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1. はじめに 
本ドリルは以下の URL を参考に作成しています。Matplotlib を受かって 50 個のグラフの描画サンプルについて

説明しているサイトです。 

https://www.machinelearningplus.com/plots/top-50-matplotlib-visualizations-the-master-plots-python/ 

Matplotlib は Python で人気のグラフ描画モジュールです。機械学習や人工知能など膨大なデータを可視化する

ときによく用いられています。 

Matplotlib や Pandas、Numpy などのモジュールには数多くのクラスが含まれており、指定できるパラメタも膨

大です。レファレンス的に個々のパラメタを解説すると退屈になりがちです。サポートされているパラメタを

順番に列挙しながら解説するのではなく、“こんなグラフを描画するには、どんなパラメタを指定するのか”と

いうアプローチで解説してゆきます。基礎から順序だてて解説するというよりも、実例を使って説明を進めて

ゆくので、途中解らないところがでてくると思います。あまり深刻に考えずに、どんどん先に進んでください。

何回か繰り返して読んでみると理解が深まってゆくはずです。 

1.1. Jupyter notebook 

Jupyter notebookは機械学習関連の分野で人気のあった Pythonの編集・実行環境です。Webのユーザイン

タフェースを使い、コードと説明や図を混在させられるだけでなく、気軽にコードを実行できるのが大き

な特徴です。 

プログラミングの開発といえば、 

１）エディタを使ってソースコードを編集し 

２）そのコードを実行する 

というプロセスを繰り返すのが一般的です。Jupyter notebook は、ノートの一部にソースコードや説明、図など

を埋め込めるようにしたもので、Web ベースのインタフェースを提供します。ノートの一部に埋め込んだコー

ドを気軽に実行できるのが大きな特徴です。データサイエンスや機械学習の分野で人気が高いようです。 

1.1.1. インストールと起動 

Jupyter notebook は Anaconda というパッケージに含まれているので、それをインストールするのが簡単です。

以下のリンクからインストールしてください。 

https://www.anaconda.com/products/individual 

https://future-coders.net/
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途中、環境変数 Path に追加するかなどを聞かれるかもしれません。デフォルトの Python を今回インストール

する Anaconda のもにする否かを問われています。すでに別の Python をインストールしている人はそのまま、

そうでない人はチェックをいれるとよいでしょう。 

 

インストールが終わったら、スタートメニューから Jupyter notebook を選択します。 

 

起動するとブラウザが立ち上がります。 

 

https://future-coders.net/
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ブラウザで操作するため、一見するとネットワークのサービスのように感じられるかもしれません。しかしな

がら、Jupyter notebook はコンソールアプリとして実行されており、Web サーバとして機能することで、ブラ

ウザから操作できるようになっています。以下のようなコマンドプロンプトが起動しているはずです。これこ

そが Jupyter notebook の正体です。 

 

イメージを図にすると以下のようになります。 

 

1.1.2. 基本操作 

起動直後はフォルダを選択する画面が表示されています。Files、Running、Clusters というタブがありますが、

しばらくの間は Files タブだけしか使用しません。 

https://future-coders.net/


                                               (future-coders.net)           

 
4 

 

主な操作は以下の通りです。 

・画面にあるフォルダをクリックして作業用フォルダへ移動します。 

・”..” というのは親フォルダを意味します。1 つ上の階層へ移動します。 

・画面右上の New プルダウンから、フォルダやファイルの作成ができます。 

・フォルダ名の変更は、フォルダ左のチェックボックスを選択し、上にある Rename ボタンを押下します。 

・New プルダウンから“Python 3”を選択することでノートが作成されます。 

 

以下は Python3 を選択してノートを作成した画面です。主に以下のような操作を行います。 

 

画面上部に File、Edit、View、．．．Help とメニューが並んでいます。主な操作はその下のボタンやショートカッ

トキーを使用します。 

 

まずは操作してみましょう。最初のセルに“2+3”と実行して、Run ボタンを押下、もしくは Shift＋Enter キーを

押下してください。 

https://future-coders.net/
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2＋3 という Python の式が実行され、その評価結果 5 が下に表示されます。さらに下に 1 つセルが追加されま

す。In というラベルが入力で、Out が出力を示します。入力のセルは書き換えて再度実行することも可能です。

2+3 を print("hello world")に書き換えて再度実行した様子を下に示します。 

 

カット、コピー、ペーストはその文字の通りです。セルは上移動・下移動ボタンで順番を入れ替えることがで

きます。実行・停止・再実行も文字通りです。全セル実行は、ノートの先頭からすべてのセルを順番に実行し

ます。 

 

セルは書式を指定することができます。 

・Code＝Python のソースコードを入力します。 

・Markdown＝マークダウン形式で入力します。 

・Raw NBConvert=入力されたテキストをそのままの形で表示します。 

演習 

・作業用フォルダを作成・作成を数回繰り返してください。 

・作成した作業用フォルダに新規ファイルを作成して、Test という名前を付けて下さい。 

1.2. 前提知識 

これから 50のサンプルを読み進めてゆきますが、知っておいた方がよい前提知識について事前に説明して

おきます。 

1.2.1. ネット上の CSVファイルを EXCELで表示する 

これからのサンプルでは、ネット上にある CSV ファイルからデータを取得します。CSV とは Comma Separated 

Value の略で、“カンマ区切りの値”という意味です。単に、各列をカンマで区切った形式です。ソースコード中

に URL があるので、それをブラウザのアドレスに Paste すると CSV ファイルの内容をみることができます。 

https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/midwest_filter.csv 

https://future-coders.net/
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ソースコードを読み解くためには、元データがどのような内容か把握しておくことが重要です。しかしながら、

そのままでは非常に見づらいことは否めません。Excel に手軽にコピーして表示する方法を以下に説明します。 

 

１）ブラウザに表示されている内容をすべて選択してコピーします。 

 

２）Excel を起動して、1 列目にペーストします。A1 セルを選択してペーストします。 

 
３）Data タブの“Text to Columns”ボタンを押下します。 

 

https://future-coders.net/
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４）ウィザードが表示されるので、Next で進みます。途中、区切り文字（Delimiters）を指定する画面では、

カンマ（Comma）を選択します。 

 

５）Excel で見やすい形式として表示されます。列の並べ替え、フィルタなど Excel の機能を使うことができま

す。 

 

1.2.2. Python補足 

グラフ描画のソースコードを読み進める前に Python で知っておいた方がよい事項を以下に整理します。 

enumerate 

 

Python で一定回数を繰り返すには for 文と range 関数を組み合わせて使用します。 

for i in range(5): 

    print(i) 

リストの要素を順番に取り出すには以下のように記述します。 

https://future-coders.net/
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fruits = ["apple","melon","orange","kiwi"] 

for f in fruits: 

    print(f) 

リストの要素だけでなく、その番号も同時に取得したい、というケースは少なくありません。 

fruits = ["apple","melon","orange","kiwi"] 

for i in range(len(fruits)): 

    print(i, fruits[i]) 

上記のように range をつかって、番号と要素を取得することも可能ですが、enumerate 関数を使うと便利で

す。numerate 関数は以下のように記述します。 

for インデックス, 要素 in enumerate(リスト): 

  繰り返し処理 

例をみてみましょう。 

fruits = ["apple","melon","orange","kiwi"] 

for i, f in enumerate(fruits): 

    print(i, f) 

zip 

複数のリストから値を同時に値を取得したいときに便利なのが zip 関数です。zip 関数を使わずに複数のリス

トから順番に値を取得する例を見てみましょう。 

fruits = ["apple","melon","orange","kiwi"] 

prices = [200,600,100,150] 

for i in range(4): 

    print(fruits[i], prices[i]) 

出力は以下のようになります。 

apple 200 

melon 600  

orange 100 

kiwi 150 

zip 関数は以下のように記述します。 

for 要素 1, 要素 2 in zip(リスト 1, リスト 2): 

  繰り返し処理 

例をみてみましょう。 

fruits = ["apple","melon","orange","kiwi"] 

prices = [200,600,100,150] 

https://future-coders.net/
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for f, p in zip(fruits, prices): 

    print(f, p) 

出力は以下のようになります。それぞれのリストから同じ順番で要素を取り出します。 

apple 200 

melon 600 

orange 100 

kiwi 150 

名前付き引数、引数のデフォルト値 

関数に情報を渡す時に引数を使用します。引数の順番が重要です。単に割り算を行う関数 div を定義してみまし

た。 

def div(a, b): 

    return a / b 

 

x = div(6, 3) 

y = div(3, 6) 

print(f"x={x} y={y}") 

実行結果は以下の通りです。引数に渡す数値の順番によって結果が変わります。 

x=2.0 y=0.5 

Python では以下のように「引数名＝値」のように引数名を明示して関数を呼び出すことも可能です。 

p = div(a=10, b=5) 

q = div(b=5, a=10) 

print(f"p={p} q={q}") 

実行結果は以下の通りです。引数の順番にかかわらず p も q も同じ結果となります。引数の順番ではなく、名

前が優先されていることが確認できます。 

p=2.0 q=2.0 

さらに、関数を宣言するときに「引数名＝デフォルト値」と記述することで、引数のデフォルト値（省略され

たときにその値を使う）の指定が可能です。以下の例では引数 b にデフォルト値の 1 を指定しています。 

def div(a, b=1): 

    return a / b 

x = div(6) 

y = div(3, 6) 

print(f"x={x} y={y}") 

https://future-coders.net/


                                               (future-coders.net)           

 
10 

実行結果は以下の通りです。 

x=6.0 y=0.5 

最初の div 関数の呼び出しでは、b が省略されており、デフォルト値の 1 が指定されたことになります。 

 

Pandas などのモジュールでは多数の引数を受け取る関数・メソッドが少なくありません。すべての値を指定す

るのは大変なので、その多くでデフォルト値が設定されています。呼び出す側は必要なパラメタだけを指定で

きるようになっています。 

演習 

太さ width＝１、前景色 fgColor＝'black'、背景色 bgColor＝'white'、テキスト text（値は省略不可）といったデ

フォルト引数をもつ、関数 text を定義してください。この text 関数は実際に文字を描画する必要はなく、以下

のように単に引数の値を文字列で返すように実装してください。 

a = text("hello") 

a # text='hello', width=1, fgColor='black', bgColor='white' 

スライス 

配列の要素は[インデックス]で取り出すことができます。インデックスは 0 から始まる番号で、その位置の要素

を取得することができます。 

prices = [120, 80, 150, 200] 

a = prices[2]   # a = 150 

Python では[インデックス]だけでなく、 

・[開始：未満] 

・[開始：未満：間隔] 

という指定も可能です。 

さらに、 

・開始を省略時は先頭から 

・未満を省略時は最後まで 

・間隔省略時は 1 ずつ 

・負の数を指定すると、配列の末尾から 

という柔軟な指定も可能です。例をみてみましょう。 

data = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I'] 

print("data[3]=",data[3]) 

print("data[3:6]=",data[3:6]) 

print("data[:6]=",data[:6]) 

print("data[6:]=",data[6:]) 

print("data[3:6:2]=",data[3:6:2]) 

https://future-coders.net/
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print("data[:]=",data[:]) 

print("data[-1]=",data[-1]) 

print("data[-3:]=",data[-3:]) 

実行結果は以下の通りです。 

data[3]= D 

data[3:6]= ['D', 'E', 'F'] 

data[:6]= ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'] 

data[6:]= ['G', 'H', 'I'] 

data[3:6:2]= ['D', 'F'] 

data[:]= ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I'] 

data[-1]= I 

data[-3:]= ['G', 'H', 'I'] 

スライスを使った記法は特定の範囲を取り出す時に高い頻度で利用されます。 

演習 

Python では文字列も配列のようにアクセスすることができます。変数 s が以下のように与えられたときに、ス

ライスを使って値を取得してください。 

s="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 

１）5 文字目（E） 

２）5 文字目～10 文字目（EFGHI） 

３）先頭～5 文字目（ABCDE） 

４）20 文字目～末尾（UVWXYZ） 

５）先頭から末尾まですべての範囲で 3 文字づつ（ADGJMPSVY） 

６）マイナスを使って、最後の文字（Z） 

７）マイナスを使って、W～Z まで（W~Z） 

1.2.3. numpy配列 

numpy は数値計算を効率的に扱う拡張モジュールで、ベクトルや行列などの計算を行う時に利用されます。

numpy は非常に多くの機能を提供するモジュールですが、ここではほんのさわりだけ紹介します。 

 

通常のリストは[]の中に要素をカンマ区切りで記述します。リストに掛け算を適用すると、かけた数だけ要素

が繰り返されます。 

https://future-coders.net/


                                               (future-coders.net)           

 
12 

 
numpy の配列は np.array 関数で作成します。掛け算などの演算を適用すると、個々の要素にその演算が適用

されます。 

 
 

tolist メソッドを呼び出すと通常のリストが取得できます。 

 
 

numpy の arange は Python の range に相当します。以下のコードでは-10 から 10 まで、0.1 刻みのリストを

numpy の arange 関数で作成し、変数 x に格納しています。変数 x の個々の要素を二乗したリストを変数 y に

格納し、それらの関係を plot 関数で描画しています。 

 

numpy を使わずに同じグラフを描画すると例えば以下のようになります。 

https://future-coders.net/
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これだけのサンプルだと numpy のメリットが伝わりにくいかもしれませんが、より複雑な行列計算などが必要

になると、numpy はその威力を発揮します。 

1.2.4. CSVからの DataFrameへの読み込み 

今回は CSV を作成して、アップロードし、DataFrame に取り込むという一連の手順を実行してみましょう。ま

ず、テキストエディタで以下のようなファイルを作成します。値はなんでも構いません。 

name,age,gender,phone,score 

Bob,23,M,123-4567,78 

Steve,25,M,111-2222,59 

Mary,28,F,222-3333,88 

Anne,21,F,333-4444,59 

Mark,30,M,444-5555,76 

ここで注意していただきたいことは 

name, age, gender, phone, score 

と 

name,age,gender,phone,score 

は全く異なるということです。最初の例では列名に空白が含まれています。よって列名で参照するときに空白

も指定する必要がでてきます。躓きやすい点なので、「列名の前後には空白を挿入しない」という習慣をつけて

おくとよいでしょう。 

 

これを dataframe_study.csv というファイルに保存します。Jupyter notebook の upload ボタンからこのファイル

を作業用フォルダにアップロードします。 

https://future-coders.net/
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csv ファイルのアップロードが終わったら、Python 3 のノートを作成してください（すでに何等かのノートがあ

る場合、それを開いても構いません）。 

 

CSV からデータを読み込むには pandas の read_csv 関数を使用します。引数には CSV ファイルへのパスを指

定します。行の名前を指定する場合、index_col 引数に列番号を指定します。今回は 0 列目が行の名前なので、

index_col=0 と指定しています。read_csv の戻り値は DataFrame オブジェクトです。 

 

1.2.5. DataFrameからのデータ取得 

DataFrame とは Pandas モジュールで用意されている表形式のオブジェクトです。非常に多くの機能がサポート

されているので、ここでは基本的な機能に限定して説明します。 

 

一般的には CSV には必要とするデータ以外にもたくさんの情報が含まれているため、必要な情報だけを抽出す

るスキルが必要となります。DataFrame にはそのような用途のために、多くのメソッドが用意されています。 

基本的な列の抽出 

df[列名]で特定の列を取り出すことができます。 

https://future-coders.net/
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df.列名のように記述することも可能です。 

 

複数の列を抽出する場合は df[[列名 1, 列名 2]]のようにリスト形式で指定します。 

 

 

df[列名]や df.列名のように 1 列を取り出したとき、戻り値は Series 型のオブジェクトになります。このオ

ブジェクトには面白い特徴があり、演算子を適用することで、各行の結果を返すことができます。例えば、年

齢を 3 倍してみます。 

 

年齢が 25 歳以上か調べてみましょう。 

https://future-coders.net/
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Mary と Mark だけが 25 歳より年上ということがわかります。つまり、df.列名と演算子を組み合わせて式を作

ることで、True か False かの並びを作ることができます。 

演習 

・それぞれの列（age, gender, phone, score）を取り出してください。 

・score と age の列を取り出してください。 

・性別と年齢の列を取り出してください。 

・score の 2 倍の列を作成してください。 

・男性だけ True になる列を作成してください。 

・score が 70 未満の人が True になる列を作成してください。 

iat インデックスによる行・列の抽出（単数） 

iat プロパティを使うと行番号と列番号を使ってデータにアクセスができます。iat[行番号, 列番号]の形式

で指定します。番号は 0 から始まることに注意してください。iat はプロパティであり、メソッドではありま

せん。よって iat()ではなく、iat[]の形式となります。 

 

at  名前による行・列の抽出（単数） 

at プロパティを使うと、行の名前、列の名前を使ってデータにアクセスができます。at[行の名前, 列の名前]

の形式で指定します。 

 

iloc インデックスによる行・列の抽出（複数） 

iloc プロパティを使うと、行と列の番号を使って、特定の範囲の行と列を抽出できます。iloc[開始行:最大

行, 開始列:最大例]の形式で指定します。行と列、それぞれの範囲をスライスの形式で指定すると考えてくだ
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さい。最大の番号は未満の指定となります。以下は 2 行～4 行未満、1 列～4 列未満の範囲を抽出する例です。 

 

すべての列、すべての行を指定する場合は“:”と指定します。以下は 2 行～3 行のすべての列を抽出する例です。 

 

loc 名前による行・列の抽出（複数） 

loc プロパティを使うと、行と列の名前を使って、特定の範囲の行と列を抽出できます。iloc[開始ラベル:最

大ラベル, 開始ラベル:最大ラベル]の形式で指定します。行と列、それぞれの範囲をスライスの形式で指定す

ると考えてください。以下は、Steve 行から Anne 行まで、gender 以降の列を抽出する例です。 

 

loc 名前による条件を使った抽出 

loc プロパティを使うと、条件を満たす行や列を抽出することができます。データフレームのプロパティに演

算子を適用することで、その結果となる列を取得することができました。例えば、男性なら True となる列を作

成してみます。 

 

元のデータフレームにおいて、この条件が True、すなわち男性だけを抽出するには、以下のように記述します。

loc プロパティの最初の引数として、行の名前を指定する代わりに、先ほど求めた True か False の並びを渡し

ています。その結果として、値が True の行だけが抽出されていることがわかります。 
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演習 

・年齢が 25 歳以上の人を抽出してください。 

・年齢が 25 歳以上の人の性別と電話番号を抽出してください。 

・Score が 70 以上の人を抽出してください。 

groupbyによるグループ集計 

DataFrame の強力な機能にグループ集計があります。簡単な例から見てゆきましょう。データフレームを直接

作成しています。Fruits 列と Price 列からなるシンプルなテーブルです。 

 

 

果物の種類ごとに分類するには以下のように記述します。 

 

DataFrameGroupBy オブジェクトが返ってきたことがわかりますが、これだけではどのような処理をしてよい

かわかりません。どんな値でグループ分けされたかは、groups プロパティを調べます。このプロパティはイテ

レイト可能なので for 文で順番に取り出すことができます。 

 

各グループを取り出すには get_group メソッドを使用します。戻り値は DataFrame オブジェクトとなります。 
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グループ分けをする場合、その後に何等かの処理を行うのが一般的です。 

・そのグループに属する個数を数える 

・そのグループの平均値、最大値、最小値を求める 

それぞれのグループの個数を調べるには以下のように size メソッドを使います。 

 

それぞれのグループの平均価格を調べるには mean メソッドを使います。 

 

演習 

・名前、教科、スコアからなる DataFrame オブジェクトを作成します。 

・名前毎に分類してください。 

・各教科の平均点を求めてください。 

1.2.6. Matplotlibでの色指定 

Matplotlib ではいろいろな色指定方法がサポートされています。 

・色の名前 － matplotlib.colors.cnames で確認できます。 

 

・1 文字 
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以下の文字を使って指定します。 

b=青、g=緑、r=赤、c=シアン、m=マゼンダ、y=黄、k=黒、w=白 

 

・16 進数 

「#FF0000=赤」のように#RRGGBB の形式で指定します。 

 

・RGB のタプル 

R,G,B それぞれ 0～1 の範囲のタプルで指定します。(1, 0, 0)は赤色となります。 

1.2.7. 事前設定 

これからいろいろなグラフを描いていきますが、共通する事前処理があります。 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import matplotlib as mpl 

import matplotlib.pyplot as plt 

import seaborn as sns 

import warnings; warnings.filterwarnings(action='once') 

 

large = 22; med = 16; small = 12 

params = {'axes.titlesize': large, 

          'legend.fontsize': med, 

          'figure.figsize': (16, 10), 

          'axes.labelsize': med, 

          'axes.titlesize': med, 

          'xtick.labelsize': med, 

          'ytick.labelsize': med, 

          'figure.titlesize': large} 

plt.rcParams.update(params) 

plt.style.use('seaborn-whitegrid') 

sns.set_style("white") 

