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1 章 パイソン環境設定 
 パイソンでプログラム言語の基礎を学んだ後、データ分析や機械学習（AI）を学ぶためのツールがまと

めて導入できるソフトウェアの集合体（ディストリビューション）である「Anaconda」を使ってパイソ

ンの環境を作っていきます。※2020 年 8 月時点での設定画面になります。設定画面が変更されている場

合は、最新のインストール情報をインターネットから入手してください。 

1 Anaconda のインストール 

検索エンジン（google や yahoo など）で python.jp と検索すると python.jp が出てきます。これをク

リックしてください。（https://www.python.jp） 

 

Python.jp のトップページが開きます。            ※2020 年 8 月時点での表示画面です。 

「環境構築ガイド」をクリックして、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Anaconda」を選びます。                  ※2020 年 8 月時点での表示画面です。 

  

https://www.python.jp/
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ページ右の「Windows 版のインストール」や「MacOS 版のインストール」など、インストールする

パソコンにあったものを選びます。以下、「Windows 版のインストール」を選んだ場合について説明し

ます。 

 

 「Windows 版のインストール」を選んだ場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リンクされているページをクリックします。 
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 以下の画面が出てきます。 

          ※2020 年 8 月時点での表示画面です。 

 この画面を下にスクロールします。以下の画面が出てきたら・・・・ 

 

 

          ※2020 年 8 月時点での表示画面です。 

Python3.8 のダウンロードをします。 

お使いの PC が 64Bit か 32Bit かよくわからないときは、とりあえず「64Bit Graphical Installer」

を押してみてください。もし、お使いの PC が 32Bit ならばインストールの途中で 32Bit 版をダウンロ

ードするように求められるので、この場面に戻って、32Bit 版をダウンロードしてインストールしてくだ

さい。 

※windows10 の場合、左下のスタートボタンを右クリックして、「システム」を選ぶと「システムの

種類」の項目でお使いの PC が何 bit か調べることができます。  
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ダウンロードが終わったら、 

ここをクリックしてください。インストーラが起動します。 

 
※2020 年 8 月時点でのインストール画面です。 

 

 

ダウンロードができたら、インストーラの指示に従ってインストールを行います。 

 

 ＜訳＞ 

ようこそ、アナコンダ３ 2020.07（32bit 版）セットアップへ 

 

セットアップは、アナコンダ 3 のインストールをガイドします。 

 

セットアップを開始する前に、他のすべてのアプリケーションを閉じるこ

とをお勧めします。これにより、コンピュータを再起動することなく、関連

するシステムファイルを更新できます。 

 

「next」をクリックして続けてください。 

 

 

Next をクリックします。  
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ライセンス契約 

アナコンダ３をインストールする前にこのライセンス条件を

読んでください。 

ページを下に下げて残りの契約を確認してください。 

 

もし、契約条件に同意場合は、「I Agree」をクリックして

続行してください。アナコンダ３をインストールするには契

約に同意する必要があります。 

 

※契約の翻訳例は以下の通りです。翻訳は goole 翻訳ソフトを使用

しています。誤訳・意訳等があり、物的・精神的損害を受けた場合

であっても本テキスト著作者は責任を負いません。同意は各自が契

約内容を読み理解し、自己の責任において同意を押してください。 

（翻訳例） 

Copyright 2015-2020、Anaconda、Inc. 

3 条項の BSD ライセンスの下で留保されているすべての権利： 

ソースおよびバイナリ形式での再配布および使用は、変更の有無にかかわらず、次の条件が満たされている場合に許可されます。 

  *ソースコードの再配布では、上記の著作権表示、この条件リスト、および以下の免責事項を保持する必要があります。 

  *バイナリ形式での再配布では、上記の著作権表示、この条件リスト、および以下の免責事項を、配布物とともに提供されるドキュメントやその他の資料に再現する必要が

あります。 

  * Anaconda、Inc.（「Anaconda、Inc.」）の名前もその貢献者の名前も、書面による事前の許可なしに、このソフトウェアから派生した製品を推奨または宣伝するために

使用することはできません。このソフトウェアは著作権者および寄稿者によって「現状のまま」提供され、商品性および特定の目的への適合性の黙示的な保証を含むがこれ

に限定されない明示的または黙示的な保証は放棄されます。いかなる場合においても、ANACONDA、Inc.は、直接的、間接的、偶発的、特別、例示的、または結果的な損

害（代替品またはサービスの調達、使用、データ、または利益の損失を含むが、これらに限定されない）について責任を負わないものとします）。このソフトウェアの使用に

起因する可能性がある場合でもいかなる理由であれ、契約、厳格責任、または不法行為（過失またはその他を含む）の責任は問われません。 

サードパーティソフトウェアライセンスの通知 

====================================== 

Anaconda Distribution には、サードパーティ製のオープンソースソフトウェアパッケージが含まれています。これらは「現状有姿」で提供され、個別のライセンス契約

に従います。これらのライセンスは、Anaconda Distribution または http://docs.anaconda.com/anaconda/pkg-docs で入手できます。 Anaconda Distribution

を介して入手したこれらのサードパーティツールのバイナリパッケージには、個別のライセンスと Anaconda ライセンスが適用されます。 Anaconda、Inc.は、Anaconda 

Distribution で提供されるサードパーティツールを変更する権利を留保します。特に、Anaconda Distribution には、Intel（TM）Math Kernel Library（「MKL バイナ

リ」）からの再配布可能なランタイム共有ライブラリファイルが含まれています。 Anaconda Distribution のインストールで MKL バイナリを使用することは特に許可さ

れています。また、Anaconda Distribution またはそれらを含む conda パッケージで MKL バイナリを再配布することも許可されています。 MKL バイナリの使用と再

配布には、https：//software.intel.com/en-us/license/intel-simplified-software-license にあるライセンス条項が適用されます。必要に応じて、Anaconda 

Distribution のインストール後に MKL バイナリを削除する手順を http://www.anaconda.com で入手できます。Anaconda Distribution には、NVIDIA Corporation

の cuDNN ソフトウェアバイナリ（「cuDNN バイナリ」）も含まれています。 Anaconda Distribution のインストールで cuDNN バイナリを使用することは特に許可さ

れています。また、cuDNN バイナリを含む Anaconda Distribution パッケージで cuDNN バイナリを再配布することも許可されています。必要に応じて、Anaconda 

Distribution のインストール後に cuDNN バイナリを削除する手順を http://www.anaconda.com で入手できます。Anaconda Distribution には、Microsoft 

Corporation の Visual Studio Code ソフトウェアバイナリ（「VS Code」）も含まれています。 Anaconda Distribution のインストールで VS Code を使用すること

は特に許可されています。 VS コードの使用には、https：//code.visualstudio.com/License にあるライセンス条項が適用されます。  
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暗号化通知 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

この配布には暗号化ソフトウェアが含まれています。現在居住している国では、暗号化ソフトウェアの輸入、所持、使用、および/または他国への再輸出が制限されている

場合があります。暗号化ソフトウェアを使用する前に、暗号化ソフトウェアの輸入、所持、使用、再輸出に関する国の法律、規制、ポリシーを確認して、許可されているか

どうかを確認してください。詳細については、Wassenaar Arrangement http://www.wassenaar.org/を参照してください。Anaconda、Inc.は、このソフトウェアを

輸出商品管理番号（ECCN）5D992b として自己分類しました。これには、非対称アルゴリズムで暗号化機能を使用または実行する大衆市場情報セキュリティソフトウェ

アが含まれます。このソフトウェアを輸出禁止国に輸出するためのライセンスは必要ありません。さらに、Anaconda、Inc.のソフトウェアに含まれる Intel（TM）Math 

Kernel Library は、Intel（TM）によって ECCN 5D992b として分類されており、非禁輸国への輸出にライセンスは不要であり、Microsoft の Visual Studio Code ソ

フトウェアは非禁輸国への輸出にはライセンス不要の ECCN 5D992.c としての Microsoft。このディストリビューションには、暗号化に関連する次のパッケージが含ま

れています。 

openssl 

     OpenSSL Project は、Transport Layer Security（TLS）プロトコルと Secure Sockets Layer（SSL）プロトコル、および完全な強度の汎用暗号化を実装する、

堅牢で商用グレードのフル機能のオープンソースツールキットを開発するための共同作業です。 

pycrypto 

     安全なハッシュ関数（SHA256 や RIPEMD160 など）とさまざまな暗号化アルゴリズム（AES、DES、RSA、ElGamal など）のコレクション。 

pyopenssl 

     OpenSSL ライブラリ（のサブセット）の薄い Python ラッパー。 

kerberos（krb5、非 Windows プラットフォーム） 

     秘密鍵暗号方式を使用して、クライアント/サーバーアプリケーションに強力な認証を提供するように設計されたネットワーク認証プロトコル。 

cryptography 

     暗号化のレシピとプリミティブを公開する Python ライブラリ。 

Pycryptodome 

     PyCrypto のフォーク。これは、低レベルの暗号化プリミティブの自己完結型 Python パッケージです。 

Pycryptodomex 

     PyCryptodome のスタンドアローンバージョンです。 

Libsodium 

    暗号化、複合化、署名、パスワードハッシュなどのソフトウェアライブラリです。 

Pynad 

    使いやすさ、セキュリティ、速度を改善するという明記された目標を持つ暗号ライブラリである、ネットワークと暗号化ライブラリへのパイソンバンディングです。 

最新アプロード 2020 年 5 月 20 日 

 

I Agree をクリックすると、左の画面になります。 

アナコンダ３の実行したい環境に合わせてインストールのタイプを選んでくださ

い。 

私しか使いません（推奨） 

みんなが使います（管理者権限が必要です） 

とあります。 

推奨されている、「Just me」を選んで Next をクリックして

ください。  
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インストールする場所を選んでください。 

 

アナコンダ３を以下のフォルダにインストールします。 

違うフォルダにインストールする場合は、Browse をクリック

して、他のフォルダを選んでください。終わったら Next を押し

てインストールを続けてください。 

 

インストール先フォルダ 

C：￥Users\admin\Anaconda3 

2.9GB の空きが必要です。 

18.2.5GB 空いてます。 

 

よくわからない場合は、フォルダは通常このままでインストールしてください。のちのち、インストール

場所の理解は重要になります。記号の理解をしておきましょう。 

C：￥Users\admin\Anaconda3 

         ↑ここが人によって異なります 

 

C ドライブの中の、Users フォルダの中の、admin フォルダの中の、アナコンダ３フォルダにインストー

ルする。という意味です。「admin」の部分は、みなさんのユーザー名（PC 名のこともあります）が入

っています。例えば、windows10 に「takeshi」でログインしている場合は、 

C：￥Users\takeshi\Anaconda3 になります。 

 

 

アナコンダに「パス」を独自に設定します。 

推奨しません。その代りに、Windows のスタートメニューからアナコンダ

を選んで、アナコンダを開きます。この「パス」を通すオプションは、イン

ストールをする間にアナコンダのパスをつけるものです。しかし、アナコン

ダをアンインストールしたり再インストールしたりする必要があるとき、問

題を起こすかもしれません。 

 

パイソン 3.8 の規定通りアナコンダが登録します。 

これを選ぶと、様々なプログラムが、最初からパイソンのシステムように、

扱えるようになります。 

ということなので、下の Register Anaconda as my default Python 3.8 を選んでインストールしま

す。 
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Completed（完了）したら、Next を押します。 

 

 

 

PyCharm は、プロの開発者が使うパイソンの統合開発環境で

す。もちろんアナコンダの環境も統合されます。 

このテキストではより初心者に使いやすいスパイダーというエ

ディターを使ってプログラムを学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

Next を押します。 

 

 

Next を押します。 
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この２つのサイトが立ち上がりますが、閉じます。※必要な時に使ってください。 

 

これで、インストールが完了しました。アナコンダ３を使ってみましょう。 

 

「スタートボタン」ー「全てのプログラム」の中に「Anaconda3」のフォルダができています。 

 

「Anaconda3」のフォルダの中の、「Anaconda prompt（Anaconda3）」を右クリックして、 

「その他」－「タスクバーにピン留めする」を選んでください。もし、「タスクバーにピン留めする」が

でない場合は、そのままデスクトップにドラッグしてください。そして、デスクトップにできたショート

カットを、キーボードのシフトキーを押しながら、タスクバーにドラッグするとタスクバーにピン留めで

きます。 

※「Anaconda Powershell Prompt（Anaconda3）」ではないので、間違えないようにしてくださ

い。 
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２ Anaconda Prompt 

 「Anaconda Prompt」のショートカットをクリックし起動します。 

 

※上の admin の部分は、みなさんのユーザー名になっています。 

 

