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はじめに

本書をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

　本書は、私が公開しているUdemyオンライン講座の一部を書籍化したものになります。動画教
材は情報量がリッチであることが良い点ですが、デメリットとしてはある程度動画を見ないと全体

像が掴みにくいという点があげられます。

　

　そこで、本書ではPythonやPandasといったデータ分析ライブラリはある程度使えるが、
Streamlitの基本操作とStreamlitを使ったダッシュボード開発に絞って、テキストで学習を進めて
いけることを目的とします。

● 本書の対象者

1. Pythonの基本的な理解がある方
2. Pythonの開発環境(本書ではAnaconda, Visual Studio Codeを使用)の構築がス
ムーズに行える方

3. コマンドラインの基本的な使い方が出来る方
4. Pythonのデータ分析ライブラリ(特にPandas)や可視化ライブラリ(matplotlibなど)
の基本的な使い方が出来る方

● Pythonの基礎知識が無い方
1. UdemyにてPythonの基本知識が学べる無料のオンライン講座を公開しています
ので、そちらをまず受講いただくことをおすすめします。

● Pythonを使ったデータ分析をやったことがない方
1. 冒頭でもお伝えしたとおり、本書は私が公開しているUdemyオンライン講座を元
にしています。動画講座ではデータ分析の基礎やPythonのデータ分析ライブラリ
(Pandas)の使い方をステップ・バイ・ステップで解説していますので、そちらをご利
用いただくことをおすすめします。

　近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)やビッグデータ、AI（人工知能）といったワードがよ
く聞かれるようになりました。

　特にデータ活用については、どの企業でも今まさにチャレンジしている時代かと思います。企業

におけるデータ活用は、ビジネス課題や意思決定プロセスにデータを取り入れることで、より企業

成長を加速することが期待されています。しかし、その一方でデータを扱う人材の不足や、複雑

なデータ分析の結果をビジネスの現場にいる人や経営層に対してわかりやすく説明するための

難しさがあるのも事実です。

　データをわかりやすく伝えるための一つの手段として、「ダッシュボード」の活用があげられま

す。ダッシュボードというのは、様々なデータを表やグラフでわかりやすく表示するツールのこと

https://www.udemy.com/course/data-analysis_and_dashboard/
https://www.udemy.com/course/python-free-intro/
https://www.udemy.com/course/data-analysis_and_dashboard/


で、ダッシュボードの使用者に対して結果を表示させるだけでなく、ボタンなどの直感的な操作を

させることも可能です。

　ビジネスシーンに様々なメリットをもたらすダッシュボードはBIツールと呼ばれるソフトウェアを用
いて作成されることが多いですが、市販のBIツールは有償のものが多く、無償利用可能なもので
あっても機能に制限がある場合がほとんどです。また、シーンによってはBIツールのような大掛
かりなシステムは必要ないという場合もあると思います。

　本書はを手にとったあなたはきっとPythonを活用したダッシュボードの開発に興味がある方だ
と思います。ダッシュボードを作成してビジネスサイドの人にも使って欲しいのであれば、Webア
プリ化することが代表的な解決手段の一つです。もしあなたがWebアプリ開発をするための
PythonライブラリであるDjangoやFlaskを使いこなせるのであれば、本書は必要ないかもしれま
せん。本書はPythonやPandasといったライブラリを使ってデータ分析を行うことは出来るが、
Webアプリケーション開発は苦手という方向けに書かせていただきました。もちろん、Djangoや
Flaskは使えるがそれ以外の方法も学びたい方であればきっとお役に立てれる内容となっていま
すので、是非最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

　さて、本書ではPythonを使ってダッシュボード作成するために、Streamlitと呼ばれるライブラリ
を使用します。StreamlitはWebアプリ開発をするためのPythonライブラリです。DjangoやFlaskと
違ってとても簡単に使用できるのが特徴です。そして、本当に”Pythonだけ”でWebアプリが作成
できてしまうのです。この強力なライブラリを使いこなしてインタラクティブ(動的)なダッシュボード
開発の基礎を身に着けていただくことが本書の目的となっています。

　本書が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

2021年7月　やじろべえ



第1章　環境構築

Anacondaについて
　Pythonを動作するための環境は様々ありますが、本書では「Anaconda」と呼ばれるPythonの
ディストリビューションを使っていきます。AnacondaはPython本体はもちろんですが、Pythonでよ
く利用されるライブラリがあらかじめセットになっているパッケージです。また、Anacondaは無償
(Individual Edition)で使えるものと有償(Team Edition)で使えるものとありますが、本書では無償
のものを使っていきます。有償は高速演算や並列計算が使えますが、そういった特殊な使い方を