%matplotlib inline  

最初にいくかモジュールを読み込んでいます。 

・numpy 配列や行列などの数値計算を効率的に行う 

・pandas 表や時系列データなどデータ解析を支援する機能を提供する 

・matplotlib グラフを描画する 

・matplotlib.pyplot グラフ描画の中心的な機能を提供する 
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・seaborn matplotlib の機能を拡張する 

・warnings 警告表示の制御する 

 

それぞれのモジュールだけで本が書けるほど膨大な機能が提供されています。ここでは必要に応じて都度解説

してゆきます。large, med, small, params は各種パラメタのデフォルト値を設定しています。最後

の%matplotlib inline は、Jupyter notebook のページ中に図を埋め込むための指示です。 

 

細かな点は都度説明してゆきます。ここでは、各グラフを描画する前に、これらのモジュール、パラメタを設

定しておく必要があることを押さえておいてください。 

 

numpy, pandas, matplotlib は頻繁に更新されます。パラメタの指定方法が変わったり、クラスが刷新されたり、

と過去のソースコードが動かなくなったり、警告が表示されるようになったりすることは珍しくありません。

以下の行を追加しておくと、すべての警告が非表示となります。 

warnings.simplefilter('ignore') 
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2. グラフを描く 
それでは実際にグラフを描き始めましょう。目的に応じて 7 種類のカテゴリに分けています。ソ

ースコードを理解する場合、パラメタを変えてみる、途中の変数の値を確認する、自分なりに修

正を加えてみる、といった作業を行うと理解が一層深まります。 

2.1. 相関を描画する 

2 つの値が何らかの関係性を持つ場合、その関係を可視化するためのグラフがいくつかあります。ここで

はそのようなグラフを見てゆきます。代表的なものに散布図があります。 

Scatter plot (散布図) 

2 つの変数の相関を描画するときに使用されます。 

 

今回描画する画像は、横軸が Area で、縦軸が Population です。カテゴリごとに色分けして描画されています。 

 

# Import dataset  

midwest = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/midwest_filter.csv") 

 

# Prepare Data  

https://future-coders.net/
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# Create as many colors as there are unique midwest['category'] 

categories = np.unique(midwest['category']) 

colors = [plt.cm.tab10(i/float(len(categories)-1)) for i in range(len(categories))] 

 

# Draw Plot for Each Category 

plt.figure(figsize=(16, 10), dpi= 80, facecolor='w', edgecolor='k') 

 

for i, category in enumerate(categories): 

    plt.scatter('area', 'poptotal',  

                data=midwest.loc[midwest.category==category, :],  

                s=20, c=colors[i], label=str(category)) 

 

# Decorations 

plt.gca().set(xlim=(0.0, 0.1), ylim=(0, 90000), 

              xlabel='Area', ylabel='Population') 

 

plt.xticks(fontsize=12); plt.yticks(fontsize=12) 

plt.title("Scatterplot of Midwest Area vs Population", fontsize=22) 

plt.legend(fontsize=12)     

plt.show()     

一度実行しておきましょう。警告が表示されるかもしれませんが、一番最後に図が表示されます。警告の理由

は、matplotlib のバージョンが新しくなり、引数のフォーマットが変わったためです。本グラフの最後に、警告

を消す手順について説明します。 

 

最初に CSV の内容を確認しておきましょう。CSV の内容の確認がおわったら、プログラムを見てみましょう。 

 

最初に、表を読み込んで変数 midwest に格納しています。CSV の読み込みは pandas の read_csv 関数で行いま

す。戻り値の midwest は pandas モジュールの DataFrame 型です。 

 

この DataFrame オブジェクトは膨大なメソッド・プロパティを提供します。ここでは、DataFrame['列名']で、

列のデータを取り出せることを押さえてください。 
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表にはカテゴリ列があります。カテゴリごとに色分けをしてグラフを描画したいので、どんな値があるかリス

トアップする必要があります。np モジュールの unique 関数は、重複を取り除いたリストを返します。 

 

category 列の値を重複をなく取り出して変数 categories に格納しています。 

 

カテゴリが AAR、AAU、．．．LHU と 14 個あることがわかります。14 色の配列をマニュアルで生成するのは

少々面倒です。今回は matplotlib に用意されているカラーマップを使用します。 

 

色の配列を作っているのが以下のコードです。リスト内法表記を使っています。変数 i の値は 0～13 まで変化し

ます。 

 

plt.cm.tab10というのは matplotlib にあるカラーマップモジュールの ListedColormap オブジェクトです。こ
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のオブジェクトを数値を与えて作成すると色情報が得られます。引数 i/float(len(categories)-1) は、

0/13, 1/13, 2/13, …と変化してゆき、それに応じた色が作成されます。 

 

以下の行で表の大きさ、解像度、背景色(facecolor)、線の色(edgecolor1)を設定しています。 

plt.figure(figsize=(16, 10), dpi= 80, facecolor='w', edgecolor='k') 

plt.scatter で散布図上に点をプロットしてゆきます。ソースコードは少々複雑なので簡単な例から見てゆきまし

ょう。scatter 関数に x と y のリストを引数で渡すだけで散布図が描画されることがわかります。 

 

 

今回のコードで核となるのが以下のコードです。先ほどの例とは引数が異なっています。主要な引数は以下の 3

つです。 

第 1 引数：横軸のラベル（列名） 

第 2 引数：縦軸のラベル（列名） 

第 3 引数：描画するデータ（DataFrame から条件に応じた行を抽出） 

 

for i, category in enumerate(categories): 

    plt.scatter('area', 'poptotal',  

                data=midwest.loc[midwest.category==category, :],  

                s=20, c=colors[i], label=str(category)) 

for 文を使って、categories リストの値を順番に取り出して、ループ変数 category に格納しています。category

には AAR, AAU, AHR, …といった文字列が順番に格納されてきます。 

 

midwest.loc[midwest.category==category, :] 

この部分は詳しく見てゆきましょう。midwest.category はデータフレームから特定の列を抽出しています。 

 

1 edgecolor が有効にならない。バージョン？！ 
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332 個のデータが取得できていることがわかります。この列に演算子を適用することができました。変数

category は for 文のループ変数です。順番にいろいろな値が格納されますが、値が”LAU”か否か調べてみましょ

う。 

 

結果は False と表示されているので、表示されている範囲では category の値は LAU ではないようです。こ

の True/False の値を使って、category が”LAU”の行を抽出してみましょう。DataFrame オブジェクトの

loc メソッドを使うと条件に合致した行を取り出すことができました。以下のように 

midwest.loc[midwest.category=="LAU", :] 

と入力すると、3 行が合致していることがわかります。 

 

 

描画のコードを見てみましょう。今抽出した内容こそが data 引数の値となります。その area という列の数値を

横軸に、poptotal という列の数値を縦軸にとって、点を描画していました。 

    plt.scatter('area', 'poptotal',  

                data=midwest.loc[midwest.category==category, :],  

                s=20, c=colors[i], label=str(category)) 

そのほかの引数は以下の通りです。 

・s 円のサイズ 

・c 円の色 
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・label 凡例に描画する文字 

 

これ以降はグラフの体裁を整えるためのコードです。試しに、プロット以降のコードを削除して描画してグラ

フを描画してみると、 

・グラフのタイトルがない 

・凡例がない 

・縦軸と横軸の名前がない 

などの違いがあることがわかります。 

 

それを踏まえて 1 行ずつ見てゆきましょう。 

 

plt.gca().set(xlim=(0.0, 0.1), ylim=(0, 90000), 

              xlabel='Area', ylabel='Population') 

gca()メソッドは現在作業中の軸（X 軸、Y 軸）オブジェクトを返します。それに対して、set メソッドで、 

・X 軸の範囲を 0~0.1 

・Y 軸の範囲を 0～90000 

・X 軸のラベル “Area” 

・Y 軸のラベル “Population” 

を設定しています。 

 

plt.xticks(fontsize=6); plt.yticks(fontsize=6) 

X 軸、Y 軸のメモリのフォントサイズを設定しています。 
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plt.title("Scatterplot of Midwest Area vs Population", fontsize=22) 

グラフのタイトルをフォントサイズ 22 の大きさで描画しています。 

 

plt.legend(fontsize=12)     

凡例を表示します。最後の plt.show()でグラフを描画します。 

 

ここまで、散布図の描画について解説をしてきました。最初のサンプルなので難しく感じたと思います。繰り

返しいろいろなグラフを描画していくと、次第にコツのようなものが掴めてくると思います。 

 

plt.scatter を実行したときに大量の警告（warning）が表示されます。これは matplotlib のバージョン更新によ

り、引数の型が変化したためです。 

c=colors[i] 

を 

c=np.array(colors[i]).reshape(1,-1), 

もしくは、 

c=[colors[i]] 

で置き換えると警告がなくなります。 

少し詳しく見てみましょう。colors は(r, g, b, a)の値のタプルです。以前の plt.scatter はこの形式で色を指定で

きました。 

 

新しいバージョンからは色名、もしくは 2 次元の配列で色を指定する仕様になりました。np.array は Numpy で

配列を作る命令、reshape は配列の次元を変更する命令です。 

演習 

・x とｙをそれぞれ乱数で 100 個作成し、それらの座標を散布図としてプロットしてください。 
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100 個の乱数を作成するコードは以下を参考にしてください。 

import random 

x = [random.random() for i in range(100)] 

y = [random.random() for i in range(100)] 

・midwest_filter.csv から、横軸が popblack, 縦軸が popwhite の散布図をプロットして下さい。また縦軸と横軸

にラベルも付与してください。 

 

Bubble plot with Encircling 

散布図で特定の範囲を強調したいときは、encircle メソッドを使って囲むのがよいでしょう。 
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先ほどの散布図との違いを中心にソースコードを見てゆきましょう。 

 

from matplotlib import patches 

from scipy.spatial import ConvexHull 

import warnings; warnings.simplefilter('ignore') 

sns.set_style("white") 

 

# Step 1: Prepare Data 

midwest = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/midwest_filt

er.csv") 

 

# As many colors as there are unique midwest['category'] 

categories = np.unique(midwest['category']) 

colors = [plt.cm.tab10(i/float(len(categories)-1)) for i in range(len(categories))] 

 

# Step 2: Draw Scatterplot with unique color for each category 

fig = plt.figure(figsize=(16, 10), dpi= 80, facecolor='w', edgecolor='k')     

 

for i, category in enumerate(categories): 

    plt.scatter('area', 'poptotal', data=midwest.loc[midwest.category==category, :],  

                s='dot_size', c=[colors[i]], label=str(category), edgecolors='black', 

linewidths=.5) 
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# Step 3: Encircling 

# https://stackoverflow.com/questions/44575681/how-do-i-encircle-different-data-

sets-in-scatter-plot 

def encircle(x,y, ax=None, **kw): 

    if not ax: ax=plt.gca() 

    p = np.c_[x,y] 

    hull = ConvexHull(p) 

    poly = plt.Polygon(p[hull.vertices,:], **kw) 

    ax.add_patch(poly) 

 

# Select data to be encircled 

midwest_encircle_data = midwest.loc[midwest.state=='IN', :]                          

 

# Draw polygon surrounding vertices     

encircle(midwest_encircle_data.area, midwest_encircle_data.poptotal, ec="k", 

fc="gold", alpha=0.1) 

encircle(midwest_encircle_data.area, midwest_encircle_data.poptotal, ec="firebrick", 

fc="none", linewidth=1.5) 

 

# Step 4: Decorations 

plt.gca().set(xlim=(0.0, 0.1), ylim=(0, 90000), 

              xlabel='Area', ylabel='Population') 

 

plt.xticks(fontsize=12); plt.yticks(fontsize=12) 

plt.title("Bubble Plot with Encircling", fontsize=22) 

plt.legend(fontsize=12)     

plt.show() 

コメントの Step2 までは最初の例と同じです。Step3 から見てゆきます。関数 encircle を定義しています。 

def encircle(x,y, ax=None, **kw): 

    if not ax: ax=plt.gca() 

    p = np.c_[x,y] 

    hull = ConvexHull(p) 

    poly = plt.Polygon(p[hull.vertices,:], **kw) 

    ax.add_patch(poly) 

引数は以下の通りです。 
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・x - X 軸の座標を含む行列 

・y - Y 軸の座標を含む行列 

・ax - 座標軸オブジェクト 

・kw – 各種キーワード 

この関数はでは、引数 ax が与えられなかったときに、plt.gca()で現在の座標軸オブジェクトを取得していま

す。 

np.c_[x, y]がどのような処理を行うかは以下の図をみてください。 

 

x は X 軸のリスト、yは Y 軸のリストです。それらを順番に取り出して、(x,y)のペアのリストに変換していま

す。この様子は以下のように確認できます。 

 

以下の行が点を囲む枠を作成する部分です。 

hull = ConvexHull(p) 

ConvexHull とは凸包と訳されますが、与えられた点を含む最小の凸集合を返します。例えば、以下の 4 つの座

標の場合「(1,1), (3,1), (2,3), (2,2)」、これらを囲む最小の凸集合は「(1,1), (3,1), (2,3)」となります。 

 

確認してみましょう。 
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凸集合は ConvexHull オブジェクトの vertices プロパティで取得できます。0,1,2 番目の座標が、これらの座標を

含む最小の凸集合ということになります。これで準備が整いました。あとは、plt モジュールの Polygon オブジ

ェクトを作成し、ポリゴン（多角形）を描画します。 

    poly = plt.Polygon(p[hull.vertices,:], **kw) 

p[hull.vertices,:]の部分をもう少し詳しく説明しましょう。 

通常の配列はインデックスには単一の数値を指定し、その位置にあるデータを取り出します。以下は

[3,6,2,5,4]というリストを作成し、その 3 番目のデータを取得した例です。 

 
 

numpy の配列はインデックスにリストを渡すことで、そのリストの位置にあるデータ（複数個）を取り出すこ

とができます。配列 x のインデックスに配列 i を渡しています。i の番号（0 番目、3 番目、4 番目）の要素が

取得できていることが確認できます。 

 

 

p も hull.vertices も numpy の配列です。p はすべての座標の配列で、hull.vertices は凸集合の座標イ

ンデックスの配列です。これらを組み合わせて、p[hull.vertices,:]という処理で凸集合の座標を取得して

いるのです。 

 

以下の命令で画面上にポリゴンが描画されます。 

ax.add_patch(poly) 

ここまでが関数 encircle の説明です。残りのコードはこの関数を呼び出しているだけです。以下の行はデー

タから state が IN に合致するデータを抽出しています。 

midwest_encircle_data = midwest.loc[midwest.state=='IN', :] 
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以下の 2 行が関数 encircle を呼び出して実際にポリゴンを描画している個所です。 

encircle(midwest_encircle_data.area,  

  midwest_encircle_data.poptotal,  

  ec="k", fc="gold", alpha=0.1) 

 

encircle(midwest_encircle_data.area, 

  midwest_encircle_data.poptotal,  

  ec="firebrick", fc="none", linewidth=1.5) 

最初の 2 つの引数（X 軸のリスト、Y 軸のリスト）はともに同じです。最初の encircle は半透明で塗りつぶ

し、次の encircle は枠線を描画しています。ec は edge color で枠、fc は face color で描画色となります。残

りのコードは最初の例と同じです。 

演習 

・state が IL の座標を囲んでください 

 
・category が AAU の座標を囲んでください 

 

Scatter plot with linear regression line of best fit 

画面上にプロットした座標から、それらに最もフィットする直線を描画するグラフです。機械学習の線形回帰

で紹介されることがあります。 
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df = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/mpg_ggplot2.csv") 

df_select = df.loc[df.cyl.isin([4,8]), :] 

 

# Plot 

sns.set_style("white") 

gridobj = sns.lmplot(x="displ", y="hwy", hue="cyl", data=df_select,  

                     height=7, aspect=1.6, robust=True, palette='tab10',  

                     scatter_kws=dict(s=60, linewidths=.7, edgecolors='black')) 

 

# Decorations 

gridobj.set(xlim=(0.5, 7.5), ylim=(0, 50)) 

plt.title("Scatterplot with line of best fit grouped by number of cylinders", fontsize=20) 

plt.show() 

まず、元データを確認しましょう。以下のリンクで CSV ファイルを直接確認できます。 

https://github.com/selva86/datasets/blob/master/mpg_ggplot2.csv 

 

バイクの製造メーカー、モデル、年度、シリンダ、などの一覧表です。シリンダの数が 4 の場合、8 の場合につ

いて、横軸が displ、縦軸が hwy とプロットしています。列名の意味は以下の URL に説明があります。 

https://rpubs.com/mcharif22/mpg-exploration 

・displ = 排気量（engine displacement in liters） 

・hwy = 高速道路での走行距離（highway mileage） 
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表の内容がわかったところで、コードを見てゆきましょう。以下の行でシリンダーが 4 と 8 のデータのみを選

択しています。 

df_select = df.loc[df.cyl.isin([4,8]), :] 

dy.cyl は cyl という列を取り出したデータ列です。isin メソッドを使って、その値が 4 か 8 を含んでいるか否か

を True/False のデータ列にしています。 

 

あとは、DataFrame の loc メソッドを使って、True の行だけを抽出しています。 

 

sns.set_style("white") は Seaborn モジュールでスタイルを設定しています。Seaborn はグラフを描画するモジ

ュールで matplotlib の機能を拡張するときに使われます。 

 

グラフの描画は以下のコードで行っています。 

gridobj = sns.lmplot(x="displ", y="hwy", hue="cyl", data=df_select,  

         height=7, aspect=1.6, robust=True, palette='tab10',  

         scatter_kws=dict(s=60, linewidths=.7, edgecolors='black')) 

引数 x と y は X 軸と Y 軸です。hue はデータの分類です。ここではシリンダの数によって分類しています。

data はデータです。height はグラフの高さ、aspect は縦横比です。robust は近似する線を求めるときに

外れ値（大きくずれた値）の重みを軽くするための指定です。palette はグラフ描画のためのパレット、

scatter_kws は matplotlib に引き渡すためのパラメタです。描画のパラメタを指定しています。 

 

以下のコードで X 軸と Y 軸の範囲を、タイトルの文字を設定しています。 

gridobj.set(xlim=(0.5, 7.5), ylim=(0, 50)) 

plt.title("Scatterplot with line of best fit grouped by number of cylinders", 
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fontsize=20) 

演習 

・シリンダ数が 6 の場合の直線も追加して描画してください。 

 

・X 軸と Y 軸を入れ替えてください。 

 

・車種別（class）に高速での燃費(hwy)と市街地での燃費(cty)での関係を描画してください。 

 

Jittering with stripplot 

散布図を描画するとき、X 軸と Y 軸の値が同じデータは同じ場合、描画される場所が同一になってしまいます。

同じ場所のデータを多少ずらすことでデータの散らばり具合を見やすくすることができます。 
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# Import Data 

df = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/mpg_ggplot2.

csv") 

 

# Draw Stripplot 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), dpi= 80)     

sns.stripplot(df.cty, df.hwy, jitter=0.25, size=8, ax=ax, linewidth=.5) 

 

# Decorations 

plt.title('Use jittered plots to avoid overlapping of points', fontsize=22) 

plt.show() 

CSV は前の例と同じバイクの燃費に関するデータです。subplots 関数をつかって、図のサイズを指定してい

ます。戻り値の fix は図、ax は軸のオブジェクトです。 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), dpi= 80) 

図の描画は以下の stripplot 関数で行っています。 

sns.stripplot(df.cty, df.hwy, jitter=0.25, size=8, ax=ax, linewidth=.5) 

横軸は市街地の走行距離、縦軸は高速道路の走行距離です。今回のポイントは jitter です。jitterとは直訳

すると“ゆらぎ”となります。本来の値からどの程度ずらすかという指定です。デフォルトでは横軸方向にずら
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します。縦軸方向へのゆらぎを与えるには、orient="h"というパラメタ引数を追加します。 

 

この関数の詳しい説明は以下の URL にあります。 

https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.stripplot.html 

 

演習 

・jitter の値を変更することでどのような変化があるか確認してください。 

 

・排気量と市街地の関係を描画してください。 

 

Counts Plot 

同じ座標に複数のデータが重なってしまう場合、前の例のようにずらす方法もありますが、描画するサイズを

変更する方法もあります。 

https://future-coders.net/
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# Import Data 

df = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/mpg_ggplot2.

csv") 

df_counts = df.groupby(['hwy', 'cty']).size().reset_index(name='counts') 

 

# Draw Stripplot 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), dpi= 80)     

sns.stripplot(df_counts.cty, df_counts.hwy, size=df_counts.counts*2, ax=ax) 

 

# Decorations 

plt.title('Counts Plot - Size of circle is bigger as more points overlap', 

fontsize=22) 

plt.show() 

描画するグラフは、市街地での燃費と高速道路での燃費の相関を示すものです。最初に必要なデータを抽出し

ているのが以下のコードです。 

df_counts = ¥ 

df.groupby(['hwy', 'cty']).size().reset_index(name='counts') 

このサンプルですが stripplot で“ValueError: x and y must be the same size”というエラーによりグラフが描画で

きませんでした。いずれの引数も同じ長さのはず…しばらく調べたけどいったん保留します。 
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Marginal Histogram 