「プロンプト」は、ソフトウエアと会話をするために、ここから入力をしてくださいというメッ

セージ（記号）のことです。例えば、ウインドウズの操作や設定を行う場合に用意されている「コ

マンドプロンプト」がありますが、「コマンドプロンプト」のプロンプト（入力記号）は「＞」で

す。アナコンダプロンプトでも、「＞」がプロンプトになり、ここから会話をしてくださいと示し

てします。（人によっては、コマンドプロンプトのことをプロンプトと呼ぶこともあります。） 

 

(base)というのは、アナコンダはここにインストールされているという意味です。 

「ｃ：」は C ドライブのことです。「ｃ：￥Users」は、C ドライブの中の Users というフォ

ルダ」という意味です。「ｃ：￥Users￥admin＞」は、Users フォルダの中にある admin フォ

ルダの中という意味です。通常 admin にあたるところは、みなさんの「アカウント名」になって

います。 

つまり、C ドライブーUsers フォルダー（アカウント名）フォルダの中にアナコンダ３がある

ということを表しています。 
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では、パイソンを起動させましょう。python.exe と入力して実行（リターンキーを

押す）してみてください。 

  

そうすると、パイソンがこのような記述を返してきます。 

英語で返してきた記述を翻訳すると、 

      ※この画面は 2019 年 8 月時点の画面です。 

Python のバージョンは 3.7.4 です。 

 

このバージョンは 2019 年 8 月 9 日１８時 34 分 13 秒に定められました。 

64 ビット版の Visual Studio2017 の VisualC++バージョン 14.1 でコンパイルされました。 

アナコンダは [ AMD64 ] の CPU を用いたパソコンのウインドウズ上で動いています。 

もっと情報が知りたければ、help copyright credits license と入力してください。 

 

という意味です。[   ]内はＰＣによって変わります。 

 

※2020 年 8 月時点の画面の翻訳は、 

Python のバージョンは 3.8.3 です。 

 

このバージョンは 2020 年 7 月 2 日 17 時 30 分 36 秒に定められました。 

64 ビット版の Visual Studio2017 の VisualC++バージョン 15.9 でコンパイルされました。 

アナコンダは[ AMD64 ]の CPU を用いたパソコンのウインドウズ上で動いています。 

もっと情報が知りたければ、help copyright credits license と入力してください。 

 

という意味です。[   ]内はＰＣによって変わります。 

 

このように英語で答えを返してくるとあせってしまいがちですが大丈夫です。意味もわからなくてもそん

なことが書いてあるのか、という程度で軽く流していきましょう。 

 

これで、パイソンが使えるようになりました。 

まず、パイソンを使ってプログラミングの基本を身につけます。 

そして、アナコンダを使ってデータ分析の基礎を身につけます。 
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2 章 プログラミングの基礎 

1 パイソンに計算をさせてみよう① 

 

 

＞＞＞がパイソンのプロンプトになります。 

 

１＋３の足し算をします。 

注意点：数値を入力するときは、必ず半角英数で入力してください。 

 

＞＞＞１＋３ 

と打って、エンターキー（リターンキー）を押してください。 

 

 

 

計算ができました。 

 

＋、－、×（*）、÷（/）の計算をしてみてください。＋－＊／などの記号を演算子
え ん ざ ん し

といいます。 

注意点：×（かけ算）は＊（アスタリスク）、÷（割り算）は／（スラッシュ）を使います。 
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練習問題 

プログラムの上達のコツは、「習うより慣れろ！」です。最初のうちは、なにがなんだかわからないこと

が多いと思います。わからないことは、わからないままにして、とにかくプログラムに慣れることを目標に

してください。質より量です。とにかく、たくさん書いて慣れましょう。 

 

問題１）150-99 を計算してください。 

 

 

 

問題２）縦 10.2cm、横 13.3cm の長方形の面積を求めてください。 

 

 

 

問題３）横 15ｃｍ、高さ 15cm の三角形の面積を求めてください。 

 

 

問題４） 

   上底：4.2cm、下底：9.3cm、高さ 10.3cm の台形の面積を求めてください。 

 

 台形の面積は、（上底＋下底）×高さ÷２ で求めます。 

 

 

 

問題 5）直径 5ｃｍの円の面積を求めてください。円周率は 3.14 とします。 
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２ パイソンに計算をさせてみよう② 

 

2654＋8546―564 の計算をさせてください。 

 

＞＞＞2654+8546-564 

数値が詰まって見えにくいときは、半角スペースを演算子の前後に入れることができます。 

 

＞＞＞2654 + 8546 - 564 

 

 

 

割り算の商を求めるときは「//」を使います。 

割り算のあまりを求めるときは「％」を使います。 

商というのは、割った出た答えの整数部分です。 

例えば、19÷4 の場合、商は 4、あまりは 3 になります。 

＞＞＞19//4 

＞＞＞19％4 

 

 

２の４乗などの、「べき乗」は「**」を使います。 

２の４乗は、２**4 です。 

 

直径 5ｃｍの円の面積を「べき乗」を使って求めてください。円周率は 3.14 とします。 

＞＞＞2.5 ** 2 * 3.14 
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このようにパイソンに直接計算をさせて答えを表示させることを、インタラクティブ（対話）モードとい

います。インタラクティブモードを終了させるときは、exit()を入力しエンターキーを押します。（Ctrl＋ｚ

でも終了できます。） 
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3 文字と数値の扱い 

＜print(式)＞  （）の中の数値や文字を画面に表示させる機能を持った関数です。 

インタラクティブモードでは省略していましたが、画面に値や文字を表示させる時は、print を使います。 

以下の入力をしてパイソンの動作を確認してみてください。 

＞＞＞print(5)  

＞＞＞print(2＋5) 

＞＞＞print(‘こんにちは、パイソン！’)  

 

 

 

＞＞＞print(5)   

（ ）の中身を表示します。 

＞＞＞print(2＋5)  

（ ）の中の計算結果を表示します。 

＞＞＞print(‘こんにちは、パイソン！’) 

文字列を表示させる時はシングルクォーテーションかダブルクォーテーションではさみます。 

 ※このテキストではシングルクォーテーションではさむことにします。 

 

バイソン！をダブルクォーテーションで強調することもできます。シングルクォーテーションにはさま

れている部分は文字列だとパイソンが認識してくれているので、ダブルクォーテーションが文字として表

示されます。 

＞＞＞print(‘こんにちは、“パイソン！”’) 
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文字列の中に数値を入れて表示させることもできます。 

 

例えば、「第一回東京オリンピックは 1964 年に開催されました。」の 1964 を数値として表示させるや

りかたは、以下の通りです。 

＞＞＞print(‘第一回東京オリンピックは’,1964,’年に開催されました。’) 

 

このように文字の部分と数値の部分と文字の部分を、カンマで区切ります。また、文字は＋の記号でつな

げることもできます。 

 

文字と数値を分ける理由は、数値の部分に関数や計算式などを入れることができるので非常に使い勝手

がよくなるからです。 

 

「うるう年以外の一年は３６５日で、〇週と〇日あります。」 

 

この「○」の部分を計算式、それ以外の部分は文字でプログラムすると。 

 

＞＞＞print(‘うるう年以外の一年は 365 日で、’,365//7,’週と’,365%7,’

日あります。’) 

 

になります。 

 

文字列はシングルクォーテーションで囲まれていますが、計算式は囲まれていないことに注意して

ください。 
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4 簡単なプログラム演習 

 

演習 アンダーラインの部分は数値、〇の部分は計算式の結果を、それ以外は文字列を表示させるプログラ

ムを組んでください。 

 

問 1）「1970 年の日本万国博覧会（大阪万博）から〇年後にあたる 2025 年に、大阪関西国際博覧会が開

催されます。」 

※○年後は、アンダーラインの引いてある数値をパイソンに計算させてください。 

 

問２）「うるう年の一年は 366 日で、〇週と〇日あります。」 

 ※366 は数値でかきます。〇の部分はパイソンに計算をさせてください。 

 

 

＞＞＞print(1970,’年の日本万国博覧会（大阪万博）から’,2025-1970,’年後

にあたる’,2025,’年に、大阪関西国際博覧会が開催されます。’) 

＞＞＞print(‘うるう年の一年は’,366,’日で、’,366//7,’週と’,366%7,’

日あります。’) 

 

複雑なプログラムを書くときなどは、このプログラムは何のプログラムかなどコメントがあるとわかり

やすくなります。記述するコードの一部を無効にすることをコメントアウトと言います。 

＞＞＞print(‘Hello!python!’) #ハローパイソンを表示させる 
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３章 データの型と変数 

１ 文字列と数値 

プログラムを使うと計算が楽になりますが、何でも計算してくれるかというとそうではありません。 

例えば、10 と A をくっつけて「10A」と表示させたいとき、間違っていると返事を返してきます。 

＞＞＞print(10＋A) 

 
 

英語でかかれているので翻訳します。 

 

トレースバック（遡る）：一番最後に呼び出されたプログラムの間違え 

意訳：プログラムが動かない原因をさかのぼって調べたら、一番最後（近い）のものはこれです。 

   これから直してください。それでも直らなかったらその前の問題点を表示します。 

 

File “<stdin>”（standard input）：キーボードから入力された「もの」の処理方法が書いてある 

ファイル 

Line 1：１行目 

In <module> ：パイソンを動かしているプログラムの基礎部品 

NameError：name’A’is not defined：名前間違え：名前’A’は、定義されていない。 

 

意訳：基礎プログラムのインプットされたものを処理する stdin ファイルの１行目で引っかかったのでプ

ログラムが動きません。A という名前は（変数として）定義されてないので処理できません。 

 

うまくいかなかった理由は、10 が数値なのか文字なのかわからなかったことと、A が変数の名前なのか

文字なのかがわからなかったことにあります。そこで、どちらも文字であることがわかるようにシングルク

ォーテーションをつけてみると、 

 

＞＞＞print(‘10’＋’A’) 

 

うまくくっつきました。このように入力したものが数値なのか文字なのかを、パイソンに伝えなければパ

イソンはどうしていいのかわからなくなります。 
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こんどは、10 は数値で、A は文字で足し算をさせてみます。 

＞＞＞print(10＋’A’) 

 
エラーになりました。 

翻訳すると、 

TypeError：unsupported operand type(s) for +: ‘int’and’str’ 

タイプエラー：入力されたものの「型」のエラー。 

unsupported operand type(s) for +: ‘int’and’str’：計算の対象になるもの（オペランドといい

ます）が整数型（int）なのか文字型(str)なのかがわからないのでプラス処理できない。 

 

Int は integer（整数）の略、str は string（ひも・文字）の略です。このように、整数と文字の組み合わ

せの計算は処理できないようにしています。これは、ミスを防ぐための安全装置です。例えば、A という

名前の変数に 11 が格納されている場合、11 は数値であると認識をして 10＋11 で 21 を返します。

ところが、もし、整数＋文字列（A）を許すと、10＋‘11’で 1011 を返してしまいます。これを避け

るために、整数＋文字は計算できなくしています。 

 

 

（まとめ） 

‘5’＋‘5’＝55  文字＋文字は、文字文字で返す。 

5＋5＝10  数値＋数値は、計算をして返す。 

5＋‘5’＝計算できない 数値＋文字は、計算処理できない。 
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2 型の扱い方 

 

練習）次のプログラムを組んで結果を確認してください。 

①文字の 5 引く文字の 5 の結果を表示する。 

②‘文字’×３の結果を表示する。 

 

 

 

①文字の引き算はできないと（パイソンが返事を）返してきました。 

②文字×３で、文字を３回続けて、文字文字文字を返してきました。 

 

練習）次のプログラムを実行してください。 

１＋２の計算結果は、３ 

＞＞＞print(‘１＋２の計算結果は’＋（１＋２）) 

 

 

エラーを翻訳します。 

 

can only concatenate str (not “int”)to str：整数でない文字列と文字列だけつなぐことができる。 

（concateneate:つなぐ） 

 

（１＋２）は整数型なのでつながらないと返しています。 
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では、（１＋２）の計算結果を文字列にするとうまくいくはずです。 

（１＋２）の結果を文字列にするためには、かっこの前に str を書いて、str（１＋２）とします。 

 

＞＞＞print(‘１＋２の計算結果は’＋str（１＋２）) 

 

うまく表示できました。 

このように、強制的に型を変換させることもできます。 

 

ほかによく使う型としては、float（浮動小数点型：今は「浮動」の言葉は無視して小数で覚えておいてく

ださい。）があります。また、bool（真偽型）、None（型がない）なども学習を進めていくと出てきます。 
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３ 変数の使い方 

 

パイソンに計算をさせるのに、いちいち数値や文字を入力していると大変な作業になります。 

そこで、数値や文字データが入る箱を用意して名前をつけて、その中にデータをいれておき必要な時に箱の

中身を呼び出します。これが変数です。 

＞＞＞A＝15 

 

