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モード2科学としての
データサイエンス
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モード 2科学としてのデータサイエンス（1/2）

データ駆動型科学であるデータサイエンスは、経
験的、理論的、計算的パラダイムに続いて、科学
発展史上における第 4のパラダイム。
その歴史は、Tukey（1962）の「The Future of Data
Analysis」に遡ることができる。
データサイエンスは統計的、計算的、人間的視点
から俯瞰することができます。それぞれの視点が
データサイエンスを構成する本質的な要素ですが、
これらの視点の有機的結合こそがデータサイエン
スの神髄。
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モード 2科学としてのデータサイエンス（2/2）

データサイエンスには、
はっきりとした応用の文脈をもち、
超領域性の様相を呈し、
研究成果に対しての社会的説明責任が求められ、
座学的基準以外に質保証のための社会的基準が

必要とされる。
このようにデータサイエンスは、ギボンズらが提唱する
モード 2科学として整理することができる。
データサイエンス専攻では、従来の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を解消し、PBLを中心
とした「実践的データサイエンス演習」を通して、データ
サイエンス力の涵養を目指す。
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モード 1科学 vs. モード 2科学

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

transdisciplinary、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

統計科学 データサイエンス
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データサイエンス専攻概要
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データサイエンス専攻概要
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博士前期課程・カリキュラム構成と修了要件
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博士後期課程・カリキュラム構成と修了要件
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データサイエンス専攻 入試概要
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データサイエンス専攻の特色
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特色1：

3つの力で
データサイエンス力

を鍛える
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3つの力有機的結合

従来の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」を解消し、
前期課程から PBLを中心とした「実践的データサイエンス演習」を通して、
データサイエンス力を育むことです 。データアナリティクス力、データエンジ
ニアリング力、 社会展開力の涵養を中心とした研究を展開する。
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データサイエンスによる価値創造
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Data Science for Sustainable Insurance
– 持続可能な保険のためのデータサイエンス

SDGs

Actuary

Data Analy Data Engin

産
学

YCU

産
学
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特色2：

PBLを通して学び、
理論だけではなく
社会展開力が身に付く
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Project-Based Learningとは

Figure: John Dewey (1859–1952)

課題解決型学習 (Project Based Learning）, あるいは問題解決型学習 (Problem
Solving Learning) とは, プラグマティズムを代表する思想家であり，教育学者で
あるジョン・デューイが考案した学習理論である。
PBLは，学習を能動的なものと規
定し，従来の主たる知識の暗記に基づ
く受動的なものから脱却し，自ら問題
を発見し解決していく能力を身につけ
ていくことに本質をおく学習法である。

19 / 51



PBL: デューイの 5段階仮説

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）

1 問題の認知 (Identify the problem): 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 (Plan possible solutions): 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，見通しを立てる段階。

4 仮説の練り上げ: 立てた仮設が妥当なものかどうか推理によって検討する
段階。

5 提案の評価 (Evaluate the solution): 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。
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PBL: ポリアの 4段階仮説

Figure: George Pólya (December 13,
1887–September 7, 1985)

アメリカの数学者であるポリ
アの 4段階説もよく知られている。

1 問題を理解すること
（Understanding the Problem）:
未知のもの,データ, 条件は何
か, 条件は未知のものを決める
のに十分か, などの理解と整理。

2 計画を立てるこ
と（Devising a Plan）: 既知
の知識の喚起と整理，問題を解
くための道筋を立てる，など。

3 計画を実行する
こと（Carrying out the Plan）:
計画を実行し，各段階をチェッ
クし，必要な論証を行う，など。

4 ふり返ってみること（Looking
Back）: 結果のチェック，検
証，など。
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PBL: ワラスの 4段階仮説

Figure: Graham Wallas (31 May
1858–9 August 1932)

ワラスは, The Art of Thought(1926)
の中で，創造的思考のための 4段階仮説を
提唱し，今日まで絶大な影響を持ち続けている。

1 準備期 (preparation): 今
までに得た知識，技能を適用し，過去の経験
を思い起し，問題をあらゆる方面から検討す
る。意識的に生まずたゆまず努力する段階。

2 孵卵期 (incubation):
しばらく問題を放置し，関連する問題を探
究したり，学問の原点に戻ったりして，突然
のひらめきや創造に向けての孵卵期を作る。

3 解明期 (illumination):
孵卵期に続いて、無意識のう
ちに突然解決、発見がやってくる時である。

4 検証期 (verification): 結果を証明すること
が必要である。洞察した結果を探究の終末と
みなさず, それを利用することが必要である。
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Practical Data Science

Scientific
Questions

Data
Collection
& Under-
standing

Munging

Data Ex-
ploration

Modelling

Validation
Evaluation
Reporting

Deploy-
ment

23 / 51



デューイの反省的仮説に基づく PDS

(1) 問題
の認知

/Scientific
Questions

(2) 問題
の明確
化/Mung-
ing/Data
Explo-
ration

(3) 仮説
の提案

/Modelling(4) 仮説
の練り上
げ/Val-
idation

(5) 仮説
の検証
Evalua-

tion/Reporting
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Practical Data Science I

III-1. モデリング
(3) 仮説の提案

Modelling

II-1. データ探索
(2) 問題の明確化

Munging & Data Exploration

I. 課題発見
(1) 問題の認知

Asking scientific questions

M1前期 2単位
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Practical Data Science II

IV-1. データ推論
(4) 仮説の練り上げ

Validation

III-2. モデリング
(3) 仮説の提案

Modelling

II-2. データ探索
(2) 問題の明確化

Munging & Data Exploration

M1後期 2単位
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Practical Data Science III

V. 仮説の検証
(5) 仮説の検証 Eval-
uation & Reporting

IV-2. データ推論
(4) 仮説の練り上げ

Validation

III-3. モデリング
(3) 仮説の提案

Modelling

M2前期 2単位
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データサイエンス専攻　博士前期課程　科目一例
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データサイエンス専攻教授陣
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データサイエンス専攻
博士前期課程専任教員

♡ 統計系（4名）
♣ 情報系（5名）
♢ 医療系（2名）
♠ 経済系（2名）
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♡ 統計系（4名）
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大草孝介 准教授（令和 2年 4月着任予定）

実験等でデータ取得を行った際に、その解析法やデータの特
性を知ることはとても重要になります。私の専門は計算機統
計学で、データの統計的モデリングや、それを基にした実社
会への応用（人の運動解析、高齢者の見守りシステムの構築
等）に関する研究を行っています。
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♣ 情報系（5名）
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♢ 医療系（2名）
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♠ 経済系（2名）
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データサイエンス専攻
博士後期課程専任教員

♡ 統計系（4名）
♣ 情報系（5名）
♢ 医療系（2名 + 2名）
♠ 経済系（2名）
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山中竹春 教授
http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~biostat/staff_list

臨床試験のデザインに関する研究 臨床試験のデザイ
ンで生じる第 1種、第 2種の過誤などの統計的課題を踏
まえて、関連する方法論の研究を行っています。
観察研究データの解析に関する研究 交絡因子や治療
が時間と共に変化する時間依存性交絡が存在する状況
や、未測定の交絡因子が存在する状況でのデータ解析方
法などについて研究を行っています。
医療経済評価に関する研究 近年の臨床研究において
は、医療技術の評価に際して、その安全性や有効性のみ
ならず経済性（費用対効果）の観点を踏まえ検討する必
要があります。様々な統計的手法を用いた経済評価に
関する研究や、より有効な方法論を構築するための研究
を行っています。
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各教員の研究紹介と指導方針
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