X 軸と Y 軸にヒストグラムを付与した散布図です。 

 

 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/mpg_ggplot2.

csv") 

 

# Create Fig and gridspec 

fig = plt.figure(figsize=(16, 10), dpi= 80) 

grid = plt.GridSpec(4, 4, hspace=0.5, wspace=0.2) 

 

# Define the axes 

ax_main = fig.add_subplot(grid[:-1, :-1]) 

ax_right = ¥ 

fig.add_subplot(grid[:-1, -1], xticklabels=[], yticklabels=[]) 

ax_bottom = ¥ 

fig.add_subplot(grid[-1, 0:-1], xticklabels=[], yticklabels=[]) 

 

# Scatterplot on main ax 

ax_main.scatter('displ', 'hwy', s=df.cty*4, 
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 c=df.manufacturer.astype('category').cat.codes, 

 alpha=.9, data=df, cmap="tab10", 

 edgecolors='gray', linewidths=.5) 

 

# histogram on the right 

ax_bottom.hist(df.displ, 40, 

 histtype='stepfilled', orientation='vertical', color='deeppink') 

ax_bottom.invert_yaxis() 

 

# histogram in the bottom 

ax_right.hist(df.hwy, 40, 

 histtype='stepfilled', orientation='horizontal', color='deeppink') 

 

# Decorations 

ax_main.set(title='Scatterplot with Histograms ¥n displ vs hwy', xlabel='displ', 

ylabel='hwy') 

ax_main.title.set_fontsize(20) 

for item in ([ax_main.xaxis.label, ax_main.yaxis.label] + ax_main.get_xticklabels() 

+ ax_main.get_yticklabels()): 

    item.set_fontsize(14) 

 

xlabels = ax_main.get_xticks().tolist() 

ax_main.set_xticklabels(xlabels) 

plt.show() 

CSV の読み込みは前のサンプルと同じです。以下の行は複数のグラフを 1 つにまとめるときに使用します。描

画領域を 4 行 4 列にレイアウトしています。hspace：高さの余白、wspace：幅の余白も指定しています。 

grid = plt.GridSpec(4, 4, hspace=0.5, wspace=0.2) 

以下がグラフの領域を指定するコードです。grid で[行, 列]と指定します。「開始：終了」のようにスライスを

使って範囲を指定します。先頭を省略した場合は最初から、－1 は最後を意味します。つまり、:-1 は“最初の

行/列から最後の 1 つ前まで”という意味になります。 

ax_main = fig.add_subplot(grid[:-1, :-1])  

ax_right = fig.add_subplot(grid[:-1, -1], …) 

ax_bottom = fig.add_subplot(grid[-1, 0:-1], …) 

それぞれのグラフのレイアウト指定を以下の図に整理して示します。 
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中央の散布図を描画しているのが以下のコードです。 

ax_main.scatter('displ', 'hwy', s=df.cty*4, 

 c=df.manufacturer.astype('category').cat.codes, alpha=.9, 

 data=df, cmap="tab10", edgecolors='gray', linewidths=.5) 

散布図に必要な座標情報は以下の引数で与えられます。横軸が displ(排気量)、縦軸が hwy(高速道路での燃費)、

実データが df です。その他のパラメタは色や見た目を調整するものです。 

ax_main.scatter('displ', 'hwy',  data=df) 

s はプロットのサイズです。cty（市街地の燃費）を 4 倍した値を使用しています。c は色指定です。色の指定

は型変換のテクニックを使っているので少し詳しく見てみましょう。目的は製造元によってプロットの色を変

えることです。df.manufacturer で製造元の文字列の列が取得できます。 

 

manufacturer 列には audi, chevolet, dodge, …volkswagen などの文字列が格納されています。audi なら赤、

chevolet なら青、dodge なら黄と色分けしたいのですが、個々に色指定をするのは面倒です。そこで、astype

メソッドを使って型変換を行います。引数に category と指定することで、種類別にカテゴライズされます。 
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メッセージから 15 種類のカテゴリに分類されたことがわかります。それぞれのカテゴリは数値として取得する

ことができます。 

 

この数字を引数 c に指定します。値は 0～14 です。あとはカラーマップを指定すれば、その値に応じた色が設

定されます。カラーマップとは番号を色に変換するテーブルです。カラーマップは引数 cmap で、tab10 とい

う値を指定しています。tab10 はあらかじめに matplotlib で用意されているカラーマップの名前です。 

 

以下が画面下部に描画するヒストグラムです。 

ax_bottom.hist(df.displ, 40, 

 histtype='stepfilled', orientation='vertical', color='deeppink') 

ax_bottom.invert_yaxis() 

横軸なので描画する内容は排気量です。最初の引数に df.displ と指定しています。次の引数 40 は bins とい

われて、範囲を何等分するかという指定です。Histtype はヒストグラムの種類です。bar, barstacked, step, 

stepfilled が指定できます。これらのパラメタは値を変えるとその働きが実感できるはずです。いろいろ試して

みて下さい。invert_yaxis はグラフの上下を反転させるメソッドです。 

 

以下は画面右に描画するヒストグラムです。縦軸なので描画する内容は高速道路の燃費です。最初の引数に

df.hwy と指定しています。グラフの値を水平方向にするために orientation 引数に horizontal という値

を指定しています。 
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ax_right.hist(df.hwy, 40, 

 histtype='stepfilled', orientation='horizontal', color='deeppink') 

残りのコードはタイトルやメモリのフォント変更などの装飾です。 

演習 

・横軸が cty、縦軸が displ に変更して散布図を描画してください。 

 

・ヒストグラムの配置を左右、上下逆にしてください。 

 

 

Marginal Boxplot 

前の例の Marginal Histogram と似ていますが、中央値、25％、75%の箱ひげ図を描画する点が異なります。 
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# Import Data 

df = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/mpg_ggplot2.

csv") 

 

# Create Fig and gridspec 

fig = plt.figure(figsize=(16, 10), dpi= 80) 

grid = plt.GridSpec(4, 4, hspace=0.5, wspace=0.2) 

 

# Define the axes 

ax_main = fig.add_subplot(grid[:-1, :-1]) 

ax_right =¥ 

 fig.add_subplot(grid[:-1, -1], xticklabels=[], yticklabels=[]) 

ax_bottom =¥ 

 fig.add_subplot(grid[-1, 0:-1], xticklabels=[], yticklabels=[]) 

 

# Scatterplot on main ax 

ax_main.scatter('displ', 'hwy', s=df.cty*5, 

 c=df.manufacturer.astype('category').cat.codes, alpha=.9, 

 data=df, cmap="Set1", edgecolors='black', linewidths=.5) 

 

# Add a graph in each part 
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sns.boxplot(df.hwy, ax=ax_right, orient="v") 

sns.boxplot(df.displ, ax=ax_bottom, orient="h") 

 

# Decorations ------------------ 

# Remove x axis name for the boxplot 

ax_bottom.set(xlabel='') 

ax_right.set(ylabel='') 

 

# Main Title, Xlabel and YLabel 

ax_main.set(title='Scatterplot with Histograms ¥n displ vs hwy', xlabel='displ', 

ylabel='hwy') 

 

# Set font size of different components 

ax_main.title.set_fontsize(20) 

for item in ([ax_main.xaxis.label, ax_main.yaxis.label] + ax_main.get_xticklabels() 

+ ax_main.get_yticklabels()): 

    item.set_fontsize(14) 

 

plt.show() 

先ほどの例と異なるのは Histogram が Boxplot に変わった点だけです。 

# Add a graph in each part 

sns.boxplot(df.hwy, ax=ax_right, orient="v") 

sns.boxplot(df.displ, ax=ax_bottom, orient="h") 

演習 

midwest_filter.csv から、横軸が popblack, 縦軸が popwhite の散布図をプロットし、左右に箱ひげ図を描画して

ください。 
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Correllogram 

コレログラムはすべての組み合わせについて、相関を調べるときに使われます。 

 

まずはデータの内容を確認しましょう。1974 年の Motor Trend US マガジンからの引用だそうです。それぞれ

の列の意味は以下の URL から確認できます。 

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/datasets/html/mtcars.html 

例えば mpg は miles per gallon で燃費です。wt は重さです。重いと燃費は悪いはずです。この 2 つが交差する

マスを見ると-0.88 と負の相関があることが確認できます。また、重さ wt と排気量 disp を見ると、0.89 と強い

相関があることがわかります。重い車は排気量が大きい必要があるので納得がゆくと思います。このように複

数のパラメタの相関（関連の強さ）をヒートマップで描画しているのがこのグラフです。 

 

# Import Dataset 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mtcars.csv") 

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(12,10), dpi= 80) 

sns.heatmap(df.corr(), 
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 xticklabels=df.corr().columns, 

 yticklabels=df.corr().columns, 

 cmap='RdYlGn', center=0, annot=True) 

 

# Decorations 

plt.title('Correlogram of mtcars', fontsize=22) 

plt.xticks(fontsize=12) 

plt.yticks(fontsize=12) 

plt.show() 

ヒートマップを描画するのに最低限必要なのは最初の引数だけです。DateFrame の corr メソッドを呼ぶことで、

列間の相関を求めることができます。 

sns.heatmap(df.corr()) 

演習 

機械学習で有名なデータ iris（あやめの分類）を読み込んでヒートマップを描画してください。DataFrame の読

み込みは以下のように行うことができます。 

import pandas as pd 

from sklearn import datasets 

iris = datasets.load_iris() 

df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names) 

 

Pairwise Plot 

前の例と同じようにパラメタ間の相関を調べるときに利用されます。 
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データは機械学習でよく使われるあやめ(iris)の花弁の長さと幅、がく片の長さといったパラメタです。species

列があやめの品種を示す文字列です。 

 

 

ソースコードは非常にシンプルです。単に sns.pairplot 関数を読んでいるだけです。種類ごとに色分けをするた

め、hue 引数で species という列の名前を指定しています。 

# Load Dataset 

df = sns.load_dataset('iris') 
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# Plot 

plt.figure(figsize=(10,8), dpi= 80) 

sns.pairplot(df, kind="scatter", hue="species", 

 plot_kws=dict(s=80, edgecolor="white", linewidth=2.5)) 

plt.show() 

演習 

mpg_ggplot2.csv を使って、displ、cty、hwy、class 列を抽出し、class の値毎にそれ以外のパラメタの相関を描

画してください。 

2)  偏差（偏り） 
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Diverging Bars 

 

 

# Prepare Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mtcars.csv") 

x = df.loc[:, ['mpg']] 

df['mpg_z'] = (x - x.mean())/x.std() 

df['colors'] = ['red' if x < 0 else 'green' for x in df['mpg_z']] 

df.sort_values('mpg_z', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

 

# Draw plot 

plt.figure(figsize=(14,10), dpi= 80) 

plt.hlines(y=df.index, xmin=0, xmax=df.mpg_z, color=df.colors, alpha=0.4, linewidth=5) 

 

# Decorations 

plt.gca().set(ylabel='$Model$', xlabel='$Mileage$') 

plt.yticks(df.index, df.cars, fontsize=12) 

plt.title('Diverging Bars of Car Mileage', fontdict={'size':20}) 

plt.grid(linestyle='--', alpha=0.5) 

plt.show() 
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今回も車のカタログデータです。DataFrame の内容を確認しておきましょう。今回肝になるのは mpg(miles per 

gallon : 燃費)の列です。 

 

以下の行は mpg の列だけを取り出して、変数 x に格納しています。 

x = df.loc[:, ['mpg']] 

 

 

この mpg をそのまま描画すると以下のようになります。 

 

それなりに燃費の比較にはなっていますが、もっと差異がわかるようにした方が望ましいです。そこで、それ

ぞれの燃費から平均を引いて、その値を標準偏差で割ることにします。ちょうど成績の偏差値を求めるのと同

じような計算式になります。それが以下の式です。 

df['mpg_z'] = (x - x.mean())/x.std() 
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mean 平均を求めるメソッド、std は標準偏差を求めるメソッドです。この結果を mpg_z という新しい列に追

加しています。 

 

 

以下の行は mpg_z の値が正か負で色を変えています。リスト内法表記を使っています。“もし x が 0 未満なら

red、そうでないなら green、x は df['mpg_z']から”と解釈するとよいでしょう。色は新たな列 colors に

追加します。 

df['colors'] = ['red' if x < 0 else 'green' for x in df['mpg_z']] 

DataFrame の sort_values メソッドで燃費準にソートしています。テーブル内の順位を置き換えるため

inplace=True と指定しています。 

df.sort_values('mpg', inplace=True) 

 

このままでは index の順番も並べ変わってしまします。Index は再度番号を振りなおすよう以下の行を実行しま

す。 

df.reset_index(inplace=True) 

 

グラフの描画は以下の 2 行です。最初の行で領域を指定し、2 行目で描画しています。hlines は横方向のグラフ

を描画するメソッドです。縦軸は df.index で指定し、横軸の範囲を、最小値 xmin を 0 で、最大値 xmax を mpg

で指定しています。 

plt.figure(figsize=(14,10), dpi= 80) 

plt.hlines(y=df.index, xmin=0, xmax=df.mpg, color=df.colors, alpha=0.4, linewidth=5) 

それ以降はラベルやタイトルなどの装飾です。以下のラベルでは文字を＄で囲っていますが、これにより文字

が斜体で描画されます。 

plt.gca().set(ylabel='$Model$', xlabel='$Mileage$') 
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演習 

USArrests.csv を 使 っ て 州 別 の 殺 人 率 (Murder) を こ の グ ラ フ で 描 画 し て く だ さ い 。 URL は

https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/USArrests.csv です。 

 

 

Diverging Texts 

データは前の例と同じです。棒グラフの先端に数値を描画します。 
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# Prepare Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mtcars.csv") 

x = df.loc[:, ['mpg']] 

df['mpg_z'] = (x - x.mean())/x.std() 

df['colors'] = ['red' if x < 0 else 'green' for x in df['mpg_z']] 

df.sort_values('mpg_z', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

 

# Draw plot 

plt.figure(figsize=(14,14), dpi= 80) 

plt.hlines(y=df.index, xmin=0, xmax=df.mpg_z) 

for x, y, tex in zip(df.mpg_z, df.index, df.mpg_z): 

    t = plt.text(x, y, round(tex, 2),  

           horizontalalignment='right' if x < 0 else 'left',  

           verticalalignment='center',  

           fontdict={'color':'red' if x < 0 else 'green', 'size':14}) 

 

# Decorations     

plt.yticks(df.index, df.cars, fontsize=12) 

plt.title('Diverging Text Bars of Car Mileage', fontdict={'size':20}) 

plt.grid(linestyle='--', alpha=0.5) 

plt.xlim(-2.5, 2.5) 

plt.show() 

前の例との違いは以下の行だけです。 

for x, y, tex in zip(df.mpg_z, df.index, df.mpg_z): 

  t = plt.text(x, y, round(tex, 2),  

    horizontalalignment='right' if x < 0 else 'left',  

    verticalalignment='center', 

    fontdict={'color':'red' if x < 0 else 'green', 'size':14}) 

for 文で mpg_z 列、index 列、mpg_z 列を取り出して、それぞれループ変数 x, y, tex に代入しています。

ループ内部ではtext関数で文字を描画します。x,y 座標の場所にtextを描画します。round関数をつかい、

小数点数以下第 2 位で切り捨てています。あとは、x の値に応じてテキスト配置や文字を切り替えています。 
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演習 

直前の演習と同じデータを使います。USArrests のグラフで殺人率をテキストとして描画してください。 

 

Diverging Dot Plot 

同じグラフですが、点を描画する円のなかに数値を描画しています。 
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# Prepare Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mtcars.csv") 

x = df.loc[:, ['mpg']] 

df['mpg_z'] = (x - x.mean())/x.std() 

df['colors'] = ['red' if x < 0 else 'darkgreen' for x in df['mpg_z']] 

df.sort_values('mpg_z', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

 

# Draw plot 

plt.figure(figsize=(14,16), dpi= 80) 

plt.scatter(df.mpg_z, df.index, s=450, alpha=.6, color=df.colors) 

for x, y, tex in zip(df.mpg_z, df.index, df.mpg_z): 

    t = plt.text(x, y, round(tex, 1),  

        horizontalalignment='center',  

        verticalalignment='center',  

        fontdict={'color':'white'}) 

 

# Decorations 

# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3) 

 

plt.yticks(df.index, df.cars) 

plt.title('Diverging Dotplot of Car Mileage', fontdict={'size':20}) 

plt.xlabel('$Mileage$') 

plt.grid(linestyle='--', alpha=0.5) 

plt.xlim(-2.5, 2.5) 

plt.show() 

このグラフも前の例が理解できていれば簡単です。丸を描画するのは以下のコードです。横軸が燃費、縦軸が

index の散布図として描画しています。 

plt.scatter(df.mpg_z, df.index, s=450, alpha=.6, color=df.colors) 

散布図の中に数値を描画しているのが以下の箇所です。for 文を使って座標と文字をとりだし、text 関数で数値

を描画しています。 

https://future-coders.net/


                                               (future-coders.net)           

 
59 

for x, y, tex in zip(df.mpg_z, df.index, df.mpg_z): 

    t = plt.text(x, y, round(tex, 1),  

        horizontalalignment='center',  

        verticalalignment='center',  

        fontdict={'color':'white'}) 

演習 

直前の演習と同じデータを使います。USArrests のグラフで殺人率をテキストとして、同じ形式のグラフを描画

してください。 

 

Diverging Lollipop Chart with Markers 

Lollipop とは棒付きキャンディーです。そんなイメージのグラフです。 
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データは前の例と同じです。 

# Prepare Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mtcars.csv") 

x = df.loc[:, ['mpg']] 

df['mpg_z'] = (x - x.mean())/x.std() 

df['colors'] = 'black' 

 

# color fiat differently 

df.loc[df.cars == 'Fiat X1-9', 'colors'] = 'darkorange' 

df.sort_values('mpg_z', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

 

 

# Draw plot 

import matplotlib.patches as patches 

 

plt.figure(figsize=(14,16), dpi= 80) 
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plt.hlines(y=df.index, xmin=0, 

 xmax=df.mpg_z, color=df.colors, alpha=0.4, linewidth=1) 

plt.scatter(df.mpg_z, df.index, 

 color=df.colors, 

 s=[600 if x == 'Fiat X1-9' else 300 for x in df.cars], alpha=0.6) 

plt.yticks(df.index, df.cars) 

plt.xticks(fontsize=12) 

 

# Annotate 

plt.annotate('Mercedes Models', xy=(0.0, 11.0), 

   xytext=(1.0, 11), xycoords='data',  

   fontsize=15, ha='center', va='center', 

   bbox=dict(boxstyle='square', fc='firebrick'), 

   arrowprops=dict(arrowstyle='-[, widthB=2.0, lengthB=1.5', lw=2.0, 

color='steelblue'), color='white') 

 

# Add Patches 

p1 = patches.Rectangle((-2.0, -1), width=.3, height=3, alpha=.2, facecolor='red') 

p2 = patches.Rectangle((1.5, 27), width=.8, height=5, alpha=.2, facecolor='green') 

plt.gca().add_patch(p1) 

plt.gca().add_patch(p2) 

 

# Decorate 

plt.title('Diverging Bars of Car Mileage', fontdict={'size':20}) 

plt.grid(linestyle='--', alpha=0.5) 

plt.show() 

colors 列は black を代入することで、デフォルトの色をすべて黒に設定しています。'Fiat X1-9'だけは

'darkorange'色になるように設定しています。 

df['colors'] = 'black' 

df.loc[df.cars == 'Fiat X1-9', 'colors'] = 'darkorange' 

以下の行で横軸を描画しています。linewidth で線の幅を補足しています。 

plt.hlines(y=df.index, xmin=0, 

 xmax=df.mpg_z, color=df.colors, alpha=0.4, linewidth=1) 

以下の行で丸を描画しています。車の名前が Fiat の時は 600、そうでないときは 300 と大きさを変化させてい

ます。 
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plt.scatter(df.mpg_z, df.index, 

 color=df.colors, 

 s=[600 if x == 'Fiat X1-9' else 300 for x in df.cars], alpha=0.6) 

一度に理解するのが困難な場合、値がどのようになっているか都度しらべてみるとよいでしょう。以下のよう

に引数の部分を取り出して実行すると、どのような値が引数 s に渡されているかがよくわかります。 

 

 

上記のリスト内法表記では df.cars から値を取り出しています。その値を調べてみると以下のようになっている

ことが確認できます。つまりグラフは下から順番に描画させていたことがわかります。 

 
 

以下の行でグラフ中央にある“Mercedes Models”という吹き出し上のコメントを描画しています。それぞれのパ

ラメタを変化させ、どのように描画が変化すると確認すると理解が深まります。 

plt.annotate('Mercedes Models', xy=(0.0, 11.0), 

   xytext=(1.0, 11), xycoords='data',  

   fontsize=15, ha='center', va='center', 

   bbox=dict(boxstyle='square', fc='firebrick'), 

   arrowprops=dict(arrowstyle='-[, widthB=2.0, lengthB=1.5', 

       lw=2.0, color='steelblue'), color='white') 

xy は指し示す箇所の座標、xytext はテキストの座標です。矢印の形状を arrowstyle で指定しています。矢印の

形状はいろいろ指定できます。詳しくは以下の URL などリファレンスを参照してください。 

https://matplotlib.org/3.1.1/api/_as_gen/matplotlib.patches.ArrowStyle.html 

 