A の箱の中に 15 が入りました。 

 

では、A の箱の中身を表示 print してみます。 

＞＞＞print(A) 

 

15 が表示されました。 

 

次に、B という箱の中に 20 を入れてください。 

＞＞＞B＝20 

 

A＋B の結果を表示させてください。 

＞＞＞print(A＋B) 

35 が表示されています。 
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今度は、A の箱の中身を’こんにちは、’、B の箱の中身を‘パイソン！’に入れ替えて表示をさせてみ

ましょう。 

＞＞＞A＝’こんにちは、’ 

＞＞＞B＝’パイソン！’ 

＞＞＞print(A＋B) 

 

 

パイソンの変数の中には、文字も数値も入れることができます。最初に変数の型を宣言しなければな

らない、変数に厳しい言語（C 言語や JAVA など）が多いので、すべての言語がパイソンのように

簡単に変数が使えるわけではないことを覚えておいてください。 

 

ところで、変数の名前にはルールがあります。 

①名前に使えるのは、アルファベットと数字とアンダースコア（＿） 

②先頭文字に数字は使えない 

③パイソンの命令で使う名前（print、if、for など。予約語といいます。） 

 

複雑なプログラムになると変数をたくさん使うようになるので、変数名をつけるときは、最初に自分

でルールを作って統一しておくと便利です。一般的には、data_main、data_sub など、アンダース

コアでつないでいく方法（アンダースコア記法・スネーク記法）がよく使われます。他には、dataMain、

dataSub（camelCase：らくだのこぶ記法）、DataMain、DataSub（Pascal 記法）などがあり

ます。 
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4 章 入力 

1 input 関数 

計算式は同じで値だけが異なる計算の場合、その都度数値を変えて代入しなおす作業が大変になります。

そこで、外から値を受け取って、それを変数に代入する方法があると楽になります。このように外部からデ

ータを受け取る関数が input 関数です。 

 

例）縦ｘ、横ｙの長方形の面積を求めるプログラムを作ります。 

 

①まず、ｘに 5 を、ｙに 10 を代入して答えをｚに代入して、ｚを表示させるプログラムを作ってみまし

ょう。 

 

 

 

②次に、縦は何㎝ですか？と聞き入力された値をｘに代入するようにします。 

＞＞＞ｘ＝input（‘縦は何㎝ですか？’） # ｘの入力 

 

 

 

10 を入力してください。 

 

ここで、ｘの中身を表示させて 10 が代入されているか確認してください。 

 

 

10 が代入されていました。 
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では、復習です。横は何㎝ですか？と聞き、入力された値をｙに代入してください。入力を求められたら 10

を入力してください。そして、ｙを表示させて 10 が代入されていることを確認してください。 

 

 

 

長方形の面積の答えをｚに代入し表示させてください。 

＞＞＞ｚ＝ｘ＊ｙ 

 

 

 

エラーがでました。 

エラーを翻訳すると、 

TypeError（型の間違い）：文字列の型（type ‘str’）のような整数型でない（non-int）代入値が

続く（sequence）掛け算（multiply）はできません。 

 

と返しています。 

間違いなく英数半角で 10 を入力したのに、値の 10 ではなく文字の‘10’として認識しています。 

 

Input 関数で入力された値は、文字列になることを覚えておいてください。 

 

データの型の項で学んだように、数値＊数値でないと計算ができないので、入力値を強制的に数値として

認識させます。 
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もう一度、縦は何㎝ですか？と聞き、入力された値を整数（int）型にして、ｘに代入するようにします。 

＞＞＞ｘ＝int（input（‘縦は何㎝ですか？’）） # ｘの入力 

     インプット関数全体を int（）で囲むと、入力された文字列が整数として認識します。 

 

 

 

ｘの中身を表示させて 10 が代入されているか確認してください。 

また、ｘの中身の型を確認してください。 

型の確認は type 

＞＞＞type(x) 

で行います。 

 

class ‘int’と表示されました。class とは、種類の意味です。 

これで、無事整数として認識されました。 

 

では、次に、 

横は何㎝ですか？と聞き、入力された値を整数（int）型にして、ｙに代入するようにします。 

10 を入力して、ｙの中身を確認し、続いてｙの中身の型を確認してください。 

 

 

ｘもｙも整数型になったので、計算ができるようになりました。 

ｚ＝ｘ＊ｙ の計算をして、ｚを表示してください。 

 

無事に計算ができました。  
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5 章 関数の基本 

1 関数とは 

そもそも「関数」とは、入力されたものに、ある処理を行い、出力をするとき、ある処理の部分が関数に

なります。「コーヒーの粉と水を入力」されたコーヒーメーカーが、「コーヒーを出力」した場合、コーヒー

メーカーが関数になります。 

 

 ｙ＝ｘ＋１０ では、入力されたｘに、関数が１０を足し、ｙに答えを返しています。 

 

このように、関数には入力値と返す値があります。プログラムでは、入力値のことを「引数
ひきすう

」。返す値を「返
かえ

り値
ち

」または、「戻
もど

り値
ち

」と言います。 

 

 これまで出てきた関数で、 

ｘ＝input（‘縦は何㎝ですか？’） # ｘの入力 

の場合は、キーボードから入力された値が「引数」。この「引数」をｘに返しているので「返り値・戻り値」

になります。 

 

強制的に型を決める 

ｘ＝int（ｙ） ＃ ｙを整数型にする 

の場合は、ｙが「引数」、この「引数」を整数の型にしてｘに返しているのでｘの値が「返り値・戻り値」

になります。 

 

このように関数には「引数」と「返り値・戻り値」があるのが普通ですが、 

中には、print（x）のように、ｘが「引数」だけれども、「返り値・戻り値」がない、ただ表示させるだけの

関数もあります。また、「引数」も「返り値・戻り値」もない関数もあります。 
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練習問題 

 

問題 1）半径を入力させてｒに代入。ｐに 3.14 を代入。ｓに円の面積を計算させて代入し、ｓを表示させ

るプログラムを作ってください。ただし、半径は小数入力します。 

 

 

 

問題 2）ドラえもんは 2112 年トーキョーマツシバロボット工場で製造されました。ドラえもんが製造さ

れるまであと何年かを計算するプログラムを作ってください。ただし、今の西暦を入力させてください。ま

た、年数計算は、パイソンに計算させてください。変数の名前等は自由に設定してください。 

入力表示：「今年は西暦何年ですか？」 

結果表示：「ドラえもんが製造されるまで、あと○年です。」 

 

プログラム例 

 

 

プログラム例 
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6 章 スクリプトファイル 
これまで、黒い画面（シェルといいます）からパイソンと対話しプログラムを行ってきました。ひとつの

命令を実行しその結果がすぐわかるので、プログラムが正しいのか間違っているのかがすぐわかり、便利で

した。ところが、まとまったプログラムを実行する時は、一行ずつ実行していくと時間がかかって大変にな

ります。 

 そこで、一連のプログラムを別のファイルに書いておき、それを呼び出して実行する方法を紹介します。

この方法だと複雑なプログラムをシェルに書く必要がなくなり、簡単に処理することができます。 

 

1 スクリプトファイル保存フォルダの準備 

Anaconda Prompt を新しく起動してください。 

 

 

 

 

 

 

 アナコンダがインストールされている場所が表示されます。 

 

この例は、C ドライブの、Users のフォルダの中の、admin のフォルダに中にインストールされている

ことを示しています。みなさんのパソコンによってインストールされている場所は違います。Users の下

のフォルダ(「admin」にあたるところ)がアカウント名になっています。 

 

「：」の前にあるのはドライブの名前です。Windows では、メインのハードディスクドライブが C

ドライブになっています。C から始まる理由は、昔のパソコンはハードディスクの容量が少なかっ

たため、フロッピーディスクドライブが２基用意されていてプログラムを読み込んでいました。この

フロッピーディスクドライブに A と B を使っていたので、本体のハードディスクに C の名前を付け

ていた習慣の名残です。 

 

「￥」の後にあるのはフォルダの名前です。エンジニアやパソコンに詳しい人はディレクトリと言っ

たりしますが、Windows や macOS では、フォルダもディレクトリもほぼ同じ意味です。 

 

場所が確認できたら、アナコンダがインストールされているフォルダを開きます。 

一例を示すと、下のタスクバーの「ファイルアイコン」をクリック―左の画面にある「PC」をクリック

―右の画面に出てきた「C ドライブ」をクリック―「ユーザー」をクリック―・・・でたどりつくことがで

きます。 
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アナコンダ３がインストールされているフォルダを表示したら、そのフォルダの中

に新しくスクリプトファイルを保存するフォルダ、「pyfile」フォルダをつくります。 

新しいフォルダの作り方は、このフォルダ内の空いているスペースで右クリックし「新規作成」―「フォ

ルダ」を左クリックすると作れるので、名前を変更してください。 

 

 

これで準備ができました。 
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２ スクリプトファイルの作成と保存（Spyder：スパイダー） 

 スパイダーはパイソンの開発環境として機能が充実しています。よく使うソフトなので、ショートカット

をタスクバーやデスクトップにつくりましょう。 

 

タスクバーにショートカットを作成する場合は、「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」―

「Anaconda3」―「Spyder(Anaconda3)」を右クリックして「その他」―「タスクバーにピン留めす

る」を左クリックしてください。 

デスクトップにショートカットを作成する場合は、スタートメニューの「Spyder」アイコンをデスクト

ップにドラッグします。 

 

 

 

タスクバーまたはデスクトップのスパイダーのアイコンをクリックして起動してください。 

 

 

 

 

どちらかのアイコンをクリック 
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 スパイダーが起動します。英語表記なので、日本語表記に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツールバーの「Tools」-「Preferences」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Preferences」画面が出てきたら、左の「General」をクリックして、右の「Advanced settings」を

クリックします。 
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「Language」タブの▼を押して日本語を選び、「OK」を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Language」のセッティングが変更されたので再起動する必要があります。今すぐ再起動しますかと聞

いてくるので、「Yes」を押します。 
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左の画面がプログラムを書くところ（テキストエディター）です。右下はパイソンの出力結果が表示され

ます。右上は、「変数エクスプローラー」のタブを押しておいてください。ここにプログラムで書いた変数

の定義が表示されます。（とても便利です！） 

 

左上のテキストエディターは、数行コメントアウトされています。 

 

1 行目：＃ coding（コーディング：符号化）は utf-8 で行います。と書いています。 

 

世界にはさまざまな文字があります。コンピュータは、数字は認識できますが文字は認識できませ

ん。そこで、ひとつひとつの文字を数値化（符号化）して認識をさせます。この符号化の様式はいく

つかあり、その中でも最も広く使われているのが Unicode で、Unicode の代表的な形式が Utf-

8(Unicode Transformation Format-8)というわけです。 

ちなみに、文字コードは他にも、JIS コード（電子メールでよく使われている）、Shift_JIS（パソ

コン上のファイルでよく使われている）、EUC（日本語の UNIX が使っている）などがあります。文

字コードが一致しないと「文字化け」が起こります。例えば、パソコンやスマホでインターネットホ

ームページなどが文字化けしている場合は、文字コードを変える設定が必要になります。 

 

2～6 行目 「スパイダーエディターです。これはスクリプト（記述）の一時的なサンプルファイルです。」

と、コメントアウトされています。このように、複数行のコメントアウトは、ダブルコーテーションかシン

グルコーテーションを３回続けて打ち、コメントを囲みます。一行の中にコメントアウトする場合は、一行

目のように＃の後にスペースをつけます。 

では、さっそくプログラムを書いていきましょう。 

  

テキストエディター 

出力結果 
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準備）プログラムを書くファイル（スクリプトファイル）を用意します。 

 

「ファイル」-「新規ファイル」を押して新しいファイルを作ります。 

  新しいファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新しいファイルを保存します。「ファイル」-「保存」を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存場所は、「pyfile」のフォルダの中です。名前は 001 とつけて、ファイルの種類を python ファイル

にしてください。 

 

 
 

作成された、「001.ｐｙ」ファイルにプログラムを書いていきます。 
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練習）スパイダー テキストエディターに円柱の体積を求めるプログラムを組みます。 

コメントアウトされている記述を消してください。 

①変数 r に小数の入力をさせてください。表示は、「半径を入力してください。」 

②変数 h に小数の入力をさせてください。表示は、「高さを入力してください。」 

③変数ｐに 3.14 を代入してください。 

④変数 v に体積を計算させた結果を代入してください。 

⑤ｖを表示してください。表示は、「半径○、高さ〇の円柱の体積は、〇です。」 

 

プログラムが書けたら、ファイル（スクリプトファイル）を実行してみましょう。 

緑のボタンを押してください。そうすると、実行設定のウインドウが表示されますので、「実行」を押し

てください。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右下のコンソールに実行結果が表示されます。 

 