しない限りは無償のものでも十分使えます。

Anacondaの導入
1. Anacondaインストーラのダウンロード

　Anaconda公式サイトからインストーラをダウンロードします。公式サイトのトップページの上部メ
ニューの「Products」→「Individual Edition」を選択します。
Individual Editionページの下部にAnaconda InstallersがOSの環境ごとに準備されています。
AnacondaはWindows, MacOS, Linuxに対応していますので、ご自身の環境に応じたインストー
ラをダウンロードしてください。

図1.1 Anacondaインストーラダウンロード画面
Anaconda公式サイト(https://www.anaconda.com/products/individual )より引用

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


2. Anacondaのインストール
　ローカルPCにAnacondaのインストールを行っていきます。MacOSの64bit環境ではダウンロー
ドしたインストーラを起動すると次のような画面が開きますので、「続ける」を選択します。

図1.2 MacOSでのAnacondaのインストール画面（はじめに）

PATHの設定やインストールされるライブラリの情報が表示される画面が表示されますので、「続
ける」を選択します。

図1.3 MacOSでのAnacondaのインストール画面（大切な情報）

ライセンスに関する表示がされますので、「続ける」を選択します。



図1.4 MacOSでのAnacondaのインストール画面（使用許諾契約）

インストール先を指定する画面が表示されますので、インストールするディレクトリを変更したい

場合は「インストール先を変更」ボタンを選択してインストール先を指定し直します。デフォルトの

ままで良い場合は「インストール」を選択して、インストールを行います。

図1.5 MacOSでのAnacondaのインストール画面（インストール先指定画面）

3. Anaconda-Navigatorの起動
Anacondaが無事にダウンロードされたら、Anaconda-Navigatorを起動します。



図1.6 Anaconda-Navigatorのアイコン

Anaconda-Navigatorが起動したら図1.7のような画面が表示されます。Anaconda-Navigatorは
この後また使いますのでひとまず最小化しておいてください。

図1.7 Anaconda-Navigatorの画面

Visual Studio Codeについて
本書ではPythonを書くエディタとして「Visual Studio Code」を使います。Visual Studio Code(以
下、「VS Code」と呼ぶ)はマイクロソフト社が開発しているエディタで、主にWindows, MacOS,
Linuxに対応しています。VS Codeはオープンソースであるため、誰でも無償で使うことが出来ま
す。また、拡張機能を使用することで用途に応じた機能を追加することができ、開発環境をカスタ

マイズ・最適化することが出来ます。



Visual Studio Codeの導入
1. VS Codeインストーラのダウンロード

　VS Codeの公式サイトからインストーラをダウンロードします。公式サイトのトップページから「
Download now」(または、「今すぐダウンロード」)を選択します。インストーラがダウンロードできる
ページにはOSの環境ごとにインストーラが準備されています。VS CodeはWindows, MacOS,
Linuxに対応していますので、ご自身の環境に応じたインストーラをダウンロードしてください。

図1.8 VS Codeインストーラダウンロード画面
Visual Studio Code公式サイト( https://code.visualstudio.com/download )より引用

2. VS Codeのインストール(Windows)
　ダウンロードしたインストーラを起動します。インストーラが起動したら基本的には指示に従って

いけば問題ありませんが、「追加タスクの選択」の設定画面で”□PATHへの追加（再起動後に使
用可能）”にチェックを入れて、PATHに追加するようにしておきましょう。PATHの設定を反映させ
るためにPCの再起動もしておきます。

https://code.visualstudio.com/download


図1.9 WindowsでのVS Codeインストール画面

3. VS Codeのインストール(MacOS)
　MacOS用のインストーラはzipファイル形式でダウンロードされますので、zipファイルを展開しま
す。展開後にVS Codeの実行ファイルが表示されますので、実行ファイルをアプリケーションフォ
ルダに移動しておきます。

図1.10 MacOSでのVS Code実行ファイルをアプリケーションフォルダへ移動する画面

MacOSであればターミナルからVS Codeを起動できるようになると色々と便利だと思いますの
で、その設定もここでやっておきましょう。まず、先ほどアプリケーションフォルダへ移動させたVS
Codeを起動します。
VS Codeが起動したら、下記のキーを押してコマンドパレットを開きます。

Command + Shift + P



コマンドパレットが開いたら、「shell」と入力します。すると、おそらく検索結果の一番上に、”Shell
Command: Install ‘code’ command in PATH”と表示されますので、そちらを選択してインストー
ルしてください。無事にインストールされると次回からはターミナルでcodeと入力をすることでVS
Codeが起動するようになります。