以下のコードは上下にある矩形を描画しています。サイズや場所を変えてみると理解を深められるはずです。 

p1 = patches.Rectangle((-2.0, -1), width=.3, height=3, alpha=.2, facecolor='red') 

p2 = patches.Rectangle((1.5, 27), width=.8, height=5, alpha=.2, facecolor='green') 

plt.gca().add_patch(p1) 

plt.gca().add_patch(p2) 

演習 

直前の演習と同じデータを使います。USArrests のグラフで殺人率をテキストとして、同じ形式のグラフを描画
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してください。ただし、Florida と New York だけ、色とサイズを変更してください。 

 

Area Chart 

 

 

まずデータを確認しましょう。1967 年における米国での経済指標の表です。いつものように read_csv でデー

タを読みこんで DataFrame オブジェクトを作成します。head メソッドを使うと先頭から指定した数の行を取

得できます。おおよその表の目安をつかむにはこのようにするのもひとつの方法です。 
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データの各列の意味は以下の URL に説明があります。 

https://ggplot2.tidyverse.org/reference/economics.html 

・date 日付 

・pce (personal consumption expenditures) 個人消費支出 

・pop (total population) 人口 

・psavert (personal saving rate) 個人貯蓄率 

・uempmed（median duration of unemployment）失業期間 

・unemploy (number of unemployed) 失業者数 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

# Prepare Data 

df =¥ 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/economics.csv", 

parse_dates=['date']).head(100) 

x = np.arange(df.shape[0]) 

y_returns =¥ 

 (df.psavert.diff().fillna(0)/df.psavert.shift(1)).fillna(0) * 100 

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

plt.fill_between(x[1:], y_returns[1:], 0, 

 where=y_returns[1:] >= 0, 

 facecolor='green', interpolate=True, alpha=0.7) 

plt.fill_between(x[1:], y_returns[1:], 0, 

 where=y_returns[1:] <= 0, facecolor='red', 

 interpolate=True, alpha=0.7) 

 

# Annotate 
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plt.annotate('Peak ¥n1975', xy=(94.0, 21.0), xytext=(88.0, 28), 

             bbox=dict(boxstyle='square', fc='firebrick'), 

             arrowprops=dict(facecolor='steelblue', shrink=0.05), 

 fontsize=15, color='white') 

 

 

# Decorations 

xtickvals = [str(m)[:3].upper()+"-"+str(y) for y,m in zip(df.date.dt.year, 

df.date.dt.month_name())] 

plt.gca().set_xticks(x[::6]) 

plt.gca().set_xticklabels(xtickvals[::6], rotation=90, 

fontdict={'horizontalalignment': 'center', 'verticalalignment': 'center_baseline'}) 

plt.ylim(-35,35) 

plt.xlim(1,100) 

plt.title("Month Economics Return %", fontsize=22) 

plt.ylabel('Monthly returns %') 

plt.grid(alpha=0.5) 

plt.show() 

最初の read_csv では parse_dates=['date']という引数を指定しています。これは“date 列は日付として解釈

しろ”という指示です。この引数の有無によってどう変わるか見てみましょう。引数を指定しない場合、date 列

は object 型になっています。 

 

一方、parse_dates 引数を指定した場合、date 列は datetime64 型となります。 

 

日付に関する演算を行う場合、datetime 型のほうが便利です。 

次の行を見てみましょう。 

x = np.arange(df.shape[0]) 
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df.shape はデータフレームの行と列数を求めるプロパティです。行,列のタプル形式です。 [0]とアクセスする

ことで行数が得られます。つまり、df.shape[0]は行数です。 

 

np.arange は Python でよく利用する range の Numpy 版です。これにより、0～行数までの numpy 配列が得られ

ます。これを変数 x に代入しています。この x が横軸になります。 

 

 

次の行で縦軸の値を作成しています。 

y_returns =¥ 

 (df.psavert.diff().fillna(0)/df.psavert.shift(1)).fillna(0) * 100 

df.psavert は個人貯蓄率です。diff は差分を求めるメソッドです。この列の先頭 5 つのデータをみてみます。 

 

以下は diff メソッドを適用した結果です。前の列の差分が得られていることがわかります。0 行目は比較する相

手がないので NaN となっています。NaN は Not A Number の略で“数値でない”という意味です。不正な数値の

ときに利用されます。0 行目と 1 行目を比較すると同じ値なので差分は 0、1 行目と 2 行目を比較すると-0.8 と

いう具合です。 

 

表を集計するときに NaN があるといろいろと不具合があるので、fillna(0)メソッドを適用します。NaN が 0 で

置き換えられました。 
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ここまでが分母になります。次は分子を見てゆきましょう。shift メソッドは指定された行ずらします。shift(1)

と呼び出すことで 1 行ずらしていることになります。 

 

ここまで縦軸の式を理解する準備が整いました。再度式を見てみましょう。 

y_returns =¥ 

 (df.psavert.diff().fillna(0)/df.psavert.shift(1)).fillna(0) * 100 

ざっくりといえば「変化分 / 現在の値 * 100」となるので、“何％貯蓄率が変化したか”を計算していることに

なります。 

 

今回のグラフのメインは fill_between 関数です。間をぬりつぶすという働きをします。まずは、簡単な例を

見てみましょう。 

 

x は-10～10 の範囲の配列を numpy で作成しています。y は x を二乗しています。これにより 2 次曲線のグラ

フとなります。fill_between では x と y の関係を描画しています。3 番目の引数 50 との差分を塗りつぶすよ

うに指示しています。color は色で alpha は透明度です。 
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以下のコードで主となるグラフを描画します。figure 関数は図の大きさの設定です。最初の fill_between

関数で値が 0 以上のとき（緑）、2 番目の fill_between で値が 0 以下のとき（赤）を描画しています。 

# Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

plt.fill_between(x[1:], y_returns[1:], 0, 

 where=y_returns[1:] >= 0, 

 facecolor='green', interpolate=True, alpha=0.7) 

plt.fill_between(x[1:], y_returns[1:], 0, 

 where=y_returns[1:] <= 0, facecolor='red', 

 interpolate=True, alpha=0.7) 

最初の fill_between を実行してみると以下のようになります。 

 

 

引数を順番に見てゆきましょう。x[1:]と y_return[1:]はスライスで 1 より後ろのリストを取得します。先

頭行は差分を求めるときに NaN になっていたためです。次の 0 は、Y 軸の値と 0 の範囲を塗りつぶす、という

指定です。つまり、2 番目の引数と 3 番目の引数の間が塗りつぶされることになります。where には値を描画

する条件を指定します。Y 軸の値が 0 より大きい場合という式を指定しています。facecolor は塗りつぶし色、

intepolate は補間の有無の指定で、alpha は透明度です。 

 

以下のコードで吹き出し部分の描画を行っています。\n は改行です。 

plt.annotate('Peak ¥n1975', xy=(94.0, 21.0), xytext=(88.0, 28), 

             bbox=dict(boxstyle='square', fc='firebrick'), 

             arrowprops=dict(facecolor='steelblue', shrink=0.05), 

 fontsize=15, color='white') 

引数にある dict とは辞書オブジェクトです。キー＝値の形式の引数を受け取ることで辞書オブジェクトが作成

されます。グラフ描画では多数のパラメタ指定が必要になることが少なくありません。そんなときに、必要な

パラメタだけを辞書形式にして引き渡します。 
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残りのコードはタイトルや軸のメモリなどの装飾です。値を変えてみることでその働きが理解できます。 

演習 

以下の URL からアメリカの旅客数の変化を取得し、Area Chart グラフを描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/AirPassengers.csv 

 

 

2.2. ランキング 

Ordered Bar Chart 

順位等を表示するのに適したグラフです。グラフの先端に数値を描画すると正確な値が把握しやすくなります。 
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データは車種別燃費です。前の例で既出のものです。 

 

# Prepare Data 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

df = df_raw[['cty', 'manufacturer']]¥ 

.groupby('manufacturer').apply(lambda x: x.mean()) 

df.sort_values('cty', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

 

# Draw plot 

import matplotlib.patches as patches 

 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), facecolor='white', dpi= 80) 

ax.vlines(x=df.index, ymin=0, ymax=df.cty, color='firebrick', alpha=0.7, 

linewidth=20) 

 

# Annotate Text 

for i, cty in enumerate(df.cty): 

    ax.text(i, cty+0.5, round(cty, 1), horizontalalignment='center') 
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# Title, Label, Ticks and Ylim 

ax.set_title('Bar Chart for Highway Mileage', fontdict={'size':22}) 

ax.set(ylabel='Miles Per Gallon', ylim=(0, 30)) 

plt.xticks(df.index, df.manufacturer.str.upper(), rotation=60, 

horizontalalignment='right', fontsize=12) 

 

# Add patches to color the X axis labels 

p1 = patches.Rectangle((.57, -0.005), width=.33, height=.13, alpha=.1, 

facecolor='green', transform=fig.transFigure) 

p2 = patches.Rectangle((.124, -0.005), width=.446, height=.13, alpha=.1, 

facecolor='red', transform=fig.transFigure) 

fig.add_artist(p1) 

fig.add_artist(p2) 

plt.show() 

描画前の加工は以下の行で行います。 

df = df_raw[['cty', 'manufacturer']]¥ 

.groupby('manufacturer').apply(lambda x: x.mean()) 

df.sort_values('cty', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

まず、2 列を取り出します。 

 

その 2 列に対して groupby メソッドを適用して manufacturer 毎に分類します。 

 

キーが車種を表す manufacturer、値が燃費の辞書データであることが確認できます。燃費の平均を求めるため
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に apply メソッドを使います。apply メソッドには燃費データが車種別に渡されてきます。そのデータに対して

mean メソッドを適用することで平均を求めています。 

 

以下のコードで、データを燃費の順番に並べかえ、インデックスを付与しています。 

df.sort_values('cty', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

主となるグラフの描画は以下のコードで行っています。 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), facecolor='white', dpi= 80) 

ax.vlines(x=df.index, ymin=0, ymax=df.cty, color='firebrick', alpha=0.7, 

linewidth=20) 

subplotsは描画領域を指定する関数です。vlinesメソッドでグラフを描画します。横軸 xはインデックス、

y 軸の最小値は ymin で 0 を指定し、最大値は df.cty から燃費データを指定します。 

 

グラフの上に数値を描画しているのが以下のコードです。 

for i, cty in enumerate(df.cty): 

    ax.text(i, cty+0.5, round(cty, 1), horizontalalignment='center') 

df.cty の要素を enumerate を使って順番に取り出します。i が番号、cty が燃費です。text メソッドを使

い、i 番目で cty の値より 0.5 上の場所に、cty の値を描画します。round 関数を使って小数点数以下 1 桁に

しています。 

 

以下のコードでタイトル、X 軸、Y 軸のラベルを描画します。 

ax.set_title('Bar Chart for Highway Mileage', fontdict={'size':22}) 

ax.set(ylabel='Miles Per Gallon', ylim=(0, 30)) 

plt.xticks(df.index, df.manufacturer.str.upper(), rotation=60, 

horizontalalignment='right', fontsize=12) 

X 軸のラベルは rotation=60 と指定して 60 度回転させています。 

 

以下は赤と緑の背景色の設定です。Rectangle 型のオブジェクトを作成し、add_artistメソッドで図に追加
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しています。 

p1 = patches.Rectangle((.57, -0.005), width=.33, height=.13, alpha=.1, 

facecolor='green', transform=fig.transFigure) 

p2 = patches.Rectangle((.124, -0.005), width=.446, height=.13, alpha=.1, 

facecolor='red', transform=fig.transFigure) 

fig.add_artist(p1) 

fig.add_artist(p2) 

演習 

車種別燃費データの表から、class 毎に平均を求め、昇順に並べた棒グラフを描画してください。 

https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/mpg_ggplot2.csv" 

 

Lollipop Chart 
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データは前の例と同じです。 

 

# Prepare Data 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

df = df_raw[['cty', 'manufacturer']]¥ 

.groupby('manufacturer').apply(lambda x: x.mean()) 

df.sort_values('cty', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

 

# Draw plot 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), dpi= 80) 

ax.vlines(x=df.index, ymin=0, ymax=df.cty, color='firebrick', alpha=0.7, 

linewidth=2) 

ax.scatter(x=df.index, y=df.cty, s=75, color='firebrick', alpha=0.7) 

 

# Title, Label, Ticks and Ylim 

ax.set_title('Lollipop Chart for Highway Mileage', fontdict={'size':22}) 

ax.set_ylabel('Miles Per Gallon') 

ax.set_xticks(df.index) 

ax.set_xticklabels(df.manufacturer.str.upper(), rotation=60, 

fontdict={'horizontalalignment': 'right', 'size':12}) 

ax.set_ylim(0, 30) 
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# Annotate 

for row in df.itertuples(): 

    ax.text(row.Index, row.cty+.5, s=round(row.cty, 2), horizontalalignment= 

'center', verticalalignment='bottom', fontsize=14) 

 

plt.show() 

前の例と異なるのはメインのグラフを描画する以下の箇所です。縦の棒の線幅を linewidth=2 と細くし、そ

の上に scatter メソッドで点を描画しています。 

ax.vlines(x=df.index, ymin=0, ymax=df.cty, color='firebrick', alpha=0.7, 

linewidth=2) 

ax.scatter(x=df.index, y=df.cty, s=75, color='firebrick', alpha=0.7) 

そのほかは前の例とほぼ同じですが、棒の上部の数値を描画するコードが異なります。 

前の例： 

for i, cty in enumerate(df.cty): 

    ax.text(i, cty+0.5, round(cty, 1), horizontalalignment='center') 

 

今回の例： 

for row in df.itertuples(): 

    ax.text(row.Index, row.cty+.5, s=round(row.cty, 2), 

         horizontalalignment= 'center', 

         verticalalignment='bottom', fontsize=14) 

前者は df.cty の値を順番にとりだしています。後者は itertuples メソッドを使用して各項目を取り出して

います。 

 

演習 

直前の例と同じデータを使い、棒グラフではなく Lollipop Chart を描画してください。 
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Dot Plot 

水平方向になっているのでそれらの相対的な関係がわかりやすくなっています。 

 

データは既出の車の燃費です。 

# Prepare Data 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv")  

df = df_raw[['cty', 'manufacturer']]¥ 

  .groupby('manufacturer').apply(lambda x: x.mean()) 

df.sort_values('cty', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 
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# Draw plot 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), dpi= 80) 

ax.hlines(y=df.index, xmin=11, xmax=26, color='gray', alpha=0.7, linewidth=1, 

linestyles='dashdot') 

ax.scatter(y=df.index, x=df.cty, s=75, color='firebrick', alpha=0.7) 

 

# Title, Label, Ticks and Ylim 

ax.set_title('Dot Plot for Highway Mileage', fontdict={'size':22}) 

ax.set_xlabel('Miles Per Gallon') 

ax.set_yticks(df.index) 

ax.set_yticklabels(df.manufacturer.str.title(), fontdict={'horizontalalignment': 

'right'}) 

ax.set_xlim(10, 27) 

plt.show() 

車種別平均燃費の計算は前の例と同じです。主となるグラフは以下の 2 行で描画しています。 

ax.hlines(y=df.index, xmin=11, xmax=26, color='gray', alpha=0.7, linewidth=1, 

linestyles='dashdot') 

ax.scatter(y=df.index, x=df.cty, s=75, color='firebrick', alpha=0.7) 

最初の行は背景となる横の点線です。次の行で点を描画しています。ちなみに縦方向の描画にするには hlines

メソッドではなく vlines メソッドを指定します。 
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演習 

直前の例と同じ車のデータを使い、車種別の燃費のグラフを描画してください。 

 
 

Slope Chart 

値が変化する場合、更新前と更新後を比較するのに便利なグラフです。 
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データを確認しましょう。各大陸の 1952 年と 1957 年の値（GDP?!）です。 

 

 

import matplotlib.lines as mlines 

# Import Data 

df =¥ 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/gdppercap.cs

v") 
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left_label = [str(c)+', '+str(round(y)) for c,y in zip(df.continent, df['1952'])] 

right_label = [str(c)+', '+str(round(y)) for c,y in zip(df.continent, df['1957'])] 

klass = ['red' if (y1-y2) < 0 else 'green' ¥ 

 for y1, y2 in zip(df['1952'], df['1957'])] 

 

# draw line 

def newline(p1, p2, color='black'): 

    ax = plt.gca() 

    l = mlines.Line2D([p1[0],p2[0]], [p1[1],p2[1]],¥ 

         color='red' if p1[1]-p2[1] > 0 else 'green',¥ 

         marker='o', markersize=6) 

    ax.add_line(l) 

    return l 

 

fig, ax = plt.subplots(1,1,figsize=(14,14), dpi= 80) 

 

# Vertical Lines 

ax.vlines(x=1, ymin=500, ymax=13000, color='black', alpha=0.7, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

ax.vlines(x=3, ymin=500, ymax=13000, color='black', alpha=0.7, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

 

# Points 

ax.scatter(y=df['1952'], x=np.repeat(1, df.shape[0]),¥ 

     s=10, color='black', alpha=0.7) 

ax.scatter(y=df['1957'], x=np.repeat(3, df.shape[0]),¥ 

     s=10, color='black', alpha=0.7) 

 

# Line Segmentsand Annotation 

for p1, p2, c in zip(df['1952'], df['1957'], df['continent']): 

    newline([1,p1], [3,p2]) 

    ax.text(1-0.05, p1, c + ', ' + str(round(p1)),¥ 

         horizontalalignment='right',¥ 

         verticalalignment='center', fontdict={'size':14}) 

    ax.text(3+0.05, p2, c + ', ' + str(round(p2)),¥ 

         horizontalalignment='left',¥ 

         verticalalignment='center', fontdict={'size':14}) 
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# 'Before' and 'After' Annotations 

ax.text(1-0.05, 13000, 'BEFORE', horizontalalignment='right',¥ 

 verticalalignment='center', fontdict={'size':18, 'weight':700}) 

ax.text(3+0.05, 13000, 'AFTER', horizontalalignment='left',¥ 

 verticalalignment='center', fontdict={'size':18, 'weight':700}) 

 

# Decoration 

ax.set_title("Slopechart: Comparing GDP Per Capita between 1952 vs 1957", 

fontdict={'size':22}) 

ax.set(xlim=(0,4), ylim=(0,14000), ylabel='Mean GDP Per Capita') 

ax.set_xticks([1,3]) 

ax.set_xticklabels(["1952", "1957"]) 

plt.yticks(np.arange(500, 13000, 2000), fontsize=12) 

 

# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(.0) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.0) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(.0) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.0) 

plt.show() 

グラフの左に表示されているラベルのリストを作っているのが以下のコードです。 

left_label = [str(c)+', '+str(round(y)) for c,y in zip(df.continent, df['1952'])] 

DataFrame から continent 列と 1952 列を取り出しています。continent 列の場合は、df.continent で

取り出せますが、1952 列は数値なので df.1952 と記述することはできません。よって df['1952']と記述し

ています。これら 2 つの zip 関数をつかって、変数 c, y で取り出して、str(c)+', '+str(round(y))と結

合しています。left_label の値を確認すると以下のようになります。right_label も同様に求めています。 

 

変数 klass は赤と青の色のリストですが、実際にはコード中では使用されていません。 

 

以下は 2 点間を描画する関数です。p1 が始点、p2 が終点です。 

def newline(p1, p2, color='black'): 
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    ax = plt.gca() 

    l = mlines.Line2D([p1[0],p2[0]], [p1[1],p2[1]],¥ 

         color='red' if p1[1]-p2[1] > 0 else 'green',¥ 

         marker='o', markersize=6) 

    ax.add_line(l) 

    return l 

この関数を呼び出している様子を以下に示します。gca 関数で現在の軸オブジェクトを取得して、変数 ax に格

納しています。線の描画は mlines モジュールの Line2D クラスを使用します。始点と終点を比較して値が増え

ていれば green に、下がっていれば red に色を設定しています。 

 

 

以下のコードは左右の縦線です。 

ax.vlines(x=1, ymin=500, ymax=13000, color='black', alpha=0.7, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

ax.vlines(x=3, ymin=500, ymax=13000, color='black', alpha=0.7, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

以下のコードは線の始点と終点の丸です。サイズを s=10 と指定していますが、大きくすると効果がわかります。

y 座標は df['1952']で、x 座標は repeat 関数を使っています。 

ax.scatter(y=df['1952'], x=np.repeat(1, df.shape[0]),¥ 

     s=10, color='black', alpha=0.7) 

ax.scatter(y=df['1957'], x=np.repeat(3, df.shape[0]),¥ 

     s=10, color='black', alpha=0.7) 

repeat 関数は第 1 引数が第 2 引数個からなる Numpy の配列を作成します。 
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df.shape で行と列が取得できます。df.shape[0]はその最初の値なので np.repeat(1, df.shape[0])は