指示に従って、右下のコンソールの中に、半径を 1.5、高さを 3.0 を入力してください。間違いなくプロ

グラムが組めていると体積 21.195 が表示されます。 
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数値を入力してプログラムが実行されると、右上の変数エクスプローラーには、各変数名と型と代入され

ている値が表示されています。ここで、変数の名前、型や代入値に誤りがないか確認ができます。これで、

円柱の体積を求めるスクリプトファイルが完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、このスクリプトファイルはアナコンダシェルでも呼び出すことができます。 

① スパイダーを閉じてください。 

② 「Anaconda Prompt」を開き、 

③ (base) C:\Users\(ユーザー名)> の後に、python pyfile\001.py と入力 

してください。 

これは、パイソンを起動して、「pyfile」フォルダの中にある「001.py」ファイルを実行しろという命

令です。 

うまく実行できると、半径の入力、高さの入力を求めてきます。そして、円柱の体積計算を行います。 

このようして、スクリプトファイルを呼び出せます。 

 

 

 

 

 

もし、呼び出せない場合は、保存している場所や名前を確認してください。  
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7 章 モジュールを使おう（数学関数） 

1 math モジュール 

ルートや三角関数や小数の処理など数学で行う複雑な計算は四則演算だけではできません。そこで、パイ

ソンには数学計算用の関数を集めた math モジュールが用意されています。 

 

math モジュールを使う場合は、最初に 

Import math 

を呼び出して計算をさせます。 

 

準備：スパイダーを起動し、新しいファイルを作成し、ファイル名 002、python ファイル形式で、「pyfile」

フォルダの中に保存する。 

 

＜小数点以下の切り捨て＞ 

floor 関数を使います。フロアは床のことです。例えば、ビルの２.5 階の高さにあるものは、2 階（フロア）

にあるので、小数点以下は切り捨てて 2 階（フロア）に「丸める」イメージです。 

以下の記述を書いてください。 

Import math 

x=2.752 

print(math.floor(x)) 

緑の矢印を押して実行すると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンソールに、小数点以下が切り捨てられた 2 が表示されました。  
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＜小数の切り上げ＞ 

ceil 関数を使います。セイルは天井のことです。天井に埋め込むシーリングランプの ceil です。小数を切

り上げた整数に数値を丸めます。 

 

 

 

 

 

 

実行すると、コンソールに３が表示されます。 

 

 ※他のコンピュータ言語で四捨五入としてよく使う round 関数はパイソンでは四捨五入になりません。

気を付けてください。 

 

＜平方根（ルート）の計算＞ 

 

math.sqrt() 

を使います。sqrt は、square（スクエア：平方） root（ルート：根）の略です。 

 

y=math.sqrt(16) 

print(y) 

 

 

コンソールに４.0 が表示されます。 

  



41 

 

＜絶対値＞ 

fabs() 

を使います。絶対値（absolute value）は abs で表します。これに浮動小数点の float の f を頭につけて

fabs になります。 

 

a=52.2 

b=25.6 

print(math.fabs(b-a)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンソールに 26.6 が表示されます。 

 

＜円周率＞ 

math.pi 

を使います。 

半径 1 の円の面積を求めます。 

z=1**2*math.pi 

print(z) 

 

 

コンソールに 3.141592653589793 が表示されます。 
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8 章 演習 
 

これまで、学習したことを身につけるために演習を行いましょう。 

最初からうまくプログラムを組むことはできません。動かないプログラムには、必ずプログラムミス（バ

グ（bug：虫）といいます）があるはずですから、それを発見して解決をしてください（デバッグ(debug：

虫取りといいます）。 

このデバッグが、プログラム力を育てます。壁にぶちあたらないと成長しないのです。どうしてもわから

ないときは、プログラムがわかる人に助けを求めます。人に頼るのもプログラム力です。デバッグができて

うまくいったときの疲れと安堵感は他では味わえないものがあります。 

プログラムを組み始めたときに多いバグは、①スペルミス、②目に見えない全角スペース、③クォーテー

ションやカンマやカッコ落ち、④型のミス、⑤関数の前についたインデント（スペース）などです。 

 デバックの練習をしていると思って演習に取り組んでください。 

 

演習 1 

準備：スパイダーを起動し、コードを書かない状態で、ファイル名 003、python ファイル形式で、作成し

てある pyfile の中に保存する。 

 

①つるが 73 羽とかめが何匹かいます。足の数を数えると全部で 398 本ありました。かめは何匹いますか。 

 つるの個体数をｘ、かめの個体数をｙとし、ｙを求めてください。 

 そして、表示「かめは〇匹います。」と表示してください。 

②シェルでスクリプトファイルを呼び出して実行してください。実行結果は、下の見本の通りになるように

してください。 

※シェルを起動したまま連続で実行するとき、キーボードの右下の矢印のキーの「↑」を押すと、直前に入

力した Python pyfile\001.py が出てきます。そして、「←」で 001 の 1 にカーソルを持っていって、3

に変えるだけで実行できます。（「python pyfile\」を書く手間が省けます。） 

 

 

 

 

プログラム例） 

x=73 

y=int((398-2*ｘ)/4) 

print(y) 
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演習 2 

準備：スパイダーを起動し、コードを書かない状態で、ファイル名 004、python ファイル形式で、作成し

てある pyfile の中に保存する。 

 

①食料品を購入し、8％の消費税込みでｙ円払いました。あなたの買い物で店が納税する消費税はいくらで

しょうか。ｙを入力してもらい、消費税を算出してください。ただし、消費税は切り捨て処理を行ってくだ

さい。 

8％消費税抜き食料品価格は、税込食料品価格/1.08 で求めることができます。税抜き価格の８％が消費

税になります。また、出力する食料品代金は、消費税込価格―消費税で求めてください。（誤差が生じるた

め） 

入力表示：「支払った消費税込みの金額を入力してください。」 

出力表示：「支払った○円の内訳：食料品代金は〇円、消費税は〇円です。」 

②シェルでスクリプトファイルを呼び出して実行してください。下の見本の通りになるようにしてくださ

い。 

 

 

 

 

プログラム例） 

import math 

y=int(input('支払った消費税込の金額を入力してください。')) 

x=y/1.08 

z=math.floor(0.08*x) 

a=y-z 

print('支払った',y,'円の内訳：食料品代金は',a,'円、消費税は',z,'円です。') 
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演習 3 

準備：スパイダーを起動し、コードを書かない状態で、ファイル名 005、python ファイル形式で、作成し

てある pyfile の中に保存する。 

 

① 直径 s、高さｈの円柱があります。この底面の中心を軸として、直径 t、高さｈの円柱をくり抜いたとき

の体積を求めてください。入力値は小数を想定してください。ただし、円周率は math モジュールを使

ってください。また、外側、内側円柱の体積はそれぞれ小数以下を切り上げて計算してください。 

 

入力表示：「外側の円柱の直径を入力してください。」 

：「外側の円柱の高さを入力してください。」 

：「くり抜く円柱の直径を入力してください。」 

出力表示：「くり抜く前の外側の円柱の体積は〇、くり抜いた後の体積は〇です。」 

 

 

 

②シェルでスクリプトファイルを呼び出して実行してください。下の見本の通りになるようにしてくださ

い。 

 

 

プログラム例） 

import math 

s=float(input('外側の円柱の直径を入力してください。')) 

h=float(input('外側の円柱の高さを入力してください。')) 

t=float(input('内側の円柱の直径を入力してください。')) 

v_out=math.ceil((s/2)**2*math.pi*h) 

v_in=math.ceil((t/2)**2*math.pi*h) 

v_ato=v_out-v_in 

print('くり抜く前の外側の円柱の体積は',v_out,'、くり抜いた後の体積は',v_ato,'です。') 
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9 章 条件分岐 

1 if 命令 

準備：006.py を pyfile の中に作成してください。 

 

もし、スコアが 70 点以上ならば、「合格です！」を表示させます。 

 

テキストエディターに以下のプログラムを書いてください。 

 

score =int(input(‘点数は何点ですか？’))  

If score >= 70： 

    print(‘合格です！’)  

else： 

    print(‘残念。不合格です。’)  

 

score =int(input(‘点数は何点ですか？’)) ←点数を入力させます。  

If score >= 70： ←「もし、スコアが 70 点以上ならば」という意味です。コロン（：）を忘れないよう

に！ 

    print(‘合格です！’) ←半角スペースを 4 つ打った後に print を打ちます。 

else：←「それ以外は」という意味です。コロン（：）を忘れないように！ 

    print(‘残念。不合格です。’)  ←半角スペースを 4 つ打った後に print を打ちます。 

 

 

If は「もし」、else は「その他」という意味です。 

「もし、～だったら、こうする」の「こうする」部分を記述する時は必ずスペースを 4 つ使用して

ください（ブロックといいます）。パイソンは、スペースを入れないと「こうする」部分がどこかわ

かりません。※スペースの数は決められないので、統一されていればいいのですが、パイソンのマニ

ュアルではスペース 4 つに統一することを推奨しています。（スパイダーは、if の行を改行すると、

自動的に 4 つ分のスペースが空きます。） 
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２ 練習問題 

練習）準備：007.py を pyfile の中に作成してください。 

以下のプログラムを組んでください。 

ｘとｙが等しいことを表す記号は「＝＝」です。ｘ＝＝ｙ になります。 

①ｘに 1～9 のいずれかの整数を入力させてください。表示は「1～9 の数字をひとつ入力してください」 

②ｙに 5 を代入する。 

③もし、ｘが５ならば、「あたりです！」と表示する。 

④③でないなら、「残念。はずれです。」と表示する。 

⑤シェルでスクリプトを呼び出して実行する。 

 

 

 

x=int(input('１～９の数字をひとつ入力してください')) 

y=5 

if x==y: 

    print('あたりです！') 

else: 

    print('残念。はずれです。') 

 

次に 

もし、スコアが 90 点以上ならば「素晴らしい！」、80 点以上ならば「よくできました！」、70 点以上な

らば「よくがんばりました！」、60 点以上ならば「あとすこし！」、60 点より低い点数ならば「次はがん

ばろう！」を表示させます。 

 

このように複数分岐させる場合は、最初は if、二番目からは elif を使い、最後は else で処理します。 
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練習）準備：008.py を pyfile の中に作成してください。 

①点数は何点ですか？と表示し入力させる。 

②プログラムを組み、シェルに呼び出す。 

 

 

 

score=int(input('点数は何点ですか？')) 

if score>=90: 

    print('素晴らしい！') 

elif score>=80: 

    print('よくできました！') 

elif score>=70: 

    print('よくがんばりました！') 

elif score>=60: 

    print('あとすこし！') 

else: 

    print('次はがんばろう！') 

 

今度は、複雑な if 文を考えてみます。 
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練習）準備：009.py を pyfile の中に作成してください。 

 

①ｘに 1～9 のいずれかの整数を入力させてください。表示は「1～9 の数字をひとつ入力してください」 

 

②ｙに 5 を代入する。 

 

③もし、ｘが５ならば、「あたりです！」と表示する。 

 

④③でないなら、「残念。はずれです。」と表示する。 

 

⑤③であたりが出た場合、景品として「アメ」か「ガム」をあげます。 

「おめでとうございます！景品をアメにする時は 1 を押してください。ガムにするときは 2 を押してくだ

さい。」と表示させ、入力をさせる。 

 

⑥１を押した場合は、「景品としてアメを差し上げます！」、２を押した場合は、「景品としてガムを差し上

げます！」と表示する。※1、２以外の数字が押された場合は考えなくてよい。 

 

⑤シェルでスクリプトを呼び出して実行する。 
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プログラム例） 

x=int(input('１～９の数字をひとつ入力してください')) 

y=5 

if x==y: 

    print('あたりです！') 

    z=int(input('あめでとうございます！景品をアメにする時は１を押してください。

ガムにするときは２を押してください。')) 

    if z==1: 

        print('景品としてアメを差し上げます！')  

    else:      

        print('景品としてガムを差し上げます！')  

else: 

    print('残念。はずれです。') 

 

（解説） 

x=int(input('１～９の数字をひとつ入力してください')) 

y=5 

if x==y: 

    print('あたりです！') 

    z=int(input('あめでとうございます！景品をアメにする時は１を押してください。ガムにするときは２

を押してください。')) 

    if z==1: 

        print('景品としてアメを差し上げます！')  ← if 文のブロックの中に、if 文を入れている。 

    else:        スペースを 4 つ空けて書きはじめること。 

        print('景品としてガムを差し上げます！')    pirnt はスペースが８個分空けて書きはじめる。 

else: 

    print('残念。はずれです。') 

 