図1.11 VS Codeのcodeコマンドのインストール

Anacondaで仮想環境を作る
　本書で使うためのAnaconda仮想環境を作っていきます。まず、Anaconda-Navigatorを起動し
ます。Anaconda-Navigatorが起動したら、左側メニューバーの「Environments」を選択します。す
ると、中央の列メニューにbase(root)と書かれていると思います。ここが、仮想環境プロジェクトの
一覧を確認することが出来ます。初めてAnacondaを使う場合は、base(root)しかありませんの
で、これからここに仮想環境を一つ作っていきます。仮想環境の作り方はまず、base(root)が書
かれているメニューの下の「Create」を選択します。

図1.12 Anacondaの仮想環境作成画面(Create)



Create new environment画面が開きますので、Nameの欄に仮想環境名を入力します。本書で
は、「pd_streamlit」としておきます。次に、使用するプログラミング言語は、「Python」を選択し、
バージョンは本書は「3.8」としておきます。記入と設定が終わり次第、Createボタンをクリックしま
す。

図1.13 Anacondaの仮想環境作成画面(Create new environment)

無事に仮想環境が作成し終わると、先ほどのbase(root)の下に先ほど作った仮想環境名が追加
されますので、これで仮想環境の構築が完了です。

図1.14 Anacondaの仮想環境作成画面(Environments)

次に、作成した仮想環境をターミナルから立ち上げて、ターミナル上でVisual Studio Codeを立ち
上げます。先ほど作った仮想環境を選択すると、仮想環境名の隣に▶マークが表示されますの

で、そちらを選択します。▶マークを表示すると、メニューが表示されますので、「Open Terminal」
を選択します。



図1.15 Anaconda仮想環境メニュー画面

「Open Terminal」を選択すると、仮想環境からターミナルが開かれます。

図1.16 Anaconda仮想環境からターミナルを開く

この章の最後として、ターミナルからVS Codeを開いてみます。まず、作業用ディレクトリを作成し
ておきます。そして、ターミナルコマンドで作成した作業用ディレクトリに移動して、下記のようなコ

マンドを入力をし、Enterキーをクリックします。

code ファイル名.py

作業用フォルダにPythonファイルが生成され、VS Codeが起動します。

Visual Studio Code搭載のターミナルを開く
　これまでの準備で開発を始めることは出来ますが、コードを書く作業とPythonファイルの実行を
するたびに、立ち上げた仮想環境のターミナルとVS Codeの切り替えが煩わしい場合はVS



Codeに搭載されているターミナルを立ち上げてVS Codeだけで一連の作業が出来るようになり
ます。ここでは、そのやり方について見ていきます。

まず、立ち上げたVS Codeの画面でコマンドパレットを開きます。

MacOS : Command + Shift + P

Windows : Control + Shift + P

コマンドパレットが開いたら「select interpreter」と入力をすると、おそらく検索結果の一番上に”
Python: Select Interpreter”と表示されますので、そちらを選択します。選択すると、現在実行でき
るPython環境一覧が表示されますので、その中から先ほど作った仮想環境名が含まれるパスが
表示されていますので、そちらを選択します。

図1.17 VS Codeでのインタープリター選択画面

　次に、VS Code搭載のターミナルを開きます。VS Codeの上メニューの「Terminal」→「New
Terminal」を選択すると、VS Codeの下にターミナルが表示されますので、このターミナルでも
Pythonファイルの起動が出来ます。

また、VS Codeのターミナルを立ち上げたらPythonの実行環境が先ほど作った仮想環境に設定
されているかを念の為確認しておきましょう。確認の仕方は、立ち上げたVS Codeのターミナル
上で下記のコマンドを入力してEnterキーを押します。

conda info --envs

Anaconda環境におけるPythonの実行環境一覧が表示されます。一覧の中には先ほど作った仮
想環境名を含むパスが表示されていますので、そのパスの隣にアスタリスク(*)が表示されている
ことを確認してください。



図1.18 VS Code搭載ターミナル画面におけるAnacondaのPython実行環境一覧



第2章　Streamlitの基礎

Streamlitとは
　StreamlitとはStreamlit社が開発しているWebアプリケーションを作成出来るフレームワークに
なります。一般的には、Webアプリケーションを作成する場合にはHTMLやCSS、JavaScriptと
いったいわゆるフロントエンドのためのプログラミング言語が別途必要になってきます。

　

　しかし、データ分析を主戦場としている人がフロントエンド言語の習得するには少しハードルが

高いですし、そもそもあまり関心が無い人も多いと思います。そういった方にとってStreamlitは強
力な武器となります。

　その理由の一つとして、StreamlitはPython”だけ”でWebアプリケーションの作成が行えることが
挙げられます。作成したWebアプリケーションは単に表示させるだけでなく、ボタンやスライドバー
といった機能を組み合わせることも簡単にできますので、インタラクティブな動作をさせることも可

