
（１）申請件数

（２）申請大学数（設置形態別）

うち申請代表校 うち共同申請校

国　立　大　学 47 11 36

公　立　大　学 11 3 8

私　立　大　学 14 4 10

大学共同利用機関法人 0 0 0

合　　　計 72 18 54

※申請代表校が他の申請の共同申請校となること、また、複数の申請の共同申請校となることを
 　妨げていないため、申請大学等数及び共同申請校に一部重複がある。

申請大学等数

　　　　　　　　　　件　　数

区分

平成30年度「超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業」
　 申請状況

18
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設置
形態

申請代表校 取組名称 共同申請校 連携企業、地方公共団体等名等

国立 北海道大学
産・官・学・地域連携型のデータサイエンティスト育
成事業～実社会のデータに基づく課題解決が養成
する実践的な展開力～

小樽商科大学、帯広畜産大学、北見
工業大学、室蘭工業大学、公立はこ
だて未来大学、放送大学学園、千歳
科学技術大学、札幌学院大学、北海
学園大学、北海道科学大学
※協力校
札幌市立大学、北海道情報大学

旭川工業高等専門学校、釧路工業高等専門学
校、苫小牧工業高等専門学校、函館工業高等専
門学校、一般社団法人北海道オープンデータ協
議会、札幌オープンデータ協議会、札幌市、一般
財団法人さっぽろ産業振興財団、Microsoft、
KDDI、NEC、日立製作所、北洋銀行、日東電工、
東日本高速道路株式会社、東京地下鉄株式会社

国立 筑波大学
地域社会の課題解決に向けた実践的データサイエ
ンティスト育成

公立はこだて未来大学、岩手県立大
学、産業技術大学院大学

関彰商事(株)、日本IBM(株)、湯の川プリンスホテ
ル渚亭、（株）ABEJA、未来シェア、(株)アルチザ
ネットワークス、(株)イーアールアイ、滝沢市IPU イ
ノベーションセンター入居企業（18 社）、(株)リク
ルート、(株)富士通研究所、TDC ソフト(株)、茨城
県、つくば市、常総市、石岡市、北海道、函館市、
森町、岩手県、滝沢市、盛岡市、東京都、特定非
営利活動法人CeFIL、サービス産業生産性協議
会

国立 東京医科歯科大学
ライフコースヘルスケアに資するデータサイエンティ
スト育成事業

慶應義塾大学
東京都保健福祉局、株式会社日立製作所、シス
メックス株式会社

国立 東京工業大学
トップレベルスキルによる社会的実課題解決型デー
タサイエンティスト養成

東京医科歯科大学、東京外国語大
学、一橋大学

株式会社リクルートテクノロジーズ、楽天株式会
社、株式会社ぐるなび、LINE 株式会社、Japan
Digital Design 株式会社、株式会社野村総合研究
所（NRI）、川崎市、大田区

国立 金沢大学 ほくりくデータサイエンティスト育成プログラム
富山大学、福井大学、北陸先端科学
技術大学院大学

北陸電力、PFU、NEC 等、及び金沢大学先端科
学・イノベーション推進機構協力会企業群、石川
県、富山県、福井県、七尾市、羽咋市、珠洲市、
小松市、加賀市、金沢市、志賀町、能登町等

国立 名古屋大学
「実世界データ演習」を用いる価値創造人材教育の
大学連携

岐阜大学、三重大学、広島大学

住友電気工業(株)、(株)デンソー、NTT コミュニ
ケーション科学基礎研究所、(株)豊田中央研究
所、MHI エアロスペースシステムズ(株) 、セイノー
ホールディングス(株)、辻製油(株)、江南化工
(株)、愛知県庁、岐阜県庁、三重県庁、桑名市、
鈴鹿市、岐阜県公設試験研究機関

国立 滋賀大学
方法論とデータをつなぐ一気通貫型データサイエン
ティストの育成

東京大学、滋賀医科大学、青山学院
大学、長浜バイオ大学、放送大学学
園

総務省（統計研究研修所）、滋賀県（衛生科学セ
ンター）、あいおいニッセイ同和損害保険(株)、伊
藤忠テクノソリューションズ(株)、(株)帝国データバ
ンク、パーソルキャリア

国立 京都大学
学際性を備えた数理データサイエンティスト育成プ
ログラム

奈良先端科学技術大学院大学 統計数理研究所、株式会社日本総合研究所

国立 京都工芸繊維大学
文理網羅的な多方面のデータ分析が可能なデータ
サイエンティスト育成プログラム

京都府立大学、京都府立医科大学

日新電機株式会社、株式会社村田製作所、株式
会社京都銀行を含む公益社団法人京都工業会所
属企業318 社（平成28 年5 月末日現在）等、京都
府（政策企画部、文化スポーツ部、京都府立歴彩
館ほか）

国立 大阪大学
独り立ちデータサイエンティスト人材育成プログラム

(DS
4
)

滋賀大学、神戸大学、同志社大学

(株)日経リサーチ、(株)ブレインパッド、武田薬品
工業(株)、大阪ガス(株)、(株)NTT DATA 数理シス
テム、(株)大和総研、(株)リクルート、三菱重工業
(株)、(株)博報堂プロダクツ、(株)ロックオン、大阪
府総務部統計課、兵庫県、神戸市、総務省統計
局 統計データ利活用センター、独立行政法人 統
計センター、総務省 統計研究研修所

国立 九州大学
九州コンソーシアムによる副専攻型高度データサイ
エンス教育プログラム

熊本大学、九州工業大学

福岡県産業・科学技術振興財団（ふくおかアイス
ト）、九州経済産業局（九州IoTコミュニティ）、九州
経済連合会（九経連）、九州先端科学技術研究所
（ISIT）、富士通研究所、NTT