ｘ＝＝ｙの if 文の中で、さらに入力をさせて、分岐をさせています。スペースの使い方に注意をしてくださ

い。このように if 文の中に if 文を入れることを「入れ子にする」といいます。「入れ子は」他の命令文でも

使います。  
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10 章 論理演算子 

1 if 命令の復習 

練習）準備：010.py を作成してください。 

①ある会社の採用試験は、最初に筆記試験、次に面接試験があります。いずれの試験も 60 点以上で合格で

すが、筆記試験と面接試験どちらも合格しないと最終合格ではありません。 

そこで、筆記試験の点数と面接試験の点数を入力させ、if 文を使って、筆記試験に合格かつ面接試験も合格

した者に「おめでとうございます！最終合格です！」と表示し、それ以外は「残念。不合格です。」と表示

するプログラムを作ってください。 

hikki=int(input('筆記試験の点数を入力してください。')) 

if hikki>=60: 

    mense=int(input('面接試験の点数を入力してください。')) 

    if mense>=60: 

        print('おめでとうございます！最終合格です！') 

    else: 

        print('残念。不合格です。') 

else: 

    print('残念。不合格です。') 

 

※筆記が合格点のときだけ面接の点数を聞くようにすると、筆記が不合格だった時点で残念不合格が表示できま

す。If の前に面接点も聞くと、筆記が不合格であっても面接点を入れないと if 文に進みません。  
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２ 論理演算子 and（かつ） 

ここで、筆記試験と面接試験の点数がどちらも 60 点以上だった時のみ最終合格を表示し、それ以外は残念

を表示するように、論理演算子を使ってプログラムを書いてみます。 

空の 011.py を作成してください。 

 

hikki=int(input('筆記試験の点数を入力してください。')) 

mense=int(input('面接試験の点数を入力してください。')) 

if hikki >= 60 and mense >= 60: 

    print('おめでとうございます！最終合格です！') 

else: 

    print('残念。不合格です。') 

 

入れ子もなく、ずいぶんプログラムがすっきりしました。 
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3 論理演算子 or（または） 

 

同じプログラムを「または」を使って書いてみます。 

筆記試験と面接試験の点数がどちらも 60 点以上だった時のみ最終合格を表示し、それ以外は残念を表示

します。 

「and（かつ）」を使うと 

  筆記試験 60 以上 and 面接試験 60 以上 のとき 最終合格になり、それ以外は不合格です。 

「or（または）」を使うと 

  筆記試験 60 未満 or 面接試験 60 未満 のとき 不合格。それ以外は最終合格です。 

 

空の 012.py を作成してください。 

 

hikki=int(input('筆記試験の点数を入力してください。')) 

mense=int(input('面接試験の点数を入力してください。')) 

if hikki<60 or mense<60: 

    print('残念。不合格です。') 

else: 

    print('おめでとうございます！最終合格です！') 
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11 章 リストとタプル 
 

パイソンは、データを分析予測するデータの扱いが得意です。ここでは、データ処理の基礎になるリスト

を学びます。 

 

1 リスト 

これまで、変数には一つの数値や文字列を代入していましたが、実は複数の数値や文字列を代入すること

もできます。リスト（list）は表の意味で、表にデータを格納して番号をつけるイメージです。 

 

練習）準備：013.py を作成してください。 

 

以下のプログラムを書いて実行してください。 

 

x = [‘かえる’,’ペンギン’,’あざらし’,’にわとり’]  ←[ ]の中にデータを入

れます。 

print(x) 

 

 

このように、変数に複数の数値や文字列を代入することをリスト化するといいます。 

空のリストを作っておき、後から追加することもできます。プログラムの実行は行いません。このような

こともできることを知っておいてください。 

 

hana=[] ←[]を書くとパイソンがこれはリストだと判断します。 

hana.append（'さくら’） ←append：付け加える・追加する という意味です。リストの

名前が hana にデータを追加しています。追加される場所は最後尾です。 

hana.append（'ひまわり’） 

hana.append（'チューリップ’） 

hana.insert（1,'きく’） ←インデックス（後述）を指定してデータの途中に挿入（insert：挿入）

することもできます。  
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2 インデックス 

 

リスト化されたデータには、自動的に番号がつけられます。データの最初から出席番号がつけられるイメ

ージです。普通出席番号は１番、２番、３番・・・のように数字の１から順番につけますが、コンピュータ

は、０番、１番、２番・・・という具合に０番から番号をつけていくことをしっかり覚えておいてください。

（コンピュータがつけた番号をインデックス（添え字）といいます。） 

このリストでいうと、インデックス０番はかえる、１番ペンギン、２番あざらし、３番にわとりになりま

す。 

 

013.py のプログラムにインデックス２番と０番のリストを表示させるプログラムを追加します。 

 

x = [‘かえる’,’ペンギン’,’あざらし’,’にわとり’] 

print(x) 

print(x[2]) ←ｘという名前のリストのインデックス 2 番を表示させる 

print(x[0]) ←ｘという名前のリストのインデックス 0 番を表示させる 

 

 

 

データが４つしかないこのような単純なリストの例では困ることはありませんが、データ数が多くなると、

データはいくつあるのかわからない時、または、リストの最後から２番目のデータを取り出したい時は、全

て数えないといけないので大変です。このような時のために、データの数を返す命令と最後から何番目を指

定できる命令が用意されています。 
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x = [‘かえる’,’ペンギン’,’あざらし’,’にわとり’] 

print(x) 

print(x[2]) ←ｘという名前のリストの 2 番を表示させる という意味 

print(x[0]) ←ｘという名前のリストの 0 番を表示させる という意味 

print(len(x)) ←ｘという名前のリストのデータの数（length:長さ）を返します。 

print(x[-2]) ←ｘという名前のリストのデータの最後から２番目を表示させる 最後のデータは-1 に

なります。 
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3 リストデータの操作 

 

＜リストデータの削除＞ 

準備：フォルダ pyfile の中の 013.py をコピーして名前を 014 に替え、014.py を作ってください。 

   スパイダーの「ファイル」―「開く」から、014.py を選んでください。 

   print(x)以下のプログラムを削除し、print(x)の前に以下のコードを書いてください。 

 

x=['かえる','ペンギン','あざらし','にわとり'] 

x.pop(1) 

x.remove('かえる') 

print(x) 

 

 

 

削除の方法は 3 種類あります。 

①インデックスを指定して削除する方法 

 x.pop(1) ←ｘのリストからインデックス 1 を抜きます。（pop：ポンと抜く） 

②データを指定して削除する方法 

 x.remove(‘かえる’) 

③データを全て削除する方法 

 x.clear（） 
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＜リスト同士の連結＞ 

015.py を準備してください。 

 

①yama と umi の空のリストをつくります。 

yama=[] 

umi=[] 

②yama のリストに、さるとくまを追加します。umi のリストにイルカとタイを追加します。 

yama.append(‘さる’) 

yama.append(‘くま’) 

umi.append(‘イルカ’) 

umi.append(‘タイ’) 

③ここで、yama と umi のリストの中身を表示させます。 

print(yama) 

print(umi) 

④yama と umi のリストを連結して yamaumi という名前のリストにして、yamaumi を表示させます。 

yamaumi=yama+umi 

print(yamaumi) 

 

 

 

このように、２つのリストを連結するには、＋で結ぶだけで簡単に連結できます。 
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（プログラム全体） 

yama=[] 

umi=[] 

yama.append('さる') 

yama.append('くま') 

umi.append('イルカ') 

umi.append('タイ') 

print(yama) 

print(umi) 

yamaumi=yama+umi 

print(yamaumi) 
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４ タプル 

 

データを構造化（複数データをまとめること）して扱うリストによく似ているものにタプルがあります。 

タプル（tuple）とは「組」のことです。リストとタプルの違いを体感するために、少し復習をしましょう。 

 

準備：今回は、スクリプトファイルは使いません。シェルに直接書き込みます。 

 シェルをいったん閉じて、タスクバーから新しく立ち上げ、パイソンを起動させてください。 

python.exe 

 

 

 

復習） 

①「1,2,3,4,5」の数値リストを作成して表示させてください。リストの名前は「list_01」です。 

 

 

 

②「list_01」の中の数値３を、インデックスを指定して削除してください。 

「list_01」の表示をしてリストから３が削除されているのを確認してください。 

 

 

③「list_01」で３があったところに、数値 100 を挿入（追加）してください。 

※リストの名前.insert(インデックス,追加する値) でデータを追加できます。P52 参照 
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では、今度はタプル(tuple)を使ってデータを構造化しましょう。 

リストは[ ]にデータを格納しましたが、タプルは（）にデータを格納します。 

 

tuple_01=(1,2,3,4,5) 

 
 

tuple_01 を表示させます。 

print(tuple_01) 

 

 

tuple_01 のインデックス 1 の値を表示させます。 

print(tuple_01[1]) 

 

 

tuple_01 と tuple_01 を連結させて表示します。 

print(tuple_01＋tuple_01) 

 
 

リストと同じようにインデックスが付き、表示や連結ができます。 

では、「tuple_01」の中の数値３を、インデックスを指定して削除してください。 

print(tuple_01.pop(2)) 

 

 

タプルオブジェクトは、削除する pop 属性(attribute)を持っていません。と返してきました。 
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では、「tuple_01」の中の数値を、全て削除してください。 

※リストは clear の属性で全データの削除ができました。P55 参照 

 
タプルオブジェクトは、全削除する clear 属性(attribute)を持っていません。と返してきました。 

 

リストはデータの削除ができます（削除する属性を持たせています）が、タプルは削除できません（削除する属

性を持たせていません）。 

 

追加はどうでしょうか。Insert を使ってみましょう。 

「tuple_01」のインデックス２に 100 を追加します。 

 

タプルオブジェクトには、全削除する clear 属性(attribute)を持っていません。と返してきました。 

 

リストはデータの追加ができます（追加する属性を持たせています）が、タプルは追加できません（追加する属

性を持たせていません）。 

 

このように、リストはデータを削除したり追加したり操作ができますが、タプルはそれができないようにしてい

ます。タプルは、データの中身が変わってしまうと不都合が起きる場合にタプルを使います。 

 

ただし、データの再代入。つまり、次の例のように、同じ名前でタプルに代入する値を設定した場合は、データ

の中身が変わることに注意をしておいてください。再代入のプログラムソースを書かなければ、値は変わりませ

ん。 
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12 章 辞書 
 

1 辞書の作成 

リストは、インデックスでデータを操作することができますが、関連付けられているのが数字の連番なの

で使いにくいことがあります。そこで、データにキーをひもづけることでより使いやすくしたのが辞書です。 

 

練習）準備：016.py を作成してください。 

以下のプログラムを書いて実行してください。※かっこは中かっこを使います。 

 

tel_no = { '01' : '北海道' , '02' : '宮城' , '03' : '東京' , '04' : '神奈川' } ←辞書を作るか

っこの種類に注意！ 

print(tel_no) 

 

 

 

次に 

「調べたい市外局番の最初の２ケタの数字を入力してください。」を表示させて、入力された番号を「shigai」

に格納してください。 

さらに、 

print(tel_no[shigai] ←呼び出す時のかっこの種類に注意！大かっこを使います。 

を書き実行してください。 
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（プログラム全体） 

tel_no={'01':'北海道','02':'宮城','03':'東京','04':'神奈川'} 

print(tel_no) 

shigai=input('調べたい市外局番の最初の２ケタの数字を入力してください。') 

print(tel_no[shigai]) 

 

キー（ワード）を指定すると、値（中身）を表示することができます。これが辞書です。 
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２ 値やデータの追加と削除 

市外局番の最初の２ケタが 01 の地域は、北海道以外に青森、秋田、岩手があるので、「値」を更新します。 

入力させるプログラムの前に以下のソースを書いてください。 

tel_no[‘01’]=’北海道、青森、秋田、岩手’ ←tel_no の辞書の 01 のキーに右辺の情

報に更新している 

 

 

（プログラム全体） 

tel_no={'01':'北海道','02':'宮城','03':'東京','04':'神奈川'} 

print(tel_no) 

tel_no['01']='北海道、青森、秋田、岩手' 

shigai=input('調べたい市外局番の最初の２ケタの数字を入力してください。') 

print(tel_no[shigai]) 

 

 

  



65 

 

次に、05 のエリアを追加します。 

tel_no=[‘05’]=’愛知、静岡、山梨、岐阜、三重‘ 

 

 

 

（プログラム全体） 

tel_no={'01':'北海道','02':'宮城','03':'東京','04':'神奈川'} 

print(tel_no) 

tel_no['01']='北海道、青森、秋田、岩手' 

tel_no['05']='愛知、静岡、山梨、岐阜、三重' 

shigai=input('調べたい市外局番の最初の２ケタの数字を入力してください。') 

print(tel_no[shigai] 

 

