催） 
 11月12日開講 受講者募集中 
 10分×7～9回(1week)×5weekのビデオ講義 
 週ごとの確認テストと最終テスト 
 反転授業コースもあり 

 
   
 

総務省統計局も協力 



３ 今後の展開 
 「データサイエンス・スクール」のウェブコン
テンツの拡充 

 ・開設３か月で17万アクセス 

 「データサイエンス・オンライン講座」の充実 
 ・立上げに合わせて講演会等を開催 
 ・第2ステップの状況を踏まえ、第3ステップを準備 

 出張（出前）講座の展開 
 ・学校などへの講師派遣 
 ・ビジネスパーソン向けの講演会の実施 
 



４ 期待される効果 
 これらの取組により、“データサイエンス”を身
に着けた人材が育成され、人材不足を解消。 

 また、これらの人材が、オープンデータによっ
て公開されたデータの的確な活用にも寄与する
ことにより、我が国の経済成長に資することを
期待 

 