行の数だけ 1 を含む配列となります。つまり、(1, 1952 列の 0 番目), (1, 1952 列の 1 番目)…と点を描画してい

ることになります。1957 の列も X 軸の値が違いますが処理内容は同じです。 

 

以下がスロープの線を描画している部分です。1952 の列、1957 の列、continent の列を zip 関数をつかって順

番に取り出しています。p1 が 1952 列の値、p2 が 1957 列の値、c がラベルとなります。 

# Line Segmentsand Annotation 

for p1, p2, c in zip(df['1952'], df['1957'], df['continent']): 

    newline([1,p1], [3,p2]) 

    ax.text(1-0.05, p1, c + ', ' + str(round(p1)),¥ 

         horizontalalignment='right',¥ 

         verticalalignment='center', fontdict={'size':14}) 

    ax.text(3+0.05, p2, c + ', ' + str(round(p2)),¥ 

         horizontalalignment='left',¥ 

         verticalalignment='center', fontdict={'size':14}) 

newline 関数を呼び出し、直線を描画し、text メソッドで左右のテキストを描画しています。 

これ以降は基本的にタイトルやコメント文字、メモリの調整などの装飾のための記述です。 

演習 

以下のデータで Slope Chart グラフを描画してください。 

df = pd.DataFrame({'name': ['A', 'B', 'C'],  

'before': [85, 45, 72], 'after': [83, 57, 94]}) 

 

Dumbbell Plot 

このグラフでは、before と after をそれぞれ順番に並べて描画することができます。 
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まずデータを確認しましょう。アメリカ各都市の値の変化を示しています。 

 

 

 

import matplotlib.lines as mlines 

 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/health.csv") 

df.sort_values('pct_2014', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

 

# Func to draw line segment 
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def newline(p1, p2, color='black'): 

    ax = plt.gca() 

    l = mlines.Line2D([p1[0],p2[0]], [p1[1],p2[1]], color='skyblue') 

    ax.add_line(l) 

    return l 

 

# Figure and Axes 

fig, ax = plt.subplots(1,1,figsize=(14,14), facecolor='#f7f7f7', dpi= 80) 

 

# Vertical Lines 

ax.vlines(x=.05, ymin=0, ymax=26, color='black', alpha=1, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

ax.vlines(x=.10, ymin=0, ymax=26, color='black', alpha=1, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

ax.vlines(x=.15, ymin=0, ymax=26, color='black', alpha=1, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

ax.vlines(x=.20, ymin=0, ymax=26, color='black', alpha=1, linewidth=1, 

linestyles='dotted') 

 

# Points 

ax.scatter(y=df['index'], x=df['pct_2013'], s=50, color='#0e668b', alpha=0.7) 

ax.scatter(y=df['index'], x=df['pct_2014'], s=50, color='#a3c4dc', alpha=0.7) 

 

# Line Segments 

for i, p1, p2 in zip(df['index'], df['pct_2013'], df['pct_2014']): 

    newline([p1, i], [p2, i]) 

 

# Decoration 

ax.set_facecolor('#f7f7f7') 

ax.set_title("Dumbell Chart: Pct Change - 2013 vs 2014", fontdict={'size':22}) 

ax.set(xlim=(0,.25), ylim=(-1, 27), ylabel='Mean GDP Per Capita') 

ax.set_xticks([.05, .1, .15, .20]) 

ax.set_xticklabels(['5%', '15%', '20%', '25%']) 

ax.set_xticklabels(['5%', '15%', '20%', '25%'])     

plt.show() 

最初にデータを読み込む部分です。 

df = 
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pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/health.csv") 

df.sort_values('pct_2014', inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

sort_values メソッドで pct_2014 列の値で並べ替え、reset_index メソッドで index をつけなおしてい

ます。以下は青色の横線を描画する関数です。最初の引数 p1 が始点、p2 が終点です。gca 関数で現在の軸を

取得し、Line2D オブジェクトを作成し追加しているだけです。 

def newline(p1, p2, color='black'): 

    ax = plt.gca() 

    l = mlines.Line2D([p1[0],p2[0]], [p1[1],p2[1]], color='skyblue') 

    ax.add_line(l) 

    return l 

vlines メソッドで縦棒を 5 本描画しています。scatter メソッドを使って始点と終点の丸を描画しています。それ

らの始点と終点を結ぶ線を描画するのが以下のコードです。 

for i, p1, p2 in zip(df['index'], df['pct_2013'], df['pct_2014']): 

    newline([p1, i], [p2, i]) 

これ以降はラベルやメモリ調整などの装飾用のコードとなります。 

演習 

以下のデータで Dumbbell Plot グラフを描画してください。 

df = pd.DataFrame( {'index':[0,1,2], 'name': ['A', 'B', 'C'],  

'before': [65, 60, 72], 'after': [83, 78, 94]}) 

 

2.3. 分布（Distribution） 

Histogram for Continuous Variable 

ヒストグラムはある変数の分布頻度を示すために使われます。連続値を分類して頻度別に表示してみましょう。

カテゴリ毎に色を変えて、発生頻度を示した図です。 
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データはいつもの燃費です。復習を兼ねて確認しておきましょう。横軸が燃費で、縦軸が頻度（その範囲に含

まれるデータの個数）です。車種別に色分けをしています。 

 

 

# Import Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Prepare data 

x_var = 'displ' 

groupby_var = 'class' 

df_agg = df.loc[:, [x_var, groupby_var]].groupby(groupby_var) 

vals = [df[x_var].values.tolist() for i, df in df_agg] 

 

# Draw 

plt.figure(figsize=(16,9), dpi= 80) 

colors = [plt.cm.Spectral(i/float(len(vals)-1)) for i in range(len(vals))] 

n, bins, patches = plt.hist(vals, 30, stacked=True, density=False, 

color=colors[:len(vals)]) 
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# Decoration 

plt.legend({group:col for group, col in zip(np.unique(df[groupby_var]).tolist(), 

colors[:len(vals)])}) 

plt.title(f"Stacked Histogram of ${x_var}$ colored by ${groupby_var}$", fontsize=22) 

plt.xlabel(x_var) 

plt.ylabel("Frequency") 

plt.ylim(0, 25) 

plt.xticks(ticks=bins[::3], labels=[round(b,1) for b in bins[::3]]) 

plt.show() 

今回使用するデータを抽出しているのが以下のコードです。 

df_agg = df.loc[:, [x_var, groupby_var]].groupby(groupby_var) 

x_var, groupby_var にはそれぞれ列名が格納されているので、上記は以下と同じです。つまり、燃費

(displ)と車種(class)をとりだし、車種でグループ分けしています。 

df_agg = df.loc[:, ['displ', 'class']].groupby('class') 

以下は 2 列を抽出した状態です。 

 

それをさらに車種でグループ分けして、変数 df_agg に格納しています。 

 

グループ分けした結果は DataFrameGroupBy オブジェクトとなります。このままでは見づらいので、groups

プロパティを使ってどのようなデータか確認してみましょう。 

 

車種の値がキーで、燃費のリストが値という辞書型のデータであることがわかります。“2seater”の場合を確
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認してみましょう。 

 

このようにしてグループ毎の燃費データを df_agg として取得しました。for 文を使うとキーがグループ名、

値が DataFrame として順番に取り出すことができます。 

 

以下の内法表記を使って、燃費のテーブルを作成しています。df_agg から順番に車種ごとの DataFrame を取

りだしてループ変数 df に格納しています。車種の名前はループ変数 i に格納されますが、ここでは利用してい

ません。df['displ'].values.tolist()と実行することでその車種の燃費の値をリストとして取得してい

ます。。 

vals = [df[x_var].values.tolist() for i, df in df_agg] 

すこし複雑な記述なので、以下のように順番に値を調べながら、段階を踏んで理解してゆくとよいでしょう。

以下のコードで df_agg のキー一覧を取得できます。 

 

df_agg から DataFrame を取り出し、その displ を表示すると以下のようになります。 

 

取得した displ の列の値を取得するには values プロパティを参照します。 

 
values プロパティをリスト形式に変換するには tolist メソッドを呼び出します。 
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ここまでがヒストグラムを描画するデータの準備です。結果として vals変数には以下のようなリストのリスト

というデータが格納されています。このデータを図にするといかのようになります。 

 

 

グラフで使用する色のリストを取得するのが以下のコードです。これもリスト内法表記を使っています。vals

の個数分（7 回）繰り返します。色の作成には Spectral クラスを使用しています。引数に値を指定すること

で色を生成することができます。 

 

 

ヒストグラムを描画するのは以下のコードです。 

n, bins, patches = plt.hist(vals, 30, 

 stacked=True, density=False, color=colors[:len(vals)]) 

vals が作成したデータ、二番目の引数の 30 は、最小～最大までの燃費の範囲を 30 個のレベルに分けるという

指示です。stacked は棒グラフを上に積み上げるか否か、density は出現頻度を発生確率にするか否か

（True にした場合全体が 1 に正規化される）となります。 

 

これ以降はメモリやラベルなどの装飾ですが、以下の行は少し複雑なので解説します。 

plt.legend({group:col for group, col 

 in zip(np.unique(df[groupby_var]).tolist(), colors[:len(vals)])}) 

複雑そうに見えますが、やっていることは以下と同じです。 
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複数のリストから zip を使ってデータを取り出し、それらをキーと値の辞書形式にしています。最初のリスト

は車種です。df から'class'列を取り出して、np.unique 関数で重複を取り除いています。後者のリストは

色です。 

 

これらの値から｛車種: 色｝の辞書のリストを作成し、legend 関数に渡して凡例を描画しています。 

 

後はタイトルや X 軸、Y 軸のラベルを描画しています。X 軸のメモリは以下の行で行っています。 

plt.xticks(ticks=bins[::3], labels=[round(b,1) for b in bins[::3]]) 

bins は hist 関数の戻り値で、どのような値に分類されているかを示すリストです。 

 

 

X 軸のメモリ、指定をしない場合は以下のようになります。 

 

以下のようにすべての棒の値を描画すると、数値が重なって読めなくなります。 

plt.xticks(ticks=bins) 

 

そこで label 引数を使って、小数点 1 桁にします。 

plt.xticks(ticks=bins, labels=[round(b,1) for b in bins]) 

 

これでもまだ見づらいので、すべての棒の値ではなく、スライスを使って 3 つおきに描画しています。スライ

スの指定は [開始:終了:ステップ] のように行います。 
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演習 

シリンダ数毎に色分けををして、燃費毎のヒストグラムを描画してください。 

 

 

Histogram for Categorical Variable 

分類した値の発生頻度をヒストグラムで表示してみましょう。その内訳を色別に描画します。 

 

前の例と同様に、車の燃費に関するデータを使用しています。横軸がメーカ、縦軸が個数です。その車種の内

訳を色別に表示しています。 

 

# Import Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 
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# Prepare data 

x_var = 'manufacturer' 

groupby_var = 'class' 

df_agg = df.loc[:, [x_var, groupby_var]].groupby(groupby_var) 

vals = [df[x_var].values.tolist() for i, df in df_agg] 

 

# Draw 

plt.figure(figsize=(16,9), dpi= 80) 

colors = [plt.cm.Spectral(i/float(len(vals)-1)) for i in range(len(vals))] 

n, bins, patches = plt.hist(vals, df[x_var].unique().__len__(), 

 stacked=True, density=False, color=colors[:len(vals)]) 

 

# Decoration 

plt.legend({group:col for group, col in zip(np.unique(df[groupby_var]).tolist(), 

colors[:len(vals)])}) 

plt.title(f"Stacked Histogram of ${x_var}$ colored by ${groupby_var}$", fontsize=22) 

plt.xlabel(x_var) 

plt.ylabel("Frequency") 

plt.ylim(0, 40) 

plt.xticks(ticks=bins, labels=np.unique(df[x_var]).tolist(), 

 rotation=90, horizontalalignment='left') 

plt.show() 

グラフの横軸が燃費 displ から manufacturer に変わっていますが、データの作成方法は前の例とほぼ同じ

です。 

 

グラフを描画するために、どのようなデータを作成しているか確認しておきましょう。DataFrame から

manufacturer(メーカー)とclass(車種)の列を取り出して、車種の値でグループ分けしています。df_aggを

確認すると、キーが車種、値がインデックスのリストとなっています。 

 

この df_agg をもとにして、以下の行で描画用データ vals を作成しています。 

vals = [df['manufacturer'].values.tolist() for i, df in df_agg] 

vals がどのようなデータを格納しているか直感的にわかりづらいかもしれません。そのような場合は、変数の

値を順番にみてゆくとよいでしょう。変数 i と df の内容を確認してみます。i は車種ですが、vals を求める
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ときには使用していません。df は DataFrame です。manufacturer 列と class 列を含んでいます。 

 

df['manufacturer'].values.tolist()は、まず DataFrameから manufacturer列を取り出し、その値

を valuesプロパティで取り出します。その値を tolistメソッドでリストに変換します。その結果 valsは以

下のようなリストのリストとなります。 

[['chevrolet', 'chevrolet', 'chevrolet', 'chevrolet', 'chevrolet'], 

 ['audi','audi','audi','audi','audi','audi','audi','audi','audi', 

'audi','audi','audi','audi','audi','audi','nissan','nissan','subaru','subaru'... 

ヒストグラムを描画しているのは以下のコードです。 

n, bins, patches = plt.hist(vals, df[x_var].unique().__len__(), 

 stacked=True, density=False, color=colors[:len(vals)]) 

hist 関数の最初の引数は 2 次元配列 vals です。次の引数は bins といって、範囲を何等分するか指定する数値

です。df[x_var].unique().__len__() は DataFrame から manufacturer を取り出し、unique()メソ

ッドで重複を取り除き、__len__メソッドでその個数を求めています。この値はすべての車種の数である 10 と

なります。その他の引数は前の例と同じです。 

 

それ以降はタイトルやラベル等の装飾に関するコードとなります。ほぼ前の例と同じです。 

X 軸のラベルを描画しているのが以下のコードです。 

plt.xticks(ticks=bins, labels=np.unique(df[x_var]).tolist(), 

 rotation=90, horizontalalignment='left') 

ラベルは labels=df[x_var].unique().tolist() と記述しても同じ結果になります。同じ結果を得るた

めいろいろな方法が提供されていることがわかります。 

演習 

横軸に 2seater, compact などの class をとり、manufacturer 毎に色分けされたヒストグラムを描画してください。 
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Density Plot 

連続値がどのように分布しているか示す時に使われるグラフです。 

 

使用しているデータは燃費データです。 

 

ソースコードは以下の通りです。 

# Import Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 
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# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

sns.kdeplot(df.loc[df['cyl'] == 4, "cty"], shade=True, color="g", label="Cyl=4", 

alpha=.7) 

sns.kdeplot(df.loc[df['cyl'] == 5, "cty"], shade=True, color="deeppink", 

label="Cyl=5", alpha=.7) 

sns.kdeplot(df.loc[df['cyl'] == 6, "cty"], shade=True, color="dodgerblue", 

label="Cyl=6", alpha=.7) 

sns.kdeplot(df.loc[df['cyl'] == 8, "cty"], shade=True, color="orange", label="Cyl=8", 

alpha=.7) 

 

# Decoration 

plt.title('Density Plot of City Mileage by n_Cylinders', fontsize=22) 

plt.legend() 

plt.show() 

グラフの描画は kdeplot 関数を使用します。 

sns.kdeplot(df.loc[df['cyl'] == 4, "cty"], 

 shade=True, color="g", label="Cyl=4", alpha=.7) 

DataFrame では locプロパティに条件を記述すると、その条件を満たす行を抽出することができます。シリン

ダ数 cyl が 4 のデータを抽出するには以下のように記述します。 

 

今回、描画したいのはこの中の cty 列です。以下のように記述すると、cyl が 4 の行の、cty 列を取り出すこ

とができます。 

 

このデータを kdeplot 関数に引き渡しています。その他の引数は色や透明度などの装飾です。 
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演習 

2seater, compact などの class 別に、市街地での走行距離を横軸とした Density Plot グラフを描画してください。 

 

Density Curves with Histogram 

ヒストグラムとそのカーブを 1 枚のグラフに重ね合わせています。 

 

データは前の例と同じ車の燃費です。 

# Import Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(13,10), dpi= 80) 
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sns.distplot(df.loc[df['class'] == 'compact', "cty"], 

 color="dodgerblue", label="Compact", 

 hist_kws={'alpha':.7}, kde_kws={'linewidth':3}) 

sns.distplot(df.loc[df['class'] == 'suv', "cty"], 

 color="orange", label="SUV", 

 hist_kws={'alpha':.7}, kde_kws={'linewidth':3}) 

sns.distplot(df.loc[df['class'] == 'minivan', "cty"], 

 color="g", label="minivan", 

 hist_kws={'alpha':.7}, kde_kws={'linewidth':3}) 

plt.ylim(0, 0.35) 

 

# Decoration 

plt.title('Density Plot of City Mileage by Vehicle Type', fontsize=22) 

plt.legend() 

plt.show() 

グラフの描画は distplot 関数で行います。 

sns.distplot(df.loc[df['class'] == 'compact', "cty"], 

 color="dodgerblue", label="Compact", 

 hist_kws={'alpha':.7}, kde_kws={'linewidth':3}) 

最初の引数で車種が compact の行だけを抽出し、その cty 列を取り出しています。あとは distplot 関数で

描画しているだけです。前の例とほとんど同じです。 

演習 

ford, nissan, toyota の市街地での燃費(cty)を Density Curve 付のヒストグラムで描画してください。 
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Joy Plot 

複数のグループの分布をわかりやすく提示できるグラフです。 

 

 

joypy モジュールをインストールする必要があることに注意してください。Jupyter notebook において!を最初

に付与してコマンドを実行します。 

 

 

あとは joyplot 関数を呼び出すだけです。横軸に提示する列を hwy, cty で選択し、分類を class によって行

っています。 

# !pip install joypy 

# Import Data 

mpg = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

fig, axes = joypy.joyplot(mpg, column=['hwy', 'cty'], 

 by="class", ylim='own', figsize=(14,10)) 
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# Decoration 

plt.title('Joy Plot of City and Highway Mileage by Class', fontsize=22) 

plt.show() 

演習 

メーカ別の高速道路での燃費を Joy Plot グラフで描画してください。 

 

Distributed Dot Plot 

このグラフを使うと、グループごとの分布の様子をプロットで描画できます。中央値は異なる色で描画できま

す。 

 

データは燃費に関するものです。 
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以下がソースコードです。オリジナルのコードでは白い丸を描画する scatter 関数でエラーがでたため修正しま

した。 

import matplotlib.patches as mpatches 

 

# Prepare Data 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

cyl_colors = {4:'tab:red', 5:'tab:green', 6:'tab:blue', 8:'tab:orange'} 

df_raw['cyl_color'] = df_raw.cyl.map(cyl_colors) 

 

# Mean and Median city mileage by make 

df = df_raw[['cty', 'manufacturer']] ¥ 

.groupby('manufacturer').apply(lambda x: x.mean()) 

df.sort_values('cty', ascending=False, inplace=True) 

df.reset_index(inplace=True) 

df_median = df_raw[['cty', 'manufacturer']].groupby('manufacturer').apply(lambda x: 

x.median()) 

 

# Draw horizontal lines 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), dpi= 80) 

ax.hlines(y=df.index, xmin=0, xmax=40, color='gray', alpha=0.5, linewidth=.5, 

linestyles='dashdot') 

 

# Draw the Dots 

for i, make in enumerate(df.manufacturer): 

    df_make = df_raw.loc[df_raw.manufacturer==make, :] 

    df_make_cty = df_make['cty'] 

    ax.scatter(y=np.repeat(i, df_make.shape[0]), x=df_make_cty, 

         s=75, edgecolors='gray', c='w', alpha=0.5) 

    ax.scatter(y=i, x='cty', 

         data=df_median.loc[df_median.index==make, :], 

         s=75, c='firebrick') 

 

# Annotate     

ax.text(33, 13, "$red ¥; dots ¥; are ¥; the ¥: median$", fontdict={'size':12}, 

color='firebrick') 

 

# Decorations 
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red_patch = plt.plot([],[], marker="o", ms=10, ls="", mec=None, color='firebrick', 

label="Median") 

plt.legend(handles=red_patch) 

ax.set_title('Distribution of City Mileage by Make', fontdict={'size':22}) 

ax.set_xlabel('Miles Per Gallon (City)', alpha=0.7) 

ax.set_yticks(df.index) 

ax.set_yticklabels(df.manufacturer.str.title(), fontdict={'horizontalalignment': 

'right'}, alpha=0.7) 

ax.set_xlim(1, 40) 

plt.xticks(alpha=0.7) 

plt.gca().spines["top"].set_visible(False)     

plt.gca().spines["bottom"].set_visible(False)     

plt.gca().spines["right"].set_visible(False)     

plt.gca().spines["left"].set_visible(False)    

plt.grid(axis='both', alpha=.4, linewidth=.1) 

plt.show() 

cyl_colors 変数を使ってシリンダ数に応じて色を変える形跡が見られますが実際には使用されていません。 

 