最後にキーの削除をします。 

市外局番キー02 のデータを削除します。次のソースを書いて、 

tel_no.pop(‘02’) 

tel_no の中身を表示させてください。 

 

二行目の print では 02 が削除されています。入力で 02 を指定すると、016.py のファイルの 15 行目に

書かれている print(tel_no[shigai])がうまく動かなかった教えてくれています。エラーの原因はキーの 02

にあることを教えてくれました。  
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13 章 集合 
 

A リストのデータと B リストのデータの共通データの抽出や、重複を除いたすべてのデータを抽出する

など、異なるデータ集団（リストやタプル）がある分析には集合を使います。 

 集合はデータを１セットとして扱い、リストやタプルのようなインデックスを持っていません。 

 

1 集合の作成 

準備：今回は、スクリプトファイルは使いません。シェルに直接書き込みます。 

 シェルをいったん閉じて、タスクバーから新しく立ち上げ、パイソンを起動させてください。 

python.exe 

 

 

 

＜集合の作成＞ 中かっこ{ }を使います。 

set_01=set({1,2,3,4,5}) 

print(set_01) 

 
 

集合にインデックスがあるかどうか確認してみます。※インデックス 1 の値を表示させてみます。 

print(set_01[1]) 

 

 

集合（set）オブジェクトは、（インデックスがないので）subscript（set に直接つなげるスクリプト：

set_01[1]）が使えない。と返してきました。 
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＜データの追加＞  

set_01 に 6 を追加します。 

set_01.add(6) 

print(set_01) 

 
※add で追加できるデータは１つです。複数追加する場合は、集合＋集合で行います。（後述） 

 

＜データの削除＞  

set_01 から 2 を削除します。 

set_01.remove(2) 

print(set_01) 

 
※インデックスを持たないので、数値「２」が削除されます。 

※discard（2）でも削除できます。pop（）も削除しますが、引数は設定できず任意のひとつを削除しま

す。Clear（）で全削除します。 

 

＜データの重複を取る＞ 

リスト「list_01」をつくり、データを[1,2,3,2,4,1,5]を格納して、表示してください。 

list_01=[1,2,3,2,4,1,5] 

print(list_01) 

 
 

リスト「list_01」のデータは重複があります。 

これを集合にすると、含まれる各要素のみをデータにすることができます。 
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set_02=set(list_01) 

print(set_02) 

 

要素だけを取ることができて、重複がなくなりました。 
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2 集合の計算 

＜A または B（A∨B）＞ 

集合 A と集合 B のデータを足して、重複を除いた要素を返します。 

set_a=set({1,2,3,4,5}) 

set_b=set({3,4,5,6,7,8,9}) 

set_a.union(set_b) 

 

 
※set_a | set_b でも計算ができます。「｜」はキーボードのバックスペースのすぐ左です。 

※union は連合や和合の意味です。 

 

＜A かつ B（A∧B）＞ 

集合 A と集合 B の要素の、重複要素を返します。 

set_a.intersection(set_b) 

 

 

※set_a & set_b でも計算ができます。 

※intersection は交差や交点の意味です。 

 

＜A―B（差集合）＞ 

集合 A の要素から集合 B の要素を引いた要素を返します。 

set_a.difference(set_b) 

 

※set_a - set_b でも計算ができます。 
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14 章 繰返し処理(while) 
 

1 while 命令 

「羊が１匹、羊が２匹、羊が３匹・・・羊が 5 匹」という羊を 5 匹まで数える表示をさせます。 

Print(“羊が１匹、羊が２匹、羊が３匹・・”) 

というように、全て書いていくと大変なので、プログラムを作ります。 

 

次のプログラムを 017.py に書いて実行してください。 

num=1 

while num<6: 

    print('羊が',num,'匹') 

    num=num+1 

 

 

 

１行目：num=1  変数 num に１という数値を代入しました。今、num の箱の中には１が入っています。 

 

２行目：while num < 6  num の中の数字が６以内の間、while ブロックの中のプログラムを繰り返しま

す。 

 

※６未満の最大の整数は５になります。よって、５以下と考えて「＝＜５」でも間違えではありませ

ん。実際、While num = < 5 でも同じように動きます。 

しかし、コンピュータは２進法で数値を表しているので、きれいな整数を表すことが実は苦手です。

試しに「0.1+0.1+0.1」を計算させると、結果が「0.30000000000000004」になり「0.3」に

なりません。このようにコンピュータの整数は四捨五入している場合が多いので、数値が

4.999999999999 や 5.0000000000001 でも５と表示します。そのため誤差が発生する

可能性があるため、プログラミングでは「５以下の整数」の考え方をとらずに、「６未満の最大の整

数まで」の考え方をとることを覚えておいてください。  
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３行目：while ブロックなのでスペース４つ打つのを忘れないようにしてください。 

 羊が の次に num に入っている数値を表示させています。最初に１を代入しているので num の中には

１が入っています。 

 

４行目：num=num+1  プログラムの核心部分です。プログラムの＝は右辺の値を左辺に代入すること

を思い出してください。今 num には１が入っています。これに＋１をして２にしてその結果を変数 num

に上書きをしています。よって、４行目の終わりは、num の箱の中には２が入っています。 

そして、while のところまで戻ります。今 num＝２です。６未満なので、while ブロックに中にあるプ

ログラムを繰り返します。３行目 今度は num の中に２が入っているので、羊が２匹になります。 

４行目で、また、２に１を足した３を num に上書きします。 

３は６未満なのでまた３行目のプログラムを繰り返し、羊が３匹を表示します。・・・・ 

３行目で num=5 のとき、４行目の処理で num=6 になります。２行目で６を超えたので、ここで繰り返

しをやめます。 

 

このような仕組みでプログラムが動いています。 

繰返し命令に慣れるまでは、処理の過程をゆっくり考えて理解をしてください。 
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練習）while 文を使って、次のプログラムを while.py に書いて実行してください。 

①ある日あめを 200 個もらいました。（変数 ame） 

②一日５個ずつ食べます。30 日後あめはいくつ残っているでしょうか。 

実行結果が下のようになるように作成してください。 

 

※もしプログラムミスで無限ループ（ずっと同じ動作が続きプログラムが止まらない状態）になった場合は、スパイ

ダーの右下コンソールの×ボタンを押すと、プログラムが止まり新しいコンソールが開きます。 
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プログラム例） 

ame=195 

i=1 

while i < 31: 

    print(i,'日後のあめの数は、',ame,'です') 

    ame=ame-5 

    i=i+1 

 

i=1  ←変数 i に１を代入しています。 

while i < 31:   ←i が 1 以上 31 未満の範囲の間 while ブロック内を実行します。 

    ame=ame-5   ←ame から 5 を引いて、再び ame に代入します。 

    i=i+1   ←i に１を足して、再び i に代入します。 

 

2 複合代入演算子 

「num=num+1」 と「num+=1」は同じ動作をします。１プラスして num に代入するという意味です。 

 数字を 1 つずつ繰り上げていく場合に便利です。 

 

「num=num+2」 と「num+=2」は、数字を２ずつ繰り上げていきます。 

 

他には、 

「num=num-1」 と「num-=1」は同じ動作をします。１マイナスして num に代入するという意味です。 

 数字を繰り下げていく場合に便利です。 

 

「num=num-3」 と「num-=3」は、数字を 3 ずつ繰り下げていきます。 
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3 break 

while True： で while ブロック内が無限ループします。 

break で無限ループから抜け出せます。 

break は、以下のような使い方をします。今回は、プログラムの実行をしないので、プログラムのソースを

見てどんな動作をするか理解してください。 

 

while True: 

    yosou=input('0～9 までの数字を思い浮かべ、数字を入力してください。') 

    if yosou=='6': 

        print('あたりです') 

        break 

    else: 

        print('はずれました') 

 

 

while True:  ＜while ブロックを無限ループするよう設定しています＞ 

    yosou=input('0～9 までの数字を思い浮かべ、数字を入力してください。') 

 ＜入力値を変数 yosou の中に格納しています＞ 

    if yosou=='6': 

 ＜もし入力値が 6 ならば、（input で入力値は文字列になるので、‘6’にしています）＞ 

        print('あたりです') 

 ＜あたりですと表示させ、＞ 

        break 

 ＜ブレーク（ループから抜け）ます＞ 

    else: 

        print('はずれました') 

 ＜break できな場合は、はずれましたを表示して、もう一度 while ブロックを繰り返します＞ 
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15 章 繰返し処理(for) 

1 for 命令 

while は、「同じプログラムを何回か繰り返す」というプログラムに向いています。 

for は、リストで作ったインデックス（番号）を元にデータを呼び出したり、辞書の処理を行ったりするこ

ともできるため、よく使われます。もちろん while と同じように繰り返しプログラムを実行することもで

きます。繰り返し処理（ループ処理）の汎用性が高い for 命令は必ず使えるようになりましょう。 

 

「羊が１匹、羊が２匹、羊が３匹・・・羊が 5 匹」という羊を 5 匹まで数える表示を for 命令でさせます。 

次のプログラムを 018.py に書いて実行してください。 

for num in range(0,5,1): 

    print('羊が',num+1,'匹') 

 

 

１行目：for num in range(0,5,1): 

 0 からスタートして 5 未満の連続する整数値を等差＋１でつくります。 

 range(0,5,1)で０から 4 まで＋１で作るので、[０、１、２、３、４]の連番になります。 

これを num にひとつずつ順番に代入するので、num=[0,1,2,3,4]になります。 

 

＜range 関数＞ 

  繰返し処理では range 関数の理解が重要です。 

  関数オブジェクトには連続する数値を生成してひとつずつ返すものがあります。 

これをイテラブル（iterable：繰り返し可能な）オブジェクトといいます。 

  range は、for 文で使用する代表的なイテラブルオブジェクトです。 

 

  range(start、stop、step) 

   start は開始値、stop は終了値、step は等差です。 

   これで連続した等差数列を作っていきますが、注意しないといけないのは 

   start ＝＜ 数値 ＜stop で生成することです。 

   start 以上 stop 未満で生成するので、range(0,4,1)の場合、 

   0 以上 4 未満の整数値を＋１の等差で生成します。（0,1,2,3） 
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   range(0,６,1)の場合 （0,1,2,3,4,5） 

   range(1,7,1)の場合 （1,2,3,4,5,6） 

   range(3,６,2)の場合 （3,5） 

   range(0,30,5)の場合 （0,5,10,15,20,25） 

   また、range の引数は省略できます。 

   range(3,６)の場合、等差を＋１にします （3,4,5） 

   range(7)の場合、start を０、等差を＋１にします （0,1,2,3,4,5,6） 

    

 

   練習） 

   range(5,1,-1)の場合の連番はどうなるでしょうか。 

    

    ５＞＝数値＞１ で等差-１ （5,4,3,2）になります。 

 

   range(3,-4,-2)の場合の連番はどうなるでしょうか。 

    

    3＞＝数値＞-4 で等差-2 （3,1,-1,-3）になります。 

 

   等差がマイナスの場合は、start 以下 stop より大きい数値になります。 

 

２行目：print('羊が',num+1,'匹') 

 最初の num には 0 が入っています。これに＋１するので、１が表示されます。 

 次の num には 1 が入っています。これに＋１するので、2 が表示されます。 

 次の num には 2 が入っています。これに＋１するので、3 が表示されます。 

 次の num には 3 が入っています。これに＋１するので、4 が表示されます。 

 次の num には 4 が入っています。これに＋１するので、5 が表示されます。 

 ここで、リストがなくなったので、処理が終わります。 

 

これがパイソンの for 命令です。他言語とは違う考えかたで作られているため違和感があるかもしれませ

んが、パイソンの仕様なので慣れましょう。  
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では、復習をします。 

「羊が 0 匹、羊が 1 匹、羊が 2 匹・・・羊が 9 匹」という羊を数える表示を for 命令で書いてください。 

プログラムは 019.py に書いて実行してください。 

 

for num in range(10): 

    print('羊が',num,'匹') 

 

 

 

 

１行目：for num in range(10): 

 ０から１０未満の整数を等差＋１で連番をつくります。 

range(10)で、[０、１、２、３、４、５、６、７、８、９]の連番が作られました。 

 これを num に代入するので、 

 num=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]になっています。 

 

２行目：print('羊が',num,'匹') 

 num には 0 が入っています。0 が表示されます。 

 ・・・ 

 num には 9 が入っています。9 が表示されます。 

 ここで、リストがなくなったので、処理が終わります。 
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次に、値５からループを開始させてみます。 

先ほど書いたプログラムを書き換えてください。 

 

for num in range(5,10):  

    print('羊が',num,'匹') 

 

 

 

5 ＝＜ 数値 ＜10 で等差＋１で連番が作られます。(5,6,7,8,9) 

 

