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授業の目標（Course Objectives） 

地域別に集計された公的統計データや地図データを、Python、GIS を利用して可視化するための基礎的な情報処理技術とデータ

分析技能を習得することが授業の目標です。 

 

The goal of the class is to acquire basic information processing technology and data analysis skills for visualizing official 

statistical data and map data using Python and GIS. 

 

授業の内容（Course Contents） 

公的統計データを使用して、Python、GIS による記述統計の基礎的な技能を習得します。受講者はヒストグラムの作成、GIS によ

る地理的分布の可視化、散布図の作成、回帰分析の実行、社会施設と人口の地理的分布の可視化、確率関数の実装を行いま

す。 

１．GIS 技能の習得 

経済・政策課題の多くは，「空間」に関連しています。例えば，医療，環境，交通，福祉，防災などの政策課題は，都市・地域の空

間構造と関わるものも多くなっています。本授業では統計データ、地図データの地理的な可視化について学習します。 

２．Python によるデータ分析とハンドリングの演習 

Python は、シンプルで可読性の高いプログラミング言語で、結果を逐次確認しながら実行できるため、初心者でも理解しやすく、

高度な統計解析もきれいなグラフの図示も完結なコードで実現できます。本授業では基礎的な統計分析、可視化について学習し

ます。 

 

 

This course provides basic skills in descriptive statistics in Python and GIS using official statistical data. Participants will create 

histograms, visualize geographic distributions in GIS, create scatter plots, perform regression analysis, visualize geographic 

distributions of facilities and population, and implement probability functions. 

１.Acquisition of GIS skills 

Many economic and policy issues are related to space. For example, policy issues such as healthcare, the environment, 

transportation, welfare, and disaster prevention are often related to the spatial structure of cities and regions. In this class, you 

will learn about the functions and knowledge commonly used in the economic and policy fields. 

2. Exercises in data analysis and handling in Python 

Python is a simple and highly readable programming language that can be easily understood even by beginners because it can 

be executed while checking the results sequentially, and both advanced statistical analysis and beautiful graphs can be realized 

with complete code. In this class, we will learn about basic statistical analysis and visualization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データについて 

2. 1 次元データの指標（基本統計量） 

3. 1 次元データの視覚化（ヒストグラム） 

4. 1 次元データの地図化（統計地図） 

5. 2 つのデータの関係性（共分散、相関係数） 

6. 2 次元データの視覚化（散布図、回帰直線） 

7. 2 つのデータの地理的関係（施設と人口） 

8. 推測統計の基本 

9. 離散型確率変数 

10. 代表的な離散型確率分布（ポアソン分布等） 

11. 独立性と無相関性 

12. 和の分布（ポアソン分布等） 

13. 標本平均の分布（ポアソン分布等） 

14. 統計的分布と地理的分布 

 



授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内に指示した課題の作業等を行う必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(15%)/複数回の課題(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