メーカ毎の市街地燃費平均値を算出しているのが以下の行です。 

df = df_raw[['cty', 'manufacturer']] ¥ 

.groupby('manufacturer').apply(lambda x: x.mean()) 

まず、元の DataFrame から cty 列と manufacturer 列を取り出します。 

 

そのデータを groupby メソッドを使って、manufacturer の値でグループ化します。 

 

groupby プロパティの戻り値は DataFrameGroupBy オブジェクトです。その groups プロパティを見ると、
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メーカ名をキー、市街地での燃費のリストが値となる辞書型データであることがわかります。 

 

オブジェクトに apply メソッドを適用すると、そのグループの値を処理することができます。今回は mean メ

ソッドを使って平均値を求めています。ここまでの処理で、メーカ別市街地平均燃費が求められます。 

 

 

このデータは cty の値でソートして、インデックスを振りなおしています。 

 

 

以下の行で中央値の丸を描画するための DataFrame を作成しています。処理手順は平均 mean を求めた時と同

じです。 

 

ちなみに、平均値とはすべての数値の合計を個数で割った値、中央値は順番にならべたときに中央に位置する

値です。 

 

以下のコードで図を作成して、水平の点線を描画しています。 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(16,10), dpi= 80) 

ax.hlines(y=df.index, xmin=0, xmax=40, color='gray', 

          alpha=0.5, linewidth=.5, linestyles='dashdot') 

以下のコードで白い点（すべてのサンプル）と赤い点（中央値）を描画しています。 
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for i, make in enumerate(df.manufacturer): 

    df_make = df_raw.loc[df_raw.manufacturer==make, :] 

    df_make_cty = df_make['cty'] 

    ax.scatter(y=np.repeat(i, df_make.shape[0]), x=df_make_cty, 

         s=75, edgecolors='gray', c='w', alpha=0.5) 

    ax.scatter(y=i, x='cty', 

         data=df_median.loc[df_median.index==make, :], 

         s=75, c='firebrick') 

df.manufacturerでメーカを取り出します。enumerate関数を使って、インデックスとメーカ名を順番に取

り出しています。df_make は取り出したメーカ名と一致する行を含むデータフレームです。df_make_cty は

そのデータフレームの cty 列を抽出したものです。 

これで準備が整ったので scatter 関数で散布図を描画します。散布図は座標をプロットするグラフなので、y

引数と x 引数の個数を一致させる必要があります。最初の scatter で指定されたメーカのサンプル（複数）

を、2 番目の scatter で中央値（1 個）を描画します。 

 

最初の scatter 関数を見てみましょう。引数 y の値、np.repeat(i, df_make.shape[0]) はインデック

ス i を個数分繰り返したリストです。[i] * df_make.shape[0] でも、[i]*len(df_make) でも同じ結

果が得られます。引数 x は cty 列です。 

2 番目の scatter 関数では、1 回の呼び出しで 1 つの点を描画するだけなので、x も y も単なる数値となりま

す。引数 y にはインデックスを、引数 data で DataFrame を指定し、その列名を cty と指定しています。

DataFrame を抽出するときに、df_median データフレームの loc プロパティを使用しています。ループ変数

make には audi, chevolet, dodge などのメーカ名が割り当てられます。df_median の index の値は以下の

ようにメーカです。 

 

メーカ名が一致する行を df_median.index==make という式を使って抽出しています。 

 

scatter 関数以降はラベルや X,Y 軸のメモリ等の装飾に関するコードとなります。 

 

演習 

車の種類別の市街地での燃費を Distributed Dot Plot グラフで描画してください。 
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Box Plot 

中央値、25%、27%といった範囲を可視化するのに適したグラフです。ただしグループに含まれるサンプルの

個数に関して、誤解を与える可能性があることに注意してください。例えば、左から 2 つの箱は同じサイズで

すが、含まれるサンプル数は 5 と 47 と大きく異なります。よって、グループに含まれるサンプル数を描画する

ことで、このような課題を軽減させています。 

 

 

データはいつもの燃費です。 

 

# Import Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 
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# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(13,10), dpi= 80) 

sns.boxplot(x='class', y='hwy', data=df, notch=False) 

 

# Add N Obs inside boxplot (optional) 

def add_n_obs(df,group_col,y): 

    medians_dict = {grp[0]:grp[1][y].median() ¥ 

            for grp in df.groupby(group_col)} 

    xticklabels = [x.get_text() for x in plt.gca().get_xticklabels()] 

    n_obs = df.groupby(group_col)[y].size().values 

    for (x, xticklabel), n_ob in zip(enumerate(xticklabels), n_obs): 

        plt.text(x, medians_dict[xticklabel]*1.01, 

             "#obs : "+str(n_ob), horizontalalignment='center', 

             fontdict={'size':14}, color='white') 

 

add_n_obs(df,group_col='class',y='hwy')     

 

# Decoration 

plt.title('Box Plot of Highway Mileage by Vehicle Class', fontsize=22) 

plt.ylim(10, 40) 

plt.show() 

グラフの描画は以下の 1 行で行っています。 

sns.boxplot(x='class', y='hwy', data=df, notch=False) 

add_n_obs 関数で箱の中に数値を描画しています。引数は DataFrame オブジェクト、グループ分けの列名、縦

軸の値です。関数の中を順番に見てゆきましょう。まずは、辞書の内法表記を使って、キーが車種、値が中央

値の辞書を作成しています。 

    medians_dict = {grp[0]:grp[1][y].median() ¥ 

            for grp in df.groupby(group_col)} 

すこし詳しくみてゆきましょう。辞書の内法表記は以下の形式で記述します。 

{キー:値 for 変数 in 集合} 

今回集合で指定しているのは DataFrame のグループです。DataFrame を groupby でグループ分けし、for

文で順次とりだすと、最初の変数 grp[0]がグループ名、次の変数 grp[1]が DataFrame となります。その

DataFrame から hwy 列を取り出し、median メソッドで中央値を求めています。 
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以下はＸ軸のラベルを取得してリストにしています。 

xticklabels = [x.get_text() for x in plt.gca().get_xticklabels()] 

xticklabels の 値 は ['compact', 'midsize', 'suv', '2seater', 'minivan', 'pickup', 

'subcompact']となります。 

 

以下の行 

n_obs = df.groupby(group_col)[y].size().values 

は以下と同じです。 

 

DataFrame を class 列でグループ分けし、その’hwy’列を取り出し、その列に含まれる個数を size メソッド

で取得しています。グループに含まれるサンプルの個数がリストとして取得されていることがわかります。 

 

箱の中に数値を描画しているのが以下のコードです。 

    for (x, xticklabel), n_ob in zip(enumerate(xticklabels), n_obs): 

        plt.text(x, medians_dict[xticklabel]*1.01, 

             "#obs : "+str(n_ob), horizontalalignment='center', 

             fontdict={'size':14}, color='white') 

for 文のループ変数 x にはインデックス、xticklabel には X 軸のラベル、n_ob に個数が格納されます。

text 関数で文字列を描画しています。X 軸には x の値を指定しています。Y 軸の値を指定するための

medians_dict は以下のような値を保持しています。 

{'2seater': 25.0, 'compact': 27.0, 'midsize': 27.0, 'minivan': 23.0, 'pickup': 17.0, 

'subcompact': 26.0, 'suv': 17.5} 

ラベルをキーとして中央値の値を取得し、その値を 1.01 倍した場所を Y 軸の値としています。 

演習 

iris データで Box Plot グラフを描画してください。データフレームは以下のように構築します。 
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import pandas as pd 

from sklearn import datasets 

iris = datasets.load_iris() 

df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names) 

df["target"] = iris.target 

 

Dot + Box Plot 

前の例と同様な Box プロットですが、サンプルを点として描画することで、どのくらいのサンプルが含まれる

かを視覚的に表現しています。 
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# Import Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(13,10), dpi= 80) 

sns.boxplot(x='class', y='hwy', data=df, hue='cyl') 

sns.stripplot(x='class', y='hwy', data=df, color='black', size=3, jitter=1) 

 

for i in range(len(df['class'].unique())-1): 

    plt.vlines(i+.5, 10, 45, linestyles='solid', colors='gray', alpha=0.2) 

 

# Decoration 

plt.title('Box Plot of Highway Mileage by Vehicle Class', fontsize=22) 

plt.legend(title='Cylinders') 

plt.show() 

主となる Box Plot を描画しているのは以下の boxplot 関数です。X 軸、Ｙ軸の列名、データを指定するだけで

す。 

sns.boxplot(x='class', y='hwy', data=df, hue='cyl') 

サンプルの散らばり具合を描画するのは以下の stripplot 関数です。同じ値の座標が重ならないよう、jitter 引数

を使って多少ばらつくようにしています。 

sns.stripplot(x='class', y='hwy', data=df, color='black', size=3, jitter=1) 

以下のコードで縦の点線を描画しています。 

for i in range(len(df['class'].unique())-1): 

    plt.vlines(i+.5, 10, 45, linestyles='solid', colors='gray', alpha=0.2) 

演習 

iris データで Dot + Box Plot グラフを描画してください。前と同じデータを利用します。 
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Violin Plot 

Box plot と似たような用途で使われますが、含まれるサンプル数によってバイオリンの形状が変化します。この

グラフは読み方が難しいのであまり使われることはありません。 

 

 

ソースコードは以下の通りです。肝となるのは以下の violinplot 関数だけです。x 軸と y 軸の列名、データを引

数で指定するだけです。 

# Import Data 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Draw Plot 
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plt.figure(figsize=(13,10), dpi= 80) 

sns.violinplot(x='class', y='hwy', data=df, scale='width', inner='quartile') 

 

# Decoration 

plt.title('Violin Plot of Highway Mileage by Vehicle Class', fontsize=22) 

plt.show() 

演習 

iris データを使って Violin Plot グラフを描画してください。 

  

Population Pyramid 

グループの分布を順番に表示するときに使われます。また、段階的に抽出を行う時に、それぞれのステージで

どの程度サンプルがあるかを示す時にも使用されます。 
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ブラウズしてから購入するまで、それぞれの段階を何人が残ったのかという情報を男女別に表示しています。

データを確認しておきましょう。Stage、Gender(性別)、Users（ユーザ数）の 3 列からなる表です。 

 

 

ソースコードは以下の通りです。 

# Read data 

df = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/email_campai

gn_funnel.csv") 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(13,10), dpi= 80) 

group_col = 'Gender' 

order_of_bars = df.Stage.unique()[::-1] 

colors = [plt.cm.Spectral(i/float(len(df[group_col].unique())-1)) for i in 

range(len(df[group_col].unique()))] 

 

for c, group in zip(colors, df[group_col].unique()): 

    sns.barplot(x='Users', y='Stage', data=df.loc[df[group_col]==group, :], 

order=order_of_bars, color=c, label=group) 

 

# Decorations     

plt.xlabel("$Users$") 

plt.ylabel("Stage of Purchase") 

plt.yticks(fontsize=12) 

plt.title("Population Pyramid of the Marketing Funnel", fontsize=22) 

plt.legend() 

plt.show() 

まず、DataFrame から Stage 列を取り出し、unique メソッドで重複を取り除き、[::-1]というスライスで

順番を逆にしています。order_of_bars の内容は以下のようになります。 
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colors は色の配列です。リスト内法表記の中で plt.cm.Spectral というカラーマップを使って色を作成し

ています。今回は Male と Female の 2 種類しかありません。単に、colors = ['red', 'blue']のように書

いても描画できます。 

 

以下の barplot 関数を使ってグラフを描画しています。 

for c, group in zip(colors, df[group_col].unique()): 

    sns.barplot(x='Users', y='Stage', 

                  data=df.loc[df[group_col]==group, :],  

                  order=order_of_bars, color=c, label=group) 

for 文のループ変数 c には色が、group には性別の文字列が格納されます。色は異なりますが、以下のように for

文を書き換えても同じ動きになります。 

for c, group in zip(['red', 'blue'], ['Male', 'Female']): 

Y 軸がユーザ数、Y 軸が Stage です。DataFrame の loc プロパティを使って、Gender が Male の時、Female の

データを取り出し引数 data に指定しています。描画する順番は引数 order で指定しています。 

 

残りのコードはラベル等の装飾です。 

演習 

同じデータを上下逆になるように描画してください。 

 

Categorical Plots 
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データは有名なタイタニック号の乗客リストの記録です。年齢、性別、事故当時どこにいたか、乗船地、生存

したか否かなどの情報がまとめられています。機械学習でよく使われるデータの一つです。 

 

グラフを描画するコードは以下の通りです。 

# Load Dataset 

titanic = sns.load_dataset("titanic") 

 

# Plot 

g = sns.catplot("alive", col="deck", col_wrap=4, 

                data=titanic, 

                kind="count", height=3.5, aspect=.8,  

                palette='tab20') 

 

fig.suptitle('sf') 

plt.show() 

描画に使っているのは catplot 関数のみです。col_wrap は 1 行に描画するグラフの個数の指定です。4 だと折り
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返しがあってわかりづらいので値を 8 にするとグラフは以下のようになります。それぞれのデッキで、生存者、

死者数がどの程度あったかが棒グラフで表示されます。 

 

catplot 関 数 で は 、 主 と な る 値 は alive 列 で 、 カ ラ ム は deck で 指 定 し て い ま す 。 data 引 数 で は

titanic[titanic.deck.notnull()]と指定しています。[]の中が見慣れないかもしれません。これは値が null のデー

タを削除する指定です。変数 titanic は DataFrame 型です。列のデータを列名のプロパティで取り出すことがで

きます。その notnull メソッドを呼び出すと、値あれば True, そうでなければ False が返ってきます。 

 

この値が True の行だけを抽出しています。 

演習 

車の燃費データを使ってシリンダ数をカラムに指定して、車のタイプを Categorical Plots グラフに描画してくだ

さい。 

 

2.4. 構成（Composition） 

Waffle Chart 

pywaffle モジュールを使用して描画されます。pywaffle モジュールは以下の URL に詳しい説明があります。 

https://github.com/gyli/PyWaffle 

このグラフは全体像のなかにおける構成要素を表示する用途に使用されます。 
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#! pip install pywaffle 

# Reference: https://stackoverflow.com/questions/41400136/how-to-do-waffle-charts-

in-python-square-piechart 

from pywaffle import Waffle 

 

# Import 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Prepare Data 

df = df_raw.groupby('class').size().reset_index(name='counts') 

n_categories = df.shape[0] 

colors = [plt.cm.inferno_r(i/float(n_categories)) for i in range(n_categories)] 

 

# Draw Plot and Decorate 

fig = plt.figure( 

  FigureClass=Waffle, 

  plots={ 

    '111': { 

      'values': df['counts'], 

      'labels': ["{0} ({1})".format(n[0], n[1]) for n in df[['class', 

'counts']].itertuples()], 

      'legend': {'loc': 'upper left', 'bbox_to_anchor': (1.05, 1), 'fontsize': 12}, 

      'title': {'label': '# Vehicles by Class', 'loc': 'center', 'fontsize':18} 

        }, 

    }, 

  rows=7, 

  colors=colors, 

  figsize=(16, 9) 

) 

最初に pywaffle モジュールをインストールします。 
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データの描画に使用する DataFrame は class でグループ分けをし、そのグループの個数を size メソッドで

求め、reset_index メソッドで index を付与しています。 

df = df_raw.groupby('class').size().reset_index(name='counts') 

 

 

グラフは figure 関数で描画します。その際に FigureClass=Waffle と指定することで Waffle Chart となり

ます。描画に必要なデータは plots 引数に指定します。キーの 3 桁の数字は“行番号、列の数、列の番号”とい

う意味になります。1 つのグラフを描画するだけであれば”111”と指定します。 

 

例えば、“121”, “122”と 2 つのデータを指定すれば以下のように横並びとなります。 

 

“111”, “211”と 2 つのデータを指定すれば以下のように縦並びとなります。 

 

値には以下のプロパティを指定しています。 

・values ＝ 値 

・labels ＝ ラベル 

・legends ＝ 凡例 

・title = タイトル 
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一番重要なのは values プロパティです。df['counts']という値を指定しています。それぞれのグループの

個数を保持する Series オブジェクトです。 

 

labels の値は以下のようにリスト内法表記を使っています。 

["{0} ({1})".format(n[0], n[1]) 

   for n in df[['class', 'counts']].itertuples()] 

DataFrame から class 列と counts 列を取り出し、itertuples メソッドを使って、名前付きタプルという

形式で値を取り出しています。 

 

演習 

製造メーカ毎の Waffle Chart を描画してください。 

 

 

Pie Chart 

円グラフです。占める面積が直感的にわかりづらいこともあるため、利用する場合は、占める比率を数字で記

述することをお勧めします。 
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データは車の燃費です。 

# Import 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Prepare Data 

df = df_raw.groupby('class').size() 

 

# Make the plot with pandas 

df.plot(kind='pie', subplots=True, figsize=(8, 8)) 

plt.title("Pie Chart of Vehicle Class - Bad") 

plt.ylabel("") 

plt.show() 
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DataFrame の groupby メソッドを使い車種ごとに分類し、size メソッドで個数を求めています。描画は

DataFrame の plot メソッドを使っています。オリジナルのコードでは dpi 引数が指定されていましたが、現

行バージョンではエラーがでたので削除してあります。 

 

kind 引数で図の種類を指定します。pie が円グラフですが、他にも以下のような値が用意されています。 

・‘line’ : line plot (default) 

・‘bar’ : vertical bar plot 

・‘barh’ : horizontal bar plot 

・‘hist’ : histogram 

・‘box’ : boxplot 

・‘kde’ : Kernel Density Estimation plot 

・‘density’ : same as ‘kde’ 

・‘area’ : area plot 

・‘pie’ : pie plot 

・‘scatter’ : scatter plot 

・‘hexbin’ : hexbin plot 

DataFrame のメソッドを呼ぶだけなので簡単ですが、占める比率などを描画するには不十分です。 

 

別の例をみてみましょう。占める比率を数値として描画しています。 

 

 

# Import 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 
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# Prepare Data 

df = df_raw.groupby('class').size().reset_index(name='counts') 

 

# Draw Plot 

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7),¥ 

 subplot_kw=dict(aspect="equal"), dpi= 80) 

 

data = df['counts'] 

categories = df['class'] 

explode = [0,0,0,0,0,0.1,0] 

 

def func(pct, allvals): 

    absolute = int(pct/100.*np.sum(allvals)) 

    return "{:.1f}% ({:d} )".format(pct, absolute) 

 

wedges, texts, autotexts = ax.pie(data,  

                                  autopct=lambda pct: func(pct, data), 

                                  textprops=dict(color="w"),  

                                  colors=plt.cm.Dark2.colors, 

                                 startangle=140, 

                                 explode=explode) 

 

# Decoration 

ax.legend(wedges, categories, title="Vehicle Class", loc="center left", 

bbox_to_anchor=(1, 0, 0.5, 1)) 

plt.setp(autotexts, size=10, weight=700) 

ax.set_title("Class of Vehicles: Pie Chart") 

plt.show() 

描画に使用するデータは以下のように準備します。まず class で分類し、size メソッドで個数を求め、

reset_index メソッドでインデックスを付与します。 

df = df_raw.groupby('class').size().reset_index(name='counts') 

このように求めたdfからcounts列とclass列を取り出して、変数dataとcategoriesに格納しています。 
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func は全体の値 allvals とパーセント pct から、サンプル数 absolute を計算し、ラベル用文字列を返す関

数です。 

def func(pct, allvals): 

    absolute = int(pct/100.*np.sum(allvals)) 

    return "{:.1f}% ({:d} )".format(pct, absolute) 

円グラフを描画しているのは以下の pie 関数です。 

wedges, texts, autotexts = ax.pie(data,  

                                  autopct=lambda pct: func(pct, data), 

                                  textprops=dict(color="w"),  

                                  colors=plt.cm.Dark2.colors, 

                                 startangle=140, 

                                 explode=explode) 

最初の引数がデータです。autopct にはラベル用の文字列を作成する関数 func を指定します。explode は円グラ

フで扇型を中心からどの程度離して描画するかを指定するリストです。 

演習 

メーカ別の占める比率を円グラフで描画してください。その際占める比率を図中に数値を描画してください。 

 

Treemap 

このグラフも円グラフと同じように比率を描画するものですが、各グループの割合がわかりやすいのが特徴で

す。 
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squarify モジュールをインストールしてください。データはいつもの燃費です。 

 

 

ソースコードは以下の通りです。 

# pip install squarify 

import squarify  

 

# Import Data 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Prepare Data 

df = df_raw.groupby('class').size().reset_index(name='counts') 

labels = df.apply(lambda x: str(x[0]) + "¥n (" + str(x[1]) + ")", axis=1) 

sizes = df['counts'].values.tolist() 

colors = [plt.cm.Spectral(i/float(len(labels))) for i in range(len(labels))] 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(12,8), dpi= 80) 
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squarify.plot(sizes=sizes, label=labels, color=colors, alpha=.8) 

 

# Decorate 

plt.title('Treemap of Vechile Class') 

plt.axis('off') 

plt.show() 