次に偶数匹だけを表示させるプログラムを先ほど書いたプログラムを改変して書きます。 

 

for num in range(2,10,2): 

    print('羊が',num,'匹') 

 

 

２ ＝＜ 数値 ＜10 で等差＋2 で連番が作られます。(2,4,6,8) 

 

 

３の倍数匹を表示するときは、 

for num in range(3,10,3): 

    print('羊が',num,'匹') 

3 ＝＜ 数値 ＜10 で等差＋3 で連番が作られます。(3,6,9) 
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このプログラムの表示を考えてみてください。 

for num in range(10,0,-1):  

    print('羊が',num,'匹') 

 

 

10 ＝＞ 数値 ＞0 で等差-1 で連番が作られます。(10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) 

 

 

このプログラムの表示を考えてみてください。 

for num in range(15,-10,-3):  

    print('羊が',num,'匹') 

 

 

15 ＝＞ 数値 ＞-10 で等差-3 で連番が作られます。(15,12,9,6,3,0,-3,-6,-9) 
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2 練習問題 

問題１ 

020.py に作成してください。 

①一辺の長さがｎの正方形の面積を求めるプログラムをつくります。 

②一辺の長さが１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０ｃｍの時の面積を出します。 

表示：「一辺の長さが○cm の正方形の面積は、〇㎠です。」 

 

 

 

プログラム例 

for num in range(1,11): 

    print('一辺の長さが',num,'㎝の正方形の面積は、',num**2,'㎠です。') 
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問題２ 

021.py に作成してください。 

①１カ月に一度おこずかいをもらいます。最初の月は１円、次の月は 1 円の２倍の２円、次の月は 2 円の

２倍の４円、次の月は４円の２倍の８円という具合に、前月の２倍のおこずかいをもらいます。 

2 年後に貯金額はいくらになっているでしょうか。ただし、最初の貯金は０円です。 

 

プログラム例 

kozukai=0 

tyokin=0 

for month in range(1,25): 

    kozukai=2**(month-1) 

    tyokin=tyokin+kozukai 

    print(month,'カ月後のおこずかいは',kozukai,'円で、貯金額は、',tyokin,'円 

です。')  
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３ for 文の活用（リスト作成とリスト内包化） 

練習問題）リストを作ります。データは[1,2,3,4,5,6,7,8,9]です。 

※スクリプトファイルを作らず、シェルを起動して直接プログラムを書き込みます。 

 

①リストに直接入力。リストの名前は「data_01」。 

 

 

②for を使ってリストを作成。 

○リストの名前は「data_02」。 

○最初に空の「data_02」を作ります。 

○作成するリストは、１以上１０未満で１ずつ増加しているので、range を使うと、range(1,10,1)で連

番を生成することができます。 

○生成された連番を「data」に一旦格納します。 

○これをリスト date_01 に追加していきます。 

○最後に「data_02」を表示します。 

 

data_02=[]  ここで enter キーをおす。 

for data in range(1,10,1):  ここで enter キーをおす。：を忘れないように。 

 必ずスペース４つ空けて書く。 

    data_02.append(data)  ここで enter キーをおす。もう一回押す。 

print(data_02) 

 

 

range で生成した連番を data_0２のリストに追加しています。 
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③リストの内包化 

リストのデータを、直接 for 文を使って入れていきます。 

リストの名前は「data_03」。 

○最初に空の「data_03」を作ります。 

○作成するリストは、１以上１０未満で１ずつ増加しているので、range を使うと、range(1,10,1)で連

番を生成します。 

 

data_03=[num for num in range(1,10,1)]  

print(data_03) 

 

 

 

data_03=[num for num in range(1,10,1)] 
 

range で生成した連番を num に入れ、data_03 の中に、num を代入する。 

 

このような動作をしています。パイソンの特徴のひとつです。 

※range は「範囲」のことです。in は「ひとつずつ取り出す」、for は「ずっと」という意味です。決めら

れた範囲の間ずっと、ひとつずつ取り出して、num という変数に代入しろという意味です。そして、代入

した num にある値を、データ 03 のリストに追加していく作業をしろという命令をしています。 

 

練習 1）リストの内包化（内包表記といいます）を利用して、[1,2,3,4,5]のリスト「data_04」を作っ

てください。 

 

 

 

例）リストを内包表記し、[2,4,6,8,10]のリスト「data_05」を作ります。 

Data_05=[num*2 for num in range(1,6,1)] 

このように、range で生成させた連番が入った num に２をかけて代入することができます。 
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練習２）２の０乗から６乗までの値のリスト「data_06」を作ってください。 

 

0 から 6 までの連番は、range(0,7,1)で作れるので、 

 

Data_06=[2**num for num in range(0,7,1)] 

 

 

練習３）次のプログラムは何のプログラムでしょうか。 

 

Q=[[a*b for b in range(1,10)] for a in range(1,10)] 

   X     Y 

 

全体の構造は内包表記の中に X が入っている、内包表記の入れ子の形になっています。 

Q の中に代入される値は、X の部分です。最終的に a*b の値が代入されます。 

ゆっくり動作を見てみると、最初に Y で a が生成されます。 

a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]です。 

①Y は、a のうち最初の 1 を X に渡します。 

②X は、自分の中で生成した b=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]の最初の 1 を a*b に渡します。 

③ここで、1*1 が計算されます。 

④次に X は２を a*b に渡します。a は１のままなので、1*2 が計算されます。 

⑤同様に X が９を a*b に渡し 1*9 が計算されたところで、X のリストがなくなります。 

⑥次に Y は a の２を Y に渡します。Y はリストを新しく作り b=[1,2,3,4,5,6,7,8,9]の最初の 1 を a*b

に渡します。2*1 が計算されます。 

・・・ 

 

答え）Q は九九のリストを生成しています。 
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このままでは見にくいので、段ごとのリストを変数にいれて、一段ずつ繰り返し処理をすると、 

 

for R in Q: 

    pirnt(R) 

Q のリストをひとつずつ変数 R に格納して、表示させています。 

※print の前のスペース４つを忘れないように。 
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1６章 日付時刻モジュール 
 

１ datetime モジュール 

次のプログラムを 022.py に書いて実行してください。 

import datetime ←日付時間を扱うモジュールを呼び出しました 

today=datetime.date.today() ←datetime のモジュールの date 型の today メソッドから今

日の日付を得て today 変数に格納しました。 

print(today) 

 

 

※表示される日付は、パソコンが持っている日付データから取得しています。パソコンの日付が正しくない

場合は正しい日付は表示されません。 

 

このように datetime モジュールは日付があつかえます。 

モジュールには用途別にクラスが用意されています。 

 日付を扱う date 

 時間を扱う time 

 日時を扱う datetime 

 時間差を扱う timedelta  

 

datetime.date.today()に続いて、 

 

今日の年と月と日を取得します。 

print(today.year,'年') 

print(today.month,'月') 

print(today.day,'日')  
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今の時刻も取得してみましょう。 

datetime.datetime.now() 

 

続いて、時間と分と秒を取得します。 

 

now=datetime.datetime.now() 

print(now) 

print(now.hour,'時') 

print(now.minute,'分') 

print(now.second,'秒') 

 

 

 

 

  



88 

 

1７章 疑似乱数モジュール 

１ 疑似乱数モジュール 

 

次のプログラムを 023.py に書いて実行してください。 

 

import random ←乱数を発生させるモジュールを呼び出しました 

num=random.random() ←random モジュールの random メソッドから乱数を得て num に格

納しました。 

print(num) 

 

 

※実行するたびに異なる乱数が表示されます。生成される乱数は 0.0＜＝乱数＝＜1.0 の間になります。 

 

任意の範囲で乱数を返して欲しいとき、例えば、0.1＜＝乱数＜＝0.2 のときは、 

random.uniform(0.1,0.2) 

を使います。 

 

また、1 から 100 までの整数の乱数を発生させたいときは、 

random.randint(1,100) 

を使います。 
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練習問題 

次のプログラムを 024.py に書いて実行してください。 

①1～6 の乱数を発生させます。（dice_1） 

②もうひとつ 1～6 の乱数を発生させます。（dice_2） 

③dice_1 と dice_2 の合計を出します。 

④input で出た目の合計が奇数なら１、偶数なら２を入力させます。 

⑤③が奇数なら１、偶数なら２を変数に格納します。 

⑥④と⑤を比較して一致なら「１のサイコロは〇、２のサイコロは〇、合計は〇になりました。あたりで

す！」不一致なら「１のサイコロは〇、２のサイコロは〇、合計は〇になりました。はずれです。」を表示

します。 
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プログラム例 

import random 

dice_1=random.randint(1,6) 

dice_2=random.randint(1,6) 

sum=dice_1+dice_2 

yosou=int(input('２つのサイコロの合計を予想して、奇数なら１偶数なら２を入力

してください。')) 

if sum%2==0: 

    sum_2=2 

else: 

    sum_2=1 

if sum_2==yosou: 

    print('１のサイコロは',dice_1,'、２のサイコロは',dice_2,'、合計は',sum,'になり

ました。あたりです！') 

else: 

    print('１のサイコロは',dice_1,'、２のサイコロは',dice_2,'、合計は',sum,'になり

ました。はずれです。') 
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1８章 外部ファイル保存読込 
 

1 外部ファイルへデータ保存 

次のプログラムを 025.py に書いて実行してください。 

 

file=open('save.txt','w',encoding='UTF-8') 

a=input('memo を書いてください：') 

file.write(a) 

file.close() 

print('save.txt に「',a,'」を保存しました。') 

 

スパイダーで実行をすると、pyfile フォルダの中に save.txt が生成されます。 

パイソンシェルで実行すると、Anaconda3 のフォルダと同じ位置（ディレクトリ）に save.txt

が生成させます。それぞれ、save.txt の中身を確認して、書き込んだメモの内容が保存されている

ことを確認してください。 

 

file=open('save.txt','w',encoding='UTF-8') 

 save.txt の名前のファイルに、UTF-8 の文字コードで、書き込み（‘W’；Write）をするために、ファ

イルを開き（open）ます。この動作に file という名前を付けます。もし、save.txt というファイルがない

場合は、自動的に生成をしてくれます。W はファイルを初期化して書き込みをするモードです。追加して

書き込みをさせる場合は a モードに変えます。 

 

a=input('memo を書いてください：') 

memo を書いてくださいと表示させて、入力された文字列を a の中に格納します。 

 

file.write(a) 

a の中に格納された文字列を file という動作を行った後、書き込みます。  
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file.close() 

書き込みが終わったら、開いたファイルを閉じます。 

 

print('save.txt に「',a,'」を保存しました。') 

プログラムが最後まで正常に動いたら表示されます。 

 

save.txt に入力した文字列が保存されていることを確認してください。 
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では次に、write モードを追加（appnd）モードにプログラムを変えます。 

file=open('save.txt','w',encoding='UTF-8') 

のｗを a に変えて、 

file=open('save.txt','a',encoding='UTF-8') 

にして、プログラムを実行してください。 

 

 

 

save.txt を確認すると次のようになっています。 

 

 

横につながり、見にくくなっているので、入力後に改行をいれて見やすくします。file.write のかっこの中

に次のソースを書き加えてください。 

 

file.write(a+’＼n’) 

 

＼n は改行です。文字列として書き込みます。＼は、キーボードの右下の「ろ」のキーにあるバックスラッ

シュです。 

 

 

 

無事改行ができました。 
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次に、書き込んだ日付と時刻も一緒に記録させましょう。 

今の 025.py ファイルのソースをコピーし、「ファイル」―「新規作成」を押して、新しいファイルに貼

り付けて、026 の名前で保存してください。 

 

日付をあつかうので、datetime モジュールをインポートして、現在時刻を datetime.datetime.now()で

取得します。datetime.datetime.now()で取得するデータは数値なので、文字列に変えて表示させます。 

 

Import datetime 

time=str(datetime.datetime.now()) 

file=open('save.txt','a',encoding='UTF-8') 

a=input('memo を書いてください：') 

file.write(time+a+'\n') 

file.close() 

print('save.txt に「',a,'」を保存しました。') 

 

 

 

 

うまく保存できているかどうか確認をしてください。 

 

メモ帳の中身を消去して、プログラムからメモを書き込んでみてください。 

日付時刻とメモの中身が改行されて保存されます。 
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2 外部ファイルからデータ読込 

027.py のファイルを作成し、プログラムを書いて実行してください。 

 

file=open('save.txt','r',encoding='UTF-8') 

data=file.read() 

file.close() 

print(data) 

 

 

save.txt の中身を呼び出しました。 

 

file=open('save.txt','r',encoding='UTF-8') 

 save.txt の名前のファイルを、UTF-8 の文字コードで、読込み（‘R’；Read）をするために、ファイ

ルを開き（open）ます。この動作に file という名前を付けます。 

 

data=file.read() 

