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授業の目標（Course Objectives） 

近年、人工知能（AI）技術が、あらゆる領域で劇的に進歩を遂げている。パソコン、スマートフォンなどで使われる様々なソフトに

も、AI技術が実装され、社会の様々な場面ですでに活用されている。例えば、最近、人手不足解消のために、コンビニやスーパ

ーマーケットなどで、セルフ（・無人）レジなどが設置され、決済の自動化が進みつつある。 

この授業では、主に、小売店舗の購買履歴ビッグデータを分析するが、このデータ分析を通じて、一方で、消費者の消費行動のト

レンドをつかみつつ、他方で、小売店舗の無人化を進めるための課題発見を行うことを目標とする。 

 

In recent years, Artificial Intelligence (AI) technology has been making dramatic progress in all areas. AI technology has been 

implemented in various software used in PCs and smartphones and is already being used in various aspects of society. For 

example, convenience stores and supermarkets have recently installed self-service (or unmanned) cash registers to solve the 

labor shortage, and the automation of payment is advancing. 

In this class, we will mainly analyze big data on the purchase histories of retail stores. Through this data analysis, we aim to 

grasp the trends in consumer behavior on the one hand. and to discover the issues that need to be addressed to promote the 

unmanned operation of retail stores on the other. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、日本にある大型ディスカウントストア一店舗の ID-POS データ（匿名化された数百万行の購買履歴データ）を

Python というプログラミング言語を使って分析する。 

講義を 4 回行い、その他は、グループごとに分かれ、それぞれ分析テーマを決めて、互いに協力しながらビッグデータ分析を行

う。なお、Python 初学者には、教員、TAによるサポートを行う。 

 

In this class, we will use the Python programming language to analyze ID-POS data (millions of lines of anonymized purchase 

history data) from a large discount store in Japan. 

The course will consist of four lectures, followed by a breakout session where students will be divided into groups, each of 

which will decide on an analysis theme and work together to analyze the big data. For those who are new to Python, support will 

be provided by faculty and TA. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 

2. 講義①小売業から無人店舗までの説明と、今回用いる IDーPOS データについての説明 

3. 講義②Python（Pandas）プログラミングについての講義 

4. グループごとのデータ分析① 

5. グループごとのデータ分析② 

6. グループごとのデータ分析③ 

7. グループごとのデータ分析④ 

8. グループごとのデータ分析⑤ 

9. 講義③日本にすでに存在する（部分的な）無人店舗に実装されている AI カメラについての解説 

10. 講義④人工知能科学研究科で進められている AI カメラプロジェクトの紹介と実演 

11. 首都圏にある無人店舗をグループごとに分かれて見学 

12. グループごとのデータ分析結果最終発表会① 

13. グループごとのデータ分析結果最終発表会② 

14. 総括 

 

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

授業内・外で Slack を使い、Slack 上で、各グループでディスカッション、進捗状況報告などを適宜、進めてもらう。また、Pythonプ

ログラミングのサポート、エラー対応なども、ここで行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表(30%)/小課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 下山輝昌 松田雄馬 三木孝行、2019、『Python 実践データ分析 100 本ノック』、秀和システム (ISBN:4798058750) 

適宜、授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本科目は、社会学部と人工知能科学研究科とのコラボ科目である。抽選登録科目になっており、定員は 20 名である。人工知能

分野に強い関心をもつ学生、Python プログラミングに関心をもつ学生であることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 

 


