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０ 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 人材を取り巻く状況 
日本のデータサイエンス人材供給は不十分 

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

米国は、24730人、 
中国は、17410人 、 
英国は、8340人 
諸外国に比し低い水準 

※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 

データサイエンス人材(※) 
 2008（平成20年） 
 ⇒日本は年間3400人 



１ 人材を取り巻く状況 

2004年から2008年
までの5年間で、 
日本の新たなデータ
サイエンス人材供給
は減少 

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

日本のデータサイエンス人材供給は減少 



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 
平成26年度から新たな取組の開始 

 「日本再興戦略」改訂2015（平成27年6月30日閣議決定） 
オープンデータの利活用による新産業・新サービスの創出に向け、（中略）、
ウェブ上で誰でも参加可能なMOOC講義（Massive Open Online Courses：大
規模公開オンライン講座）「データサイエンス・オンライン講座」の拡充など、
データサイエンス力の高い人材育成を推進する。 

 「世界最先端IT国家創造宣言」（平成27年6月30日閣議決定） 
初等・中等教育段階でのプログラミング、情報セキュリティなどのIT 教育を充
実させ、高等教育段階では産業界と教育現場との連携の強化を推進し、継続性を
持ってIT 人材を育成していく環境の整備と提供に取り組むとともに、IoT、デー
タサイエンスなど、世界最先端の技術や知識の習得を常に積極的に支援する学習
環境を整備する。 
 



 ～統計検定の問題に挑戦～「あな
たの統計力」 

 ～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」 

 ～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」 

 ～データ活用の体験談を紹介～
「出来る人のビジネス活用術」 
 
 
 

 

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１年で 
 68万アクセス 
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２－１ 統計力向上サイト 
データサイエンス・スクール開設 

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


取組② データサイエンス・オンライン講座の
開設（平成26年12月） 
 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（Massive Open 
Online Courses ）」の手法を活用 

（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 
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２－２ データサイエンス・ 
    オンライン講座の開設 

 第一弾として、「社会人の
ためのデータサイエンス入
門」開講（平成27年３月
～5月） 



 政府初のMOOC講座 
 １回約10分のビデオ講義 

         ×1週４～７回×４週 
 平成27年３月～5月に開講 
 社会人を中心に 1万5千人が受講 
   

講座の概要 
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http://gacco.org/stat-japan 

【内容】 
第１週：データ活用への導入、分析事例から統計的な考え方、データの見方 
第２週：データ分析に必要な統計学の理論的な基礎 
第３週：データの見方について基本的な方法 
第４週：誰もが入手可能な公的統計データとコースのまとめ 

３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 



 広報活動 
• 募集開始時と開講時の2回、
報道発表 

• 開講記念講演会を開講直前に
実施 

• 対談記事の掲載 
• SNS等で発信 
 開講時点で1万人超、最終的
には1万5千人が受講登録 

• アクティブユーザー＊は5千人 
  ＊１点以上得点した人 

• 修了者は２千５百人   

受講状況 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 

受講者数の推移 

開講記念講演会の模様  



 30代、40代のビジネスパー
ソンなど、ターゲット層が
多く受講  

受講者の属性～開始アンケートより～ 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 

男女の別 

年齢階級別  就業状態等  

n=6101 



 全体では、やや文系が多いが、男女別にみると、男性では文系
が、女性では理系が多い  

受講者の属性～開始アンケートより～ 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 

文系・理系の別  男女別にみた文系・理系の別  

n=6101 



 「難しかった」と「適切」はほぼ同程度 
 文系・理系の別にみると、理系で「難しかった」、文系で「適切」
との回答が多い  

 事前の理解度で「理解していない」では「難しかった」が６割 

難易度について～受講後アンケートより～ 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 

難易度  文系・理系の別にみた難易度  

n=1674 n=1544 

事前の理解度別にみた難易度  



 「大変満足」と「まあ満足」を合わせると、約9割が満足 
 「難しかった」より「簡単」と答えた受講者で満足度が低い 
 事前の理解度で「理解していない」では、やや満足度が低い  

満足度について～受講後アンケートより～ 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 

満足度  難易度と満足度の関係  

n=1674 n=1544 

事前の理解度と満足度の関係  



目標１ 満足度を上げる  
今後の講座の運営のために 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 

受講後アンケートの回答者の属性 

 受講後アンケートの回答者
≒修了者 

 

満足度の分析の効果は限定的 



今後の講座の運営のために 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 

アクティブユーザーの得点分布  最終テストを受けた受講者の得点分布  

目標２ 修了者を増やす  

 最終テストを受けた受講者の修了率は83.5％ 

修了者 
修了者 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 
アクティブユーザー数の推移  動画のVIEW数の推移  

 2週目のテスト回答段階での脱落が多い 
 動画の視聴数は２週目と３週目の間で減少 
 正答率は、１週目97％、２週目76％、３週目94％ 

▲987 

修了者を増やすために～各週の受講状況～ 

▲608 
▲306 

▲1494 
▲2419 

▲773 
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３ 「社会人のためのデータ 
    サイエンス入門」開講実績 
非アクティブユーザーと２週目で脱落
した回答者の事前理解度   ２週目のテスト段階で脱落した

回答者は、事前の理解度が「理
解していない」の人が多い 

 非アクティブユーザーも同様の
傾向 

修了者を増やすために～各週の受講状況～ 

修了者を増やすためには、 
アクティブユーザーを増やすこと、
最終週まで到達する受講者を増や
すことが重要 
 統計理論の講義への導入をス
ムーズにする 

 週ごとの難易度を揃える 



４ 今後の展開 
「社会人のためのデータサイエンス入門」 

 平成２７年８月１９日募集開始、１１月１７日再開講  

実践編講座「ビジネスで使うデータ分析（仮称）」 
 平成２８年冬開講予定 
 「反転授業コース」も予定（オンライン講座の内容を受け、対
面授業により、内容への理解を深める）  

【予定する内容】 
・ビジネスの現場で使われている統計分析手法、ビジネスシーンに応じた分析事例 等 
・実践力を身につけるため、Excel等を活用し実際にデータを分析 
・オープンデータとして、公的統計データも利用 
 



【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。 

  
 

参考 MOOCとは 