開いたファイルの中身を読み込んで、data に格納します。 

 

file.close() 

print(data) 

ファイルを閉じて、data の中身を表示させます。 
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1９章 ユーザー関数 
 

1 自作関数（ユーザー関数）のしくみ 

次のプログラムを 028.py に書いて実行してください。 

 

def menseki(tate,yoko): ←：を忘れないように。 

    s=tate*yoko ←注意！スペース４つ分下げる 

    return s ←注意！スペース４つ分下げる 

a=menseki(10,5) 

print('面積は、',a,'です。') 

 

 

 

def menseki(tate,yoko): 

 

def は、definition：定義の略です。menseki という名前の関数を定義しました。 

（）の中身は、引数です。（ ）に最初に入った数字を tate という名前の変数に格納、二番目に入った数字

を yoko という名前の変数に格納します。 

関数はブロックになるので、処理内容はスペース４つ分下げて書きます。 

    s=tate*yoko ←注意！スペース４つ分下げる 

変数 tate と変数 yoko の中の数値をかけて、ｓに代入します。 

    return s ←注意！スペース４つ分下げる 

ｓの値を返します。関数はここまでです。 
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a=menseki(10,5) 

menseki 関数に 10 と 5 を渡します。そして、menseki 関数が計算をして返してきた値を a に代入しま

す。 

 

print('面積は、',a,'です。') 

最後に a を表示します。 

 

自分で作った（ユーザー定義）関数は、プログラムの最初に書き、その後、ユーザー関数を呼び出して処理

をさせています。 

 

練習をしてユーザー関数に慣れましょう。 
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２ 練習問題 

練習１）029.py を作成し、プログラムを組んでください。 

①直方体の体積を求める、taiseki 関数を作ります。引数は３つで、tate、yoko、takasa にしてください。 

②taiseki 関数を呼び出して、値を渡します。（10,5,5） 

③戻り値（関数が返してきた値）を表示します。「体積は、〇です。」 

 

 

 

def taiseki(tate,yoko,takasa): 

    v=tate*yoko*takasa 

    return v 

x=taiseki(10,5,5) 

print('体積は、',x,'です。') 
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練習２）029.py のプログラムを改変します。taiseki 関数に渡す値を入力させるようにしてください。 

表示：「縦はいくつですか？」変数 tat 

表示：「横はいくつですか？」変数 yok 

表示：「高さはいくつですか？」変数 tak 

 

 

 

def taiseki(tate,yoko,takasa): 

    v=tate*yoko*takasa 

    return v 

tat=float(input('縦はいくつですか？')) 

yok=float(input('横はいくつですか？')) 

tak=float(input('高さはいくつですか？')) 

x=taiseki(tat,yok,tak) 

print('体積は、',x,'です。') 
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練習３）030.py を作成し、プログラムを組んでください。 

①円すいの体積を求めるプログラムを作ります。円すいの体積は 
1

3
×底面積×高さ です。 

②ユーザー関数 ensui_taiseki を作ります。 

③円周率は math モジュールの math.pi を使ってください。 

④最初に底面積を求めて、tei_men 変数に格納した後、tei_men×高さ×
1

3
 で体積を求め、その値を戻し

ます。 

⑤円すいの半径と高さは入力させて、ensui_taiseki 関数に値を渡してください。 

 表示「底面の半径を入力してください。」 

 表示「高さを入力してください。」 

⑥ensui_taiseki 関数からの戻り値を格納し、それを表示させてください。 

 表示「底面の半径○、高さ〇の円すいの体積は〇です。」 

 

 

 

def ensui_taiseki(r,h): 

    import math 

    tei_men=r**2*math.pi 

    v=tei_men*h/3 

    return v 

a=float(input('底面の半径を入力してください。')) 

b=float(input('高さを入力してください。')) 

v=ensui_taiseki(a,b) 

print('底面の半径',a,'、高さ',b,'の円すいの体積は、',v,'です。') 
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3 可変長引数 

次のプログラムを 031.py に書いて実行してください。 

①引数の合計を返すユーザー関数 sum_01 を作ります。 

②sum_01 に渡す引数は３つで、「15」「87」「46」にします。 

 

プログラム例） 

def sum_01(a,b,c): 

    x=a+b+c 

    return x 

y=sum_01(15,87,46) 

print(y) 

 

というように、引数が明確に３つあることが分かっているときは、このプログラムが使えます。 

ところが、いくつ引数があるかわからない場合はどうなるでしょうか。 

例として、引数を 15,87 の２つにしてみると、 

 

Type エラーを返して、c の位置の引数がないと返してきます。 

 

逆に、引数を 15,87,46,25 の４つにしてみると、 

 

Type エラーを返して、引数には 3 つの位置しかないのに、４つ引数があったと返してきます。 

 

このように、引数がいくつあるか確定できないときには可変長引数を用います。 
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次のプログラムを 032.py に書いて実行してください。 

def sum_01(*args): 

    x=sum(args) 

    return x 

y=sum_01(15,87,46) 

print(y) 

 

変数 args は、プログラム解説の引数でよく使われます。args は、argument の略で意味は引数を表しま

す。 

この変数 args の前にアスタリスクを１つつけると、どんな長さの引数も sum に渡して合計を計算してく

れます。sum はもらったリストやタプルの要素を足す関数です。 

 

y=sum_01(11,12,13,14,15,16) 

に変えても合計を返してきます。 

 

変数名の前にアスタリスク１つつけると、複数の引数をタプルとして受け取ります。 

そして、受け取ったタプルを sum で計算しているわけです。 

 

可変長引数は、辞書型にも使えます。この場合はアスタリスクを２つつけます。 

今回は実行しませんが、可変長引数には、＊タプル型と＊＊辞書型があることを覚えておいてください。 
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２０章 モジュール作成 

1 モジュール 

 モジュールとはユーザー関数の集合体です。いくつかのユーザー関数をひとつのファイルにまとめたも

のをモジュールといいます。 

 これまで、math モジュールや random モジュール、datetime モジュールをインポートして利用してき

ましたが、それらは様々な関数が書かれているファイル名だったわけです。 

この章では、面積（area）を求めるモジュールを作成してみます。 

 

円の面積を求める circle 関数と、正方形の面積を求める square 関数を作ります。 

 

①pyfile フォルダの中に、area.py を作成します。 

②以下のプログラムを書いてください。 

 

 

def circle(r): 

    import math 

    s=r**2*math.pi 

    return s 

 

def square(x): 

    s=x**2 

    return s 

 

書けたら、スパイダーで一度実行して、プログラムが途中で止まらないことを確認してください。※print

を記述してないので、何も表示されません。 
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では、次に新しい 033.py ファイルをつくり、 

 

import area 

print(area.circle(3)) 

print(area.square(5)) 

 

を実行してください。 

 

 

 

3 という引数をファイル名 area 中の circle に渡すと自動的に計算をして値を返してくれています。 

５という引数をファイル名 area 中の square に渡すと自動的に計算をして値を返してくれています。 

これが、モジュールの仕組みです。 

 

よく使う計算などは、モジュール化すると非常に便利になります。 
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練習）033.py のプログラムを改変します。 

 

①半径を入力させるプログラムを作ります。 

 入力表示「円の面積を計算します。半径を入力してください。」 

 結果表示「半径○の円の面積は〇です。」 

 

②正方形の一辺を入力させるプログラムを作ります。 

 入力表示「正方形の面積を計算します。一辺の長さを入力してください。」 

 結果表示「一辺○の正方形の面積は〇です。」 

 

 

 

import area 

r=float(input('円の面積を計算します。半径を入力してください。')) 

print('半径',r,'の円の面積は',area.circle(r),'です。') 

x=float(input('正方形の面積を計算します。一辺の長さを入力してください。')) 

print('一辺',x,'の正方形の面積は',area.square(x),'です。') 
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2１章 AI と Python 
 

 ここまでで、ひととおりプログラムの基礎を身につけ、python が使えるようになりました。ここで、

python とその可能性について少し詳しく解説をします。 

 

python は 2019 年の IEEE Spectrum 調査によると人気プログラム１位、google 他調査でも必ず

TOP３に入るほど人気があり、2019 年現在ブームとも呼べる現象がおきています。理由は、公開されて

いる膨大な数のライブラリが利用でき、人工知能（AI）やディープラーニング、IoT の分野で欠かせないプ

ログラムであることです。 

 

１ AI（Artifical Intelligence）とは 

 

     AI（人工知能）   人間と同じような「知能」を持たせる 

 

 

   機械学習   トレーニングをして特定の仕事をさせる 

       人が仕事の特徴を定義する 

 

 

    ディープ   トレーニングをして特定の仕事をさせる 

ラーニング   マシンが仕事の特徴を自動定義する 

 

 

 広義の AI は、人工的に作られた知能で、究極の AI は人間の脳と同じ知能を持つことです。 

 AI は、大きく二つに分けることができます。１つは、特定の作業を行う特化型 AI、もう１つは様々な作

業を行う汎用型 AI です。 

 特化型 AI は、将棋 AI ソフトや掃除ロボットやスマホの音声認識ソフトなど特定用途のために開発され

る AI で、マシンが自己学習することで作業量を増やしたり作業の質を高めたりします。いわば、人間のサ

ポートや人間の能力を拡張する技術です。 

 汎用型 AI は、人間と同じような知能、マシンが自分で考えて判断し実行する AI です。 

 

＜AI の歴史＞ 

 1940 年代にプログラム可能なデジタルコンピュータが発明され、1950 年代には AI という言葉が生ま

れました。コンピュータに予測をさせる研究から、コンピュータチェスができるようになりアマチュアと戦

えるようになりましたが、書かれたプログラム以上のことはできませんでした。しかも、コンピュータ本体

がデータを保存できる能力（メモリ）がほとんどなかったため、研究に限界が生じたため AI 研究は衰退し

ました。 

 1980 年代に専門家の知識をデータとして蓄積して、専門家の判断をコンピュータにさせるエキスパー
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トシステムが開発されました。いくつかの質問に答えるだけで特定の病気の診断ができるようになると２

回目の AI ブームが起きました。AI 研究者は専門家の幅広く深い知識がなければ正確な判断ができないこと

に気付き、大量のデータの蓄積をしはじめましたが膨大なコストと時間がかかりました。また、「だるい」

や「熱っぽい」など一般的に使われるあやふやな回答を受け付けない課題がみつかり、これを解決するため

にはさらに膨大な言葉の定義量が必要になることがわかったため、ブームが去ります。 

 2012 年に google がマシンの自己学習による猫の画像認識を成功させると、世界中でディープラーニ

ング研究が行われるようになりました。プロのチェス・将棋・囲碁プレイヤーに勝ち、音声認識ソフトがス

マホに標準装備され、JAL が AI 旅客システムを導入し空席をほとんど０にまで削減するなど、社会に多大

なインパクトを与え続けています。 

 2019 年現在 AI ができることは、「画像認識」「音声認識」「言語認識」「ロボット制御」「予測」です。AI

の進化によるメリットはみなさんも受けています。画像認識では顔認証システムや画像翻訳、音声認識では

スマホの音声入力や議事録のテキスト化・コールセンターの自動化、言語認識では災害時リアルタイム翻訳、

ロボット制御ではロボットが自己学習するためイレギュラーな対応ができるようになりました。ここまで

は人間の能力の補助拡大ですが、予測は人間の「勘」の能力を超えています。需要予測や出題予測、退職者

予測、交通渋滞予測、天気予報などが実用化されています。アプリでは、google レンズや AI 翻訳など今後

も増加していくことでしょう。 

 

2 パイソンの得意分野 

＜データ解析・分析・機械学習＞ 

 正確な予測をするためには、大量のデータ解析や分析が必要です。パイソンでは、解析や分析のためのツ

ールやライブラリが 150 万以上あります。 

（よく使われる機械学習ライブラリ） 

 Numpy（ナンパイ）：数値計算・データ操作 

 Pandas（パンダス）：データの配列・数値計算 

 Matplotlib（マットプロットリブ）：グラフ描画 

 Scipy（サイパイ）：科学技術計算  

 Scikit-learn（サイキットラーン）：巨大機械学習ライブラリ 

 Mecob-python（メカブパイソン）：日本語向け形態素解析 

 Gensim（ジェンシム）：テキストデータ機械学習ライブラリ 

 Pillow（ピロー）：画像処理 

 などです。 

 また、パイソンを使って、YouTube、Yahoo!Groups、Instagram などの一部が作られています。 

 

 みなさんはパイソンでプログラムを学んだので、高度な計算やデータ分析、画像処理、機械学習（AI）

を学習できる基礎ができました。また、センサを組み込んだ Raspberry pi を動かすこともできます。引き

続きステップアップして、仕事の効率を上げ生活を豊かにする技術を学んでいきましょう。 

  