公立 横浜市立大学
文理融合・実課題解決型データサイエンティスト育
成：YOKOHAMA DSEP（Data Scientist Educational
Program）

東京理科大学、明治大学

アクセンチュア株式会社、株式会社インテージ
ホールディングス、株式会社データビークル、株
式会社横浜DeNA ベイスターズ、東京海上日動火
災保険株式会社、資生堂ジャパン株式会社、株
式会社マイナビ、全日空商事株式会社（調整中）、
横浜市

申請大学等一覧

※申請資格等の有無にかかわらず、申請のあった大学等を全て記載。
※連携企業、地方公共団体等名等については、申請書のとおり記載。
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設置
形態

申請代表校 取組名称 共同申請校 連携企業、地方公共団体等名等

申請大学等一覧

公立 京都府立医科大学 ヘルスケア・データサイエンティスト育成事業
京都工芸繊維大学、京都府立大学、
京都薬科大学

京都府、株式会社堀場製作所、パナソニック株式
会社、富士通株式会社/富士通研究所、産業医科
大学産業保険データサイエンスセンター、筑波大
学人工知能研究室、京都府立医科大学関係病院
協議会

公立 県立広島大学
地域創生データビリティ実践ものづくりイノベーショ
ン塾

広島大学、広島市立大学、広島工業
大学

広島県、（公財）ひろしま産業振興機構、（一財）広
島県環境保健協会、三原市医師会、東友会協同
組合、株式会社ドリーム・アーツ、NRI システムテ
クノ株式会社、株式会社東陽テクニカ セキュリ
ティ＆ラボカンパニー、株式会社中電工、株式会
社サッポロホールディングス、株式会社ポッカサッ
ポロフード＆ビバレッジ、医療法人大医会 予防医
学推進・研究センター、西松建設株式会社、三菱
ケミカルエンジニアリング株式会社、アヲハタ株式
会社、しょうばら産学官連携推進機構、三次イノ
ベーション会議、株式会社広島銀行

私立 慶應義塾大学
多様性を重視した高度実践データサイエンティスト
育成事業

青山学院大学、中央大学、関西大学

産業技術総合研究所自動車ヒューマンファクター
研究センター、東京都文京区、静岡県 （経営管理
部 ICT推進局）、静岡県 （建設技術企画課）、吹
田商工会議所、大阪府（商工労働部 成長産業振
興室 産業創造課）、（公財)日本適合性認定協
会、大和市 （総合政策課）、兵庫県立工業技術セ
ンター、（一財）電力中央研究所、日本アクチュア
リー会（IAJ）、NHK放送技術研究所、杉並区立浜
田山小学校、開智望小学校、中日本高速道路株
式会社、日本エヌ・ユー・エス株式会社、三菱電機
株式会社　情報技術総合研究所、アクサ損害保
険株式会社、丸紅情報システムズ株式会社、澪
標アナリティクス株式会社（講義のみの連携）、株
式会社ブレインパッド、SAPジャパン株式会社、株
式会社LIGHTz（講義のみの連携）、アビームコン
サルティング株式会社（講義のみの連携）、株式
会社サイバーエージェント、株式会社ネットプロテ
クションズ、埼玉西武ライオンズ、株式会社阪急オ
アシス、生活協同組合コープさっぽろ、株式会社
オギノ、三菱食品株式会社、花王グループカスタ
マーマーケティング株式会社、カゴメ株式会社、ハ
ウス食品グループ本社株式会社、ハーゲンダッツ
ジャパン株式会社、株式会社スーパーメイト、WIN
フロンティア株式会社、株式会社アイズファクト
リー(i’sFACTORY)、アサヒ飲料販売株式会社、コ
カ・コーラボトラーズジャパン株式会社、ダイドード
リンコ株式会社、株式会社伊藤園、株式会社ジャ
パンインベストメントアドバイザー、株式会社
ALBERT、株式会社インテージホールディングス、
データスタジアム株式会社、アルボラーダ（プロバ
スケットボールクラブ）、株式会社ゴルフダイジェス
ト・オンライン（ゴルフポータルサイト）、株式会社
フィードフォース、株式会社Rooters、株式会社エ
ム・エイチ・グループ、DCMホールディングス株式
会社、株式会社LIFULL、株式会社カカクコム

私立 東京電機大学 地球観測データサイエンティスト育成プログラム 城西大学、立正大学

鳩山町、坂戸市、東松山市、一般財団法人リモー
ト・センシング技術センター（RESTEC）、国立研究
開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）、三菱
電機株式会社、株式会社アーベルソフト

私立 東洋大学 オープンデータ・サイエンティスト育成プログラム
東京大学、日本医科大学、高知工科
大学

株式会社横須賀テレコムリサーチパーク YRPユ
ビキタス・ネットワーキング研究所、公共交通オー
プンデータ協議会（ODPT）、一般社団法人オープ
ン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構
（VLED）、一般社団法人IoTサービス連携協議会
（AIoTs）、気象ビジネス推進コンソーシアム
(WXBC)、トロンフォーラム

私立 立命館大学
ユーザ体験を切り口とするEdge Computing データ
の分析力育成

滋賀県立大学、奈良先端科学技術
大学院大学

滋賀県、甲賀市、京都市、京都府警察、(公財)大
阪市都市型産業振興センター、(公財）滋賀県産
業支援プラザ、メルコ・パワー・システムズ（株）、
中西金属工業（株）、（株）イメージ、（株）エム・
オー・シー、(一社) SOFIX 農業推進機構

※申請資格等の有無にかかわらず、申請のあった大学等を全て記載。
※連携企業、地方公共団体等名等については、申請書のとおり記載。
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