以下の行でデータ使用の準備を行っています。前の例と同じです。 

df = df_raw.groupby('class').size().reset_index(name='counts') 

df は以下のようになります。 

 

 

この DataFrame は apply メソッドを使って各列に関数を適用することができます。これをつかって、それぞ

れの領域で描画するラベルを作成しています。x[0]が 0 列目で class の値、x[1]が 1 列目で counts の値と

なります。 

 

sizes は counts 列の値をリストにしたもの、colors は labels の個数を使って Spectral カラーマップを

使って作成しています。 

sizes = df['counts'].values.tolist() 

colors = [plt.cm.Spectral(i/float(len(labels))) 

 for i in range(len(labels))] 

グラフの描画は以下の 1 行です。ここまで求めた変数を引数で指定しています。 

squarify.plot(sizes=sizes, label=labels, color=colors, alpha=.8) 

演習 

Titanic 号の乗船者数をデッキ別に Treemap で表示してください。 
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Bar Chart 

数値を棒の長さで可視化する昔からある手法です。 

 

いつもの燃費データです。 

import random 

 

# Import Data 

df_raw = 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv") 

 

# Prepare Data 

df = df_raw.groupby('manufacturer').size().reset_index(name='counts') 

n = df['manufacturer'].unique().__len__()+1 

all_colors = list(plt.cm.colors.cnames.keys()) 

random.seed(100) 
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c = random.choices(all_colors, k=n) 

 

# Plot Bars 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

plt.bar(df['manufacturer'], df['counts'], color=c, width=.5) 

for i, val in enumerate(df['counts'].values): 

    plt.text(i, val, float(val), horizontalalignment='center', 

verticalalignment='bottom', fontdict={'fontweight':500, 'size':12}) 

 

# Decoration 

plt.gca().set_xticklabels(df['manufacturer'], rotation=60, horizontalalignment= 

'right') 

plt.title("Number of Vehicles by Manaufacturers", fontsize=22) 

plt.ylabel('# Vehicles') 

plt.ylim(0, 45) 

plt.show() 

以下の部分は、ランダムな色の配列を生成しているだけです。 

df = df_raw.groupby('manufacturer').size().reset_index(name='counts') 

n = df['manufacturer'].unique().__len__()+1 

all_colors = list(plt.cm.colors.cnames.keys()) 

random.seed(100) 

c = random.choices(all_colors, k=n) 

plt.cm.colors.cnames.keys()で、色名の名前を取得し、リストに変換し、変数 all_colors に格納して

います。あとは、random モジュールの choices 関数を使って、all_colors から 16 個の色を選択していま

す。 

 

グラフの描画は bar 関数で行っています。横軸が'manufacturer'、縦軸が'counts'です。 

plt.bar(df['manufacturer'], df['counts'], color=c, width=.5) 

演習 

Titanic 乗客数をデッキ毎に棒グラフで描画してください。 
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2.5. 変化（Change） 

Time Series Plot 

時間によって値がどのように変化するか示す時に使うグラフです。1949 年から 1969 年にかけて旅客機利用者

数がどのように変化したか、その推移を示したグラフです。 

 

データは旅客数の推移です。 
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ソースコードは以下の通りです。 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/AirPassengers.csv') 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

plt.plot('date', 'value', data=df, color='tab:red') 

 

# Decoration 

plt.ylim(50, 750) 

xtick_location = df.index.tolist()[::12] 

xtick_labels = [x[:4] for x in df.date.tolist()[::12]] 

plt.xticks(ticks=xtick_location, labels=xtick_labels, rotation=0, fontsize=12, 

horizontalalignment='center', alpha=.7) 

plt.yticks(fontsize=12, alpha=.7) 

plt.title("Air Passengers Traffic (1949 - 1969)", fontsize=22) 

plt.grid(axis='both', alpha=.3) 

 

# Remove borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(0.0)     

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(0.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(0.0)     

plt.gca().spines["left"].set_alpha(0.3)    

plt.show() 

グラフの描画は以下の 1 行です。列名が変更されていたので、列名を更新しました。 

plt.plot('date', 'value', data=df, color='tab:red') 

横軸のラベルを描画しているのが以下の箇所です。すべての年月を描画すると見づらいので 12 個おきに座標を

設定しています。また文字列の月日の部分を削除するため x[:4]と先頭の 4 文字のみ取り出しています。 

xtick_location = df.index.tolist()[::12] 

xtick_labels = [x[:4] for x in df.date.tolist()[::12]] 

演習 

男性の死亡率(mdeaths)の遷移を Time Series Plot で描画してください。データは以下の URL から取得します。

X 軸の年ラベルが重ならないように描画してください。 
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df = pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mortality.csv') 

 

Time Series with Peaks and Troughs Annotated 

山と谷の部分にラベルを付与したグラフです。 

 

 

データは前のサンプルと同じ旅客推移です。ソースコードは以下の通りです。 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/AirPassengers.csv') 

 

# Get the Peaks and Troughs 

data = df['value'].values 

doublediff = np.diff(np.sign(np.diff(data))) 
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peak_locations = np.where(doublediff == -2)[0] + 1 

 

doublediff2 = np.diff(np.sign(np.diff(-1*data))) 

trough_locations = np.where(doublediff2 == -2)[0] + 1 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

plt.plot('date', 'value', data=df, 

     color='tab:blue', label='Air Traffic') 

plt.scatter(df.date[peak_locations], df.value[peak_locations], 

     marker=mpl.markers.CARETUPBASE, 

     color='tab:green', s=100, label='Peaks') 

plt.scatter(df.date[trough_locations], df.value[trough_locations], 

     marker=mpl.markers.CARETDOWNBASE, 

     color='tab:red', s=100, label='Troughs') 

 

# Annotate 

for t, p in zip(trough_locations[1::5], peak_locations[::3]): 

    plt.text(df.date[p], df.value[p]+15, df.date[p], 

         horizontalalignment='center', color='darkgreen') 

    plt.text(df.date[t], df.value[t]-35, df.date[t], 

         horizontalalignment='center', color='darkred') 

 

# Decoration 

plt.ylim(50,750) 

xtick_location = df.index.tolist()[::6] 

xtick_labels = df.date.tolist()[::6] 

plt.xticks(ticks=xtick_location, labels=xtick_labels, 

     rotation=90, fontsize=12, alpha=.7) 

plt.title("Peak and Troughs of Air Passengers Traffic (1949 - 1969)", fontsize=22) 

plt.yticks(fontsize=12, alpha=.7) 

 

# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(.0) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(.0) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3) 
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plt.legend(loc='upper left') 

plt.grid(axis='y', alpha=.3) 

plt.show() 

ピークの求め方は少し詳しく見てみましょう。df['value'].values で value 列を取り出しています。その

データの最初の 10 個は以下のようになっていました。 

 

np.diff 関数を使って値の変化分がどの程度か調べてみます。112→118 は 6 増、118→132 は 14 増、132→

129 は 3 減…という具合です。 

 

次に、np.sign 関数を使って変化が正 1 か負-1 を調べます。 

 

さらに np.diff 関数を使って差分を求めます。 

 

-2 なら正→負、つまりピークの箇所になります。ここまでの様子を整理すると以下のようになります。 

 

この性質を利用して、-2 の変化があった場所だけを抽出しているのが以下のコードです。 

peak_locations = np.where(doublediff == -2)[0] + 1 

値をみると以下のようにピークになっている個所のインデックスが抽出できていることがわかります。 
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底の部分も同じように求めます。 

trough_locations = np.where(doublediff2 == -2)[0] + 1 

グラフの描画は以下の行で行います。 

plt.plot('date', 'value', data=df, 

     color='tab:blue', label='Air Traffic') 

ピークの△は以下の行で描画しています。 

plt.scatter(df.date[peak_locations], df.value[peak_locations], 

     marker=mpl.markers.CARETUPBASE, 

     color='tab:green', s=100, label='Peaks') 

DataFrame の date 列が X 軸、value 列が Y 軸です。それらの座標から peak_locations の場所だけ取り出

してプロットしています。△は marker に mpl.markers.CARETUPBASE を指定することで描画しています。

▽も同じ処理です。 

 

ピークと谷の文字を描画しているのが以下の箇所です。すべての場所に描画すると多すぎるので、谷は 5 つお

き、ピークは 3 つおきとスライスで指定し、それらを zip 関数に渡しています。ループ変数 t が谷、p がピー

クです。 

for t, p in zip(trough_locations[1::5], peak_locations[::3]): 

    plt.text(df.date[p], df.value[p]+15, df.date[p], 

         horizontalalignment='center', color='darkgreen') 

    plt.text(df.date[t], df.value[t]-35, df.date[t], 

         horizontalalignment='center', color='darkred') 

text 関数は最初の引数がＸ軸、次がＹ軸、次が描画する文字です。ピーク時は＋15 で少し上に、谷は-15 で

少し下に場所をずらして描画しています。 

 

以下はＸ軸のラベルを描画するコードです。スライスを使って 6 つおきに年月日を描画しています。 

xtick_location = df.index.tolist()[::6] 

xtick_labels = df.date.tolist()[::6] 

plt.xticks(ticks=xtick_location, labels=xtick_labels, rotation=90, fontsize=12, 

alpha=.7) 

演習 

前の例と同じ男性の死亡率のグラフでピークの箇所に数値を描画してください。 
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Autocorrelation (ACF) and Partial Autocorrelation (PACF) Plot 

ACF は時系列データの自己相関を求めるグラフです。過去の値が現在の値にどの程度影響をしているかその関

係性を求めるときに使います。PACF は偏自己相関グラフです。 

 

データは旅客数の遷移です。ソースコードは以下の通りです。 

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf 

 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/AirPassengers.csv') 

 

# Draw Plot 

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2,figsize=(16,6), dpi= 80) 

plot_acf(df.value.tolist(), ax=ax1, lags=50) 

plot_pacf(df.value.tolist(), ax=ax2, lags=20) 
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# Decorate 

# lighten the borders 

ax1.spines["top"].set_alpha(.3); ax2.spines["top"].set_alpha(.3) 

ax1.spines["bottom"].set_alpha(.3); ax2.spines["bottom"].set_alpha(.3) 

ax1.spines["right"].set_alpha(.3); ax2.spines["right"].set_alpha(.3) 

ax1.spines["left"].set_alpha(.3); ax2.spines["left"].set_alpha(.3) 

 

# font size of tick labels 

ax1.tick_params(axis='both', labelsize=12) 

ax2.tick_params(axis='both', labelsize=12) 

plt.show() 

グラフの描画は以下の関数で行っています。 

plot_acf(df.traffic.tolist(), ax=ax1, lags=50) 

plot_pacf(df.traffic.tolist(), ax=ax2, lags=20) 

演習 

Yahoo の株価情報を以下の URL から取得し、終値のグラフを描画してください。 

https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/yahoo.csv 

 

Cross Correlation plot 

相互相関関数のグラフです。2 つの配列の類似性を確認するために使われます。 
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データは 1974 年から 1979 年までのイギリスにおける肺病による男女の死亡者数です。 

 

 

import statsmodels.tsa.stattools as stattools 

 

# Import Data 

df = pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mortality.csv') 

x = df['mdeaths'] 

y = df['fdeaths'] 

 

# Compute Cross Correlations 

ccs = stattools.ccf(x, y)[:100] 

nlags = len(ccs) 

 

# Compute the Significance level 

# ref: https://stats.stackexchange.com/questions/3115/cross-correlation-

significance-in-r/3128#3128 
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conf_level = 2 / np.sqrt(nlags) 

 

# Draw Plot 

plt.figure(figsize=(12,7), dpi= 80) 

 

plt.hlines(0, xmin=0, xmax=100, color='gray')  # 0 axis 

plt.hlines(conf_level, xmin=0, xmax=100, color='gray') 

plt.hlines(-conf_level, xmin=0, xmax=100, color='gray') 

 

plt.bar(x=np.arange(len(ccs)), height=ccs, width=.3) 

 

# Decoration 

plt.title('$Cross¥; Correlation¥; Plot:¥; mdeaths¥; vs¥; fdeaths$', fontsize=22) 

plt.xlim(0,len(ccs)) 

plt.show() 

データフレームを作成してから mdeaths 列を変数 x に、fdeaths 列を変数 y に取り出しています。以下の式

を使って、相互相関を求めています。[:100]というスライスで先頭から 100 個のデータを取得していますが、

元データの数が 72 なので変数 nlags は 72 となります。 

ccs = stattools.ccf(x, y)[:100] 

nlags = len(ccs) 

以下の行は有意水準を計算しているコードです。 

conf_level = 2 / np.sqrt(nlags) 

グラフの描画は以下の 1 行です。 

plt.bar(x=np.arange(len(ccs)), height=ccs, width=.3) 

演習 

以下の米国経済指標のデータから失業率と失業者数の相互相関関数のグラフを描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/economics.csv 
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Time Series Decomposition Plot 

時系列をトレンド、季節性、残差という成分に分解して描画するグラフです。全体的な傾向をトレンドといい

ます。乗客数が増減を繰り返しながらも増えている様子がわかります。周期的に繰り返す変動を季節性、トレ

ンドと季節性を取り除いた残りを残差と呼びます。 

 

 

データは旅客数の推移です。 
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from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose 

from dateutil.parser import parse 

 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/AirPassengers.csv') 

dates = pd.DatetimeIndex([parse(d).strftime('%Y-%m-01') for d in df['date']]) 

df.set_index(dates, inplace=True) 

 

# Decompose  

result = seasonal_decompose(df['traffic'], model='multiplicative') 

 

# Plot 

plt.rcParams.update({'figure.figsize': (10,10)}) 

result.plot().suptitle('Time Series Decomposition of Air Passengers') 

plt.show() 

元の DataFrame は日付 date と旅客数 value の 2 列です。 

 

このままだと日付の時間情報として取得できないので、以下のコードで時刻情報のインデックスを追加します。 

 
 

グラフの描画は以下の 1 行です。 

result = seasonal_decompose(df['value'], model='multiplicative') 

演習 

以下の URL から米国失業期間の時系列トレンドを描画するグラフを描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/economics.csv 
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Multiple Time Series 

複数の値を同じ時系列上に描画するグラフです。 

 

データは死亡者数の遷移です。date, mdeaths, fdeaths の 3 列から構成されます。 

 

ソースコードは以下の通りです。 
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# Import Data 

df = ¥ 

pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mortality.csv') 

 

# Define the upper limit, lower limit, interval of Y axis and colors 

y_LL = 100 

y_UL = int(df.iloc[:, 1:].max().max()*1.1) 

y_interval = 400 

mycolors = ['tab:red', 'tab:blue', 'tab:green', 'tab:orange']     

 

# Draw Plot and Annotate 

fig, ax = plt.subplots(1,1,figsize=(16, 9), dpi= 80)     

 

columns = df.columns[1:]   

for i, column in enumerate(columns):     

    plt.plot(df.date.values, df[column].values, 

         lw=1.5, color=mycolors[i])     

    plt.text(df.shape[0]+1, df[column].values[-1], 

         column, fontsize=14, color=mycolors[i]) 

 

# Draw Tick lines   

for y in range(y_LL, y_UL, y_interval):     

    plt.hlines(y, xmin=0, xmax=71, colors='black', 

         alpha=0.3, linestyles="--", lw=0.5) 

 

# Decorations     

plt.tick_params(axis="both", which="both", bottom=False, top=False, 

        labelbottom=True, left=False, right=False, labelleft=True)         

 

# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3) 

 

plt.title('Number of Deaths from Lung Diseases in the UK (1974-1979)', fontsize=22) 

plt.yticks(range(y_LL, y_UL, y_interval), 

 [str(y) for y in range(y_LL, y_UL, y_interval)], fontsize=12)     
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plt.xticks(range(0, df.shape[0], 12), df.date.values[::12],  

    horizontalalignment='left', fontsize=12)     

plt.ylim(y_LL, y_UL)     

plt.xlim(-2, 80)     

plt.show() 

以下はグラフの下限と上限です。下限 y_LL は 100 で固定です。上限 y_UL の求め方は、df.iloc[:, 1:] で

1 列目以降を取り出し、それぞれの列の最大値を max メソッドで取り出し、男女の大きい方をさらに max メソ

ッドで取り出して、最後に 1.1 倍しています。 

y_LL = 100 

y_UL = int(df.iloc[:, 1:].max().max()*1.1) 

グラフの描画と右の凡例は以下のコードで描画します。 

columns = df.columns[1:]   

for i, column in enumerate(columns):     

    plt.plot(df.date.values, df[column].values, 

         lw=1.5, color=mycolors[i])     

    plt.text(df.shape[0]+1, df[column].values[-1], 

         column, fontsize=14, color=mycolors[i]) 

df.columns[1:]で 1 列目以降の列を取り出しています。 

 

for 文のループ変数はインデックス i と列 column です。plot 関数でグラフを描画します。横軸が date 列、

縦軸が列の値 values となります。text 関数で右の文字を描画します。df.shape[0]で横軸のサイズが得ら

れるので、それに＋1 した値をＸ軸の値として、Ｙ軸の値として最後の数値を取得しています。 

 

以下のコードで水平線を描画しています。 

for y in range(y_LL, y_UL, y_interval):     

    plt.hlines(y, xmin=0, xmax=71, colors='black', 

         alpha=0.3, linestyles="--", lw=0.5) 

残りのコードはＸ，Ｙ軸のメモリやラベル、タイトルなどの装飾のコードです。 
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演習 

以下の URL から米国経済データを取得し、個人貯蓄率と失業期間の時系列グラフを描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/economics.csv 

 

Plotting with different scales using secondary Y axis 

2 つの範囲の異なる値を描画するときは、Ｙ軸方向に 2 つの目盛りを描画することができます。 

 

データは米国での経済指標です。主な列は以下の通りです。 

・date 日付 

・pce personal consumption expenditures 個人消費支出 

・psavert personal savings rate 個人貯蓄率 

・unemploy number of unemployed 失業者数 

 

以下の URL に詳しい説明があります。 

https://ggplot2.tidyverse.org/reference/economics.html 
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ソースコードは以下の通りです。 

# Import Data 

df =¥ 

pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/economics.csv") 

 

x = df['date'] 

y1 = df['psavert'] 

y2 = df['unemploy'] 

 

# Plot Line1 (Left Y Axis) 

fig, ax1 = plt.subplots(1,1,figsize=(16,9), dpi= 80) 

ax1.plot(x, y1, color='tab:red') 

 

# Plot Line2 (Right Y Axis) 

ax2 = ax1.twinx()  # instantiate a second axes that shares the same x-axis 

ax2.plot(x, y2, color='tab:blue') 

 

# Decorations 

# ax1 (left Y axis) 

ax1.set_xlabel('Year', fontsize=20) 

ax1.tick_params(axis='x', rotation=0, labelsize=12) 

ax1.set_ylabel('Personal Savings Rate', 

 color='tab:red', fontsize=20) 

ax1.tick_params(axis='y', rotation=0, labelcolor='tab:red' ) 

ax1.grid(alpha=.4) 

 

# ax2 (right Y axis) 

ax2.set_ylabel("# Unemployed (1000's)", 

 color='tab:blue', fontsize=20) 

ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:blue') 

ax2.set_xticks(np.arange(0, len(x), 60)) 

ax2.set_xticklabels(x[::60], rotation=90, fontdict={'fontsize':10}) 
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ax2.set_title("Personal Savings Rate vs Unemployed: Plotting in Secondary Y Axis", 

fontsize=22) 

fig.tight_layout() 

plt.show() 

変数 x に date 列（日付）、変数 y1 に psavert 列（個人の貯蓄率）、変数 y2 に unemploy 列（失業率）を取

り出しています。 

 

以下の行で、個人貯蓄率を赤線で描画しています。 

ax1.plot(x, y1, color='tab:red') 

同じ X 軸を使って失業率を描画するため、ax1.twinx メソッドで同じ軸を作成し、その軸を使って、失業率を

青色で描画しています。 

ax2 = ax1.twinx() 

ax2.plot(x, y2, color='tab:blue') 

以下のコードで左側の Y 軸を描画しています。 

ax1.set_ylabel('Personal Savings Rate', 

 color='tab:red', fontsize=20) 

ax1.tick_params(axis='y', rotation=0, labelcolor='tab:red' ) 

以下のコードで右側の Y 軸を描画しています。 

ax2.set_ylabel("# Unemployed (1000's)", 

 color='tab:blue', fontsize=20) 

ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:blue') 

残りのコードでタイトルや X 軸の目盛り等を描画しています。 

演習 

例と同じデータを使って、個人消費指数と失業者数の遷移を 1 つのグラフに重ねて描画してください。 
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Time Series with Error Bands 

時系列に沿ったデータで、同じ時刻に複数のデータがある場合に、ある程度の幅を持って線を描画するグラフ

です。標準誤差とは、標本平均の値が母平均に対してどの程度ばらついているか示す値です。 

 

データは何時に注文があったかという一覧表のようです。150 万を超える行からなる csv ファイルです。 

 

ソースコードは以下の通りです。 

from scipy.stats import sem 

 

# Import Data 

df =¥ 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/user_orders_

hourofday.csv") 

df_mean = df.groupby('order_hour_of_day').quantity.mean() 

df_se =¥ 

 df.groupby('order_hour_of_day').quantity.apply(sem).mul(1.96) 

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 
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plt.ylabel("# Orders", fontsize=16)   

x = df_mean.index 

plt.plot(x, df_mean, color="white", lw=2)  

plt.fill_between(x, df_mean - df_se, df_mean + df_se, 

                     color="#3F5D7D")   

 

# Decorations 

# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(1) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(1) 

plt.xticks(x[::2], [str(d) for d in x[::2]] , fontsize=12) 

plt.title("User Orders by Hour of Day (95% confidence)", fontsize=22) 

plt.xlabel("Hour of Day") 

 

s, e = plt.gca().get_xlim() 

plt.xlim(s, e) 

 

# Draw Horizontal Tick lines   

for y in range(8, 20, 2):     

    plt.hlines(y, xmin=s, xmax=e, colors='black', alpha=0.5, linestyles="--", lw=0.5) 

 

plt.show() 

DataFrame を order_hour_of_day の値によってグループに分け、quantity 列を取り出して、平均値を

mean メソッドを使うことで、グループ毎の平均値を求めています。df_mean は以下のようになります。 

df_mean = df.groupby('order_hour_of_day').quantity.mean() 

 

 

sem は scipi.stats モジュールの関数で、標準誤差を求める関数です。平均を求めた手順と同じようにグル

ープ分けし、その quantity 列に対して sem 関数を適用し、mul メソッドで 1.96 倍しています。1.96 は正規

分布を使って 95%信頼区間を求めるための数値です。 
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実際のグラフを描画しているのが以下の 2 行です。plot 関数で平均値を白色で、fill_between 関数で平均

から±df_se の範囲を塗りつぶしています。 

plt.plot(x, df_mean, color="white", lw=2)  

plt.fill_between(x, df_mean - df_se, df_mean + df_se, 

                     color="#3F5D7D")   

後はラベルやメモリ等の装飾に関するコードとなります。 

演習 

以下のデータから月別の旅客数を求め、最小～最大の範囲を塗りつぶし、平均値に線を描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/AirPassengers.csv 

 

Stacked Area Chart 

時系列の複数のデータがあるときに、それらを積み重ねて描画することで比較しや少なります。 
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データはオーストラリアの 8 つの都市からの訪問者の数（年月別）です。以下の URL に各列の説明があります。 

https://rdrr.io/cran/fpp/man/vn.html 

 

 

ソースコードは以下の通りです。 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/nightvisitor

s.csv') 

 

# Decide Colors  

mycolors = ['tab:red', 'tab:blue', 'tab:green', 'tab:orange', 'tab:brown', 

'tab:grey', 'tab:pink', 'tab:olive']       

 

# Draw Plot and Annotate 

fig, ax = plt.subplots(1,1,figsize=(16, 9), dpi= 80) 

columns = df.columns[1:] 

labs = columns.values.tolist() 
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# Prepare data 

x  = df['yearmon'].values.tolist() 

y0 = df[columns[0]].values.tolist() 

y1 = df[columns[1]].values.tolist() 

y2 = df[columns[2]].values.tolist() 

y3 = df[columns[3]].values.tolist() 

y4 = df[columns[4]].values.tolist() 

y5 = df[columns[5]].values.tolist() 

y6 = df[columns[6]].values.tolist() 

y7 = df[columns[7]].values.tolist() 

y = np.vstack([y0, y2, y4, y6, y7, y5, y1, y3]) 

 

# Plot for each column 

labs = columns.values.tolist() 

ax = plt.gca() 

ax.stackplot(x, y, labels=labs, colors=mycolors, alpha=0.8) 

 

# Decorations 

ax.set_title('Night Visitors in Australian Regions', fontsize=18) 

ax.set(ylim=[0, 100000]) 

ax.legend(fontsize=10, ncol=4) 

plt.xticks(x[::5], fontsize=10, horizontalalignment='center') 

plt.yticks(np.arange(10000, 100000, 20000), fontsize=10) 

plt.xlim(x[0], x[-1]) 

 

# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3) 

 

plt.show() 

以下のコードでラベルを取り出しています。 
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X 軸の値はデータフレームから yearmon 列を、Y 軸はそれぞれの都市名の値を取り出しています。np.vstack

は配列を縦方向に結合します。 

x  = df['yearmon'].values.tolist() 

y0 = df[columns[0]].values.tolist() 

… 

y = np.vstack([y0, y2, y4, y6, y7, y5, y1, y3]) 

主となるグラフを描画しているのが以下のコードです。 

ax.stackplot(x, y, labels=labs, colors=mycolors, alpha=0.8) 

残りはタイトルやメモリなどの装飾コードとなります。 

演習 

男性と女性の死亡者数の推移を積み重ねて描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mortality.csv 
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Area Chart UnStacked 

複数の時系列データを積み重ねるのではなく、重ねて描画します。失業期間が延びるにつて貯蓄率が低下する、

そのような傾向が見やすく提示されています。 

 

データは Plotting with different scales using secondary Y axis のグラフで使用したものと同じで、米国の経済指

標を表にしたものです。 

 

ソースコードは以下の通りです。 

# Import Data 

df =¥ 
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pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/economics.csv") 

 

# Prepare Data 

x = df['date'].values.tolist() 

y1 = df['psavert'].values.tolist() 

y2 = df['uempmed'].values.tolist() 

mycolors = ['tab:red', 'tab:blue', 'tab:green', 'tab:orange', 'tab:brown', 

'tab:grey', 'tab:pink', 'tab:olive']       

columns = ['psavert', 'uempmed'] 

 

# Draw Plot  

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(16,9), dpi= 80) 

ax.fill_between(x, y1=y1, y2=0, label=columns[1], 

 alpha=0.5, color=mycolors[1], linewidth=2) 

ax.fill_between(x, y1=y2, y2=0, label=columns[0], 

 alpha=0.5, color=mycolors[0], linewidth=2) 

 

# Decorations 

ax.set_title('Personal Savings Rate vs Median Duration of Unemployment', fontsize=18) 

ax.set(ylim=[0, 30]) 

ax.legend(loc='best', fontsize=12) 

plt.xticks(x[::50], fontsize=10, horizontalalignment='center') 

plt.yticks(np.arange(2.5, 30.0, 2.5), fontsize=10) 

plt.xlim(-10, x[-1]) 

 

# Draw Tick lines   

for y in np.arange(2.5, 30.0, 2.5):     

    plt.hlines(y, xmin=0, xmax=len(x), colors='black', alpha=0.3, linestyles="--", 

lw=0.5) 

 

# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3) 

plt.show() 

※columns = ['psavert', 'uempmed']の順番は逆？！ 
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変数 x に日付、変数 y1 に個人貯蓄率、変数 y2 に平均失業期間を格納します。 

x = df['date'].values.tolist() 

y1 = df['psavert'].values.tolist() 

y2 = df['uempmed'].values.tolist() 

グラフは以下の 2 行で描画しています。fill_between は最初の引数がＸ軸、y1 と y2 で Y 軸方向の範囲を指

定します。今回は y2 が 0 なので y1 で指定した値（=X 軸からの距離）の部分が塗りつぶされることになりま

す。1 行目で貯蓄率(y1)、2 行目で失業期間(y2)を描画します。 

ax.fill_between(x, y1=y1, y2=0, label=columns[1], 

 alpha=0.5, color=mycolors[1], linewidth=2) 

ax.fill_between(x, y1=y2, y2=0, label=columns[0], 

 alpha=0.5, color=mycolors[0], linewidth=2) 

残りはタイトルや軸の目盛り等の装飾用コードです。 

演習 

男性と女性の死亡者数の推移を重ねて描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mortality.csv 

 

Calendar Heat Map 

時系列データの表現方法の一つです。見た目は魅力的にみえますが、数値的な情報は明確にわかりません。 

 

データは Yahoo の株価情報です。 
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import matplotlib as mpl 

import calmap 

 

# Import Data 

df =¥ 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/yahoo.csv", 

parse_dates=['date']) 

df.set_index('date', inplace=True) 

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

calmap.calendarplot(df['2014']['VIX.Close'], 

    fig_kws={'figsize': (16,10)}, 

    yearlabel_kws={'color':'black', 'fontsize':14},  

    subplot_kws={'title':'Yahoo Stock Prices'}) 

plt.show() 

calmap モジュールが必要なので最初にインストールしてください。 

 

 

以下のように date 列をインデックスに設定します。 

df.set_index('date', inplace=True) 

これにより df['2014']のような記述が可能となり、2014 年の行のみを抽出できるようになります。カレンダ

ー の ヒ ー ト マ ッ プ な の で 1 年 分 の デ ー タ を 指 定 す る 必 要 が あ る こ と に 注 意 し て く だ さ い 。 あ と は

calendarplot 関数を実行しているだけです。 

演習 

1960 年における旅客数を Calendar Heat Map で描画してください。月に 1 つのデータしか含まれていないため、

多くのセルには色がついていません。 
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Seasonal Plot 

時系列にならべたデータで同じ年月日で過去と比較した様子を表現するグラフです。 

 

データは旅客数の推移です。日付と客数の 2 列から構成されています。 

 

 

ソースコードは以下の通りです。 

from dateutil.parser import parse  

 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://github.com/selva86/datasets/raw/master/AirPassengers.csv') 

 

# Prepare data 

df['year'] = [parse(d).year for d in df.date] 

https://future-coders.net/


                                               (future-coders.net)           

 
156 

df['month'] = [parse(d).strftime('%b') for d in df.date] 

years = df['year'].unique() 

 

# Draw Plot 

mycolors = ['tab:red', 'tab:blue', 'tab:green', 'tab:orange', 'tab:brown', 

'tab:grey', 'tab:pink', 'tab:olive', 'deeppink', 'steelblue', 'firebrick', 

'mediumseagreen']       

plt.figure(figsize=(16,10), dpi= 80) 

 

for i, y in enumerate(years): 

    plt.plot('month', 'value', data=df.loc[df.year==y, :], 

         color=mycolors[i], label=y) 

    plt.text(df.loc[df.year==y, :].shape[0]-.9, 

         df.loc[df.year==y, 'value'][-1:].values[0], y, 

         fontsize=12, color=mycolors[i]) 

 

# Decoration 

plt.ylim(50,750) 

plt.xlim(-0.3, 11) 

plt.ylabel('$Air Traffic$') 

plt.yticks(fontsize=12, alpha=.7) 

plt.title("Monthly Seasonal Plot: Air Passengers Traffic (1949 - 1969)", fontsize=22) 

plt.grid(axis='y', alpha=.3) 

 

# Remove borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(0.0)     

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(0.5) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(0.0)     

plt.gca().spines["left"].set_alpha(0.5)    

# plt.legend(loc='upper right', ncol=2, fontsize=12) 

plt.show() 

以下がデータを準備している個所です。 

df['year'] = [parse(d).year for d in df.date] 

df['month'] = [parse(d).strftime('%b') for d in df.date] 

years = df['year'].unique() 

リスト内包表示を使っています。df.date で date 列を取り出し、ここの要素を parse 関数で日付オブジェク
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トに変換し、その year プロパティを取り出すことで年だけを取得し、それを year という列に追加していま

す。month も同じで month 列を追加しています。unique メソッドで年の重複を取り除いたリストを取得して

います。 

 

これらの前処理を行うことで df は以下のようになります。 

 
 

以下がグラフと右端の年を描画しているコードです。 

for i, y in enumerate(years): 

    plt.plot('month', 'value', data=df.loc[df.year==y, :], 

         color=mycolors[i], label=y) 

    plt.text(df.loc[df.year==y, :].shape[0]-.9, 

         df.loc[df.year==y, 'value'][-1:].values[0], y, 

         fontsize=12, color=mycolors[i]) 

years リストにある年を for 文で順番に取り出しています。その年の列を df.loc[df.year==y, :]で取り

出します。plot 関数はグラフを、text 関数はテキストを描画しています。 

テキストの座標を求め方を確認しましょう。年度のデータの取り出しは以下のように行っています。年で抽出

するので、行数は 12 となります。 

 

shape プロパティはデータフレーム行と列を返します。shape[0]は行なので、今回は 12－0.9 という値を X

座標の値にしています。Y 軸の値は 12 月の値の横に描画したいので、df.loc[df.year==y, 'value']でそ

の年の value 列のみ取り出し、[-1:]というスライスで最後の値、すなわち 12 月の値を取得しています。以

下のように書き換えても同じ挙動となります。 

for i, y in enumerate(years): 

    months =  data=df.loc[df.year==y, :] 

    plt.plot('month','value',data=months,color=mycolors[i],label=y) 
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    plt.text(months.shape[0]-.9, months["value"].values[-1], y, 

             fontsize=12, color=mycolors[i]) 

以降は装飾用のコードとなります。 

演習 

Yahoo の株価の終値を縦軸に、横軸を月とする Seasonal Plot グラフを年度ごとに色分けして描画してください。 

 

2.6. グループ（Groups） 

Dendrogram（樹形図） 

与えられた距離メトリックに基づいて木のように分類します。 
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データはアメリカ 50 州での犯罪状況に関するものです。 

 

 

ソースコードは以下の通りです。 

import scipy.cluster.hierarchy as shc 

 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/USArrests.cs

v') 

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(16, 10), dpi= 80)   

plt.title("USArrests Dendograms", fontsize=22)   

dend = shc.dendrogram(shc.linkage(df[['Murder', 'Assault', 'UrbanPop', 'Rape']], 

method='ward'), labels=df.State.values, color_threshold=100)   

plt.xticks(fontsize=12) 
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plt.show() 

バージョンによっては以下のようなエラーが表示されることがあります。Scipy の新しいバージョンで対応され

ることを待つのがよいと思いますが、確認したい方は 

anaconda3 のインストールフォルダの以下のファイルを開き、 

…\anaconda3\Lib\site-packages\scipy\cluster\hierarchy.py 

 

以下の行をコメントアウトして実行してみてください。 

#  if labels and Z.shape[0] + 1 != len(labels): 

#      raise ValueError("Dimensions of Z and labels must be consistent.") 

 

グラフの描画は dendrogram 関数で行います。linkage 関数でクラスタリングを行います。 

演習 

以下の車データを用いて、製造メーカー別の樹形図を描画してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv 

関連性は市街地の燃費 ctyと高速道路の燃費 hwyを使います。orientation='right'とすることで横向きの

樹形図となります。 

 

Cluster Plot 

同じグループに属する点を視覚的に表示するグラフです。以下は米国の州を逮捕率の情報をもとに 5 つのグル

ープに分類した様子です。X 軸に殺人、Y 軸に暴行をとっています。 
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データはアメリカ各州の犯罪率です。 

 

from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering 

from scipy.spatial import ConvexHull 

 

# Import Data 

df = 

pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/USArrests.cs

v') 

 

# Agglomerative Clustering 

cluster = AgglomerativeClustering(n_clusters=5, affinity='euclidean', 

linkage='ward')   

cluster.fit_predict(df[['Murder', 'Assault', 'UrbanPop', 'Rape']])   

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(14, 10), dpi= 80)   

plt.scatter(df.iloc[:,0], df.iloc[:,1], 

    c=cluster.labels_, cmap='tab10')   

 

# Encircle 
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def encircle(x,y, ax=None, **kw): 

    if not ax: ax=plt.gca() 

    p = np.c_[x,y] 

    hull = ConvexHull(p) 

    poly = plt.Polygon(p[hull.vertices,:], **kw) 

    ax.add_patch(poly) 

 

# Draw polygon surrounding vertices     

encircle(df.loc[cluster.labels_ == 0, 'Murder'], 

 df.loc[cluster.labels_ == 0, 'Assault'], 

 ec="k", fc="gold", alpha=0.2, linewidth=0) 

encircle(df.loc[cluster.labels_ == 1, 'Murder'], 

 df.loc[cluster.labels_ == 1, 'Assault'], 

 ec="k", fc="tab:blue", alpha=0.2, linewidth=0) 

encircle(df.loc[cluster.labels_ == 2, 'Murder'], 

 df.loc[cluster.labels_ == 2, 'Assault'], 

 ec="k", fc="tab:red", alpha=0.2, linewidth=0) 

encircle(df.loc[cluster.labels_ == 3, 'Murder'], 

 df.loc[cluster.labels_ == 3, 'Assault'], 

 ec="k", fc="tab:green", alpha=0.2, linewidth=0) 

encircle(df.loc[cluster.labels_ == 4, 'Murder'], 

 df.loc[cluster.labels_ == 4, 'Assault'], 

 ec="k", fc="tab:orange", alpha=0.2, linewidth=0) 

 

# Decorations 

plt.xlabel('Murder'); plt.xticks(fontsize=12) 

plt.ylabel('Assault'); plt.yticks(fontsize=12) 

plt.title('Agglomerative Clustering of USArrests (5 Groups)', fontsize=22) 

plt.show() 

クラスタへの分類は AgglomerativeClustering クラスを使っておこないます。コンストラクタの引数は以

下の URL に説明があります。 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.AgglomerativeClustering.html  

たとえば、n_clusters で分類するクラスタの数を、affinity で距離を計算するアルゴリズムと指定してい

ます。 
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色別の点の描画は以下の行で行います。 

plt.scatter(df.iloc[:,0], df.iloc[:,1], 

 c=cluster.labels_, cmap='tab10')   

 

以下の関数は各グループの凸包を描画します。Bubble plot with Encircling のサンプルで説明した関数と同じコ

ードです。 

def encircle(x,y, ax=None, **kw): 

    if not ax: ax=plt.gca() 

    p = np.c_[x,y] 

    hull = ConvexHull(p) 

    poly = plt.Polygon(p[hull.vertices,:], **kw) 

    ax.add_patch(poly) 

あとはグループ毎にこの関数を呼び出しています。最初のグループは以下の通りです。 

encircle(df.loc[cluster.labels_ == 0, 'Murder'], 

 df.loc[cluster.labels_ == 0, 'Assault'], 

 ec="k", fc="gold", alpha=0.2, linewidth=0) 

X 軸がグループ 0 の Murder 列、Y 軸がグループ 0 に Assault 列です。これらの取り出し方を見てみましょ

う。cluster.labels_は以下のようにグループ番号が格納されています。 

 

df.loc[cluster.labels_ == 0]とすることで、この値が 0 の行だけを取り出せます。 

 

さらに、df.loc[cluster.labels_ == 0, 'Murder']と記述して Murder 列だけを取り出しています。こ
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の処理を 5 回くりかえして、それぞれのグループの凸包を描画しています。 

 

以降は修飾のコードです。 

演習 

以下の URL から取得したデータを使い、燃費 displ と市街地走行距離 cty の関連を 5 つのグループに分けて描画

してください。 

https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mpg_ggplot2.csv 

 

Andrews Curve 

アンドリューズ曲線として知られる視覚化方法です。高次元データの構造を視覚化します。 
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データは車の種類と燃費の一覧表です。 

 

 

 

from pandas.plotting import andrews_curves 

 

# Import 

df = pd.read_csv("https://github.com/selva86/datasets/raw/master/mtcars.csv") 

df.drop(['cars', 'carname'], axis=1, inplace=True) 

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(12,9), dpi= 80) 

andrews_curves(df, 'cyl', colormap='Set1') 
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# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3) 

 

plt.title('Andrews Curves of mtcars', fontsize=22) 

plt.xlim(-3,3) 

plt.grid(alpha=0.3) 

plt.xticks(fontsize=12) 

plt.yticks(fontsize=12) 

plt.show() 

以下の行をで cars, carname という列を削除しています。 

df.drop(['cars', 'carname'], axis=1, inplace=True) 

 

 

アンドリュー曲線は以下の andrews_curves 関数で描画します。 

andrews_curves(df, 'cyl', colormap='Set1') 

Parallel Coordinates 

多次元のデータを単純な 2 次元のグラフィカル表現で可視化するグラフです。 
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データはダイアモンドのデータを一覧にしたものです。 

 

 

 

from pandas.plotting import parallel_coordinates 

 

# Import Data 

df_final = 

pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/selva86/datasets/master/diamonds_fil

ter.csv") 

 

# Plot 

plt.figure(figsize=(12,9), dpi= 80) 

parallel_coordinates(df_final, 'cut', colormap='Dark2') 
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# Lighten borders 

plt.gca().spines["top"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["bottom"].set_alpha(.3) 

plt.gca().spines["right"].set_alpha(0) 

plt.gca().spines["left"].set_alpha(.3) 

 

plt.title('Parallel Coordinated of Diamonds', fontsize=22) 

plt.grid(alpha=0.3) 

plt.xticks(fontsize=12) 

plt.yticks(fontsize=12) 

plt.show() 

グラフの描画は以下の 1 行のみです。 

parallel_coordinates(df_final, 'cut', colormap='Dark2') 
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Appendix 
https://www.kaggle.com/kennethrithvik/plotting-with-python-learn-80-plots-step-by-step 

 

http://bicycle1885.hatenablog.com/entry/2014/02/14/023734 
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