能になります。また、Streamlitはメジャーなデータ分析ライブラリや可視化ライブラリがサポートさ
れているため、作成したWebアプリケーション上に簡単に実装可能です。

　本書を通して、この非常に魅力的なStreamlitの基礎を学んだ上で、ダッシュボード作成といった
一連の流れを体験していただきます。

Streamlitのインストールとインポート
　ここでは、Streamlitが使えるようにしていきます。
　まずはpipコマンドでインストールを行います。ターミナルで以下のコマンドを入力してEnterキー
を押します。

pip install streamlit

streamlit本体と付随する他のライブラリも一緒にインストールされます。

streamlitが無事にインストールされたら、次はインポートを行います。VS Codeでインポートをす
るためのコードを書いてみます。

import streamlit as st

ひとまずこの段階でPythonファイルを実行してみましょう。

python ファイル名

何もエラーが表示されなければ無事にStreamlitが使える状態になりました。

https://streamlit.io/


ここまで、環境構築からstreamlitのインストール、更にはインポートまで行いました。
次からはいよいよstreamlitの基本操作を学んでいきましょう。

Streamlitの起動と終了
　ここではstreamitの起動と終了方法について学んでいきます。まずは、起動についてですが、
以下のコマンドを入力してEnterキーを押します。

streamlit run ファイル名

現時点ではstreamlitのインポートしかコードを書いていないため、白い画面のみのブラウザが表
示されますが、すでにWebアプリとなっています。

図2.1 streamlit起動画面

また、streamlitが起動している状態であれば、コードに変更を加えた後にブラウザのリロード（更
新）を行えば変更が反映されます。

次に、streamlitの終了方法について見ていきます。先ほど起動したブラウザは✕ボタンで閉じて
しまって問題ありませんが、ブラウザを閉じただけだと裏側でまだstreamlitが起動している状態な
ので、こちらも終了コマンドを入力して停止させます。ターミナルをアクティブにした状態で以下の

キーを押すことでstreamlitを終了することができます。

Control + C



Text（タイトルや文字）の追加
　タイトルや文字といったテキストを入力してみましょう。streamlitには入力したいテキストの種類
に応じて関数が用意されています。ここでは、タイトル・ヘッダー・サブヘッダー・テキストの4種類
をWebアプリケーション上に表示させてみます。

st.title(‘タイトル表示’)
st.header(‘ヘッダーの表示’)
st.subheader(‘サブヘッダーの表示’)
st.text(‘テキストの表示’)

上記コードを入力して、Pythonファイルを保存してからブラウザをリロードします。

図2.2 streamlitによるText表示

種類に応じたテキストが表示されたと思います。見出しなどを付けて目立たせたい場合に使うと

良いでしょう。

DataFrameの生成および表示
　StreamlitはPythonのデータ分析ライブラリPandasを読み込んでそのまま表示をさせることが出
来ます。ここでは、サンプルとして4行2列のシンプルなDataFrameをPandasで生成して表示させ
ます。

　まずはPandasインポートを行います。

import pandas as pd

https://pandas.pydata.org/about/


　次に、シンプルな4行2列のDataFrameを生成します。

df = pd.DataFrame({
‘first column’: [1, 2, 3, 4],
‘second column’: [40, 30, 20, 10]

})

　streamlitでPandasのDataFrameを表示させる方法は大きく分けて3つあります。

st.write(df)
st.dataframe(df, width=200, height=200)
st.table(df)

　st.writeはベーシックな方法でDataFrameを表示させます。その一方、st.dataframeは上のコー
ドを見ていただくとわかるように、丸括弧の中に引数を指定することが出来ます。ここでは、表示

する表の縦と横のサイズを指定しました。st.tableはこれまでの2つに比べて非常にシンプルで静
的な表を表示します。

図2.3 streamlitによるDataFrameの表示

マジックコマンドを使ってみる

　streamlitはマジックコマンドにも対応していますので使ってみます。まずは、前項のDataFrame
の表示についてマジックコマンドを使ってみますが、st.writeと同じ挙動をさせるには以下のような
コードを書くだけで実現できます。

df = pd.DataFrame({
‘first column’: [1, 2, 3, 4],
‘second column’: [40, 30, 20, 10]



})

df

　また、文字列とソースコードの表示についてもやってみましょう。マークダウン記法についても対

応していますのでそちらも合わせて確認しておきましょう。

“””
# マジックコマンドを使ってみる
文字列を入力

```Python
import streamlit as st
print(‘Hello Streamlit’’)
```
“””

図2.4 streamlitにおけるマジックコマンド使用画面

グラフの表示

　streamlitにおけるグラフ表示を学習する上で、乱数を使って説明する箇所もありますのでまず
は乱数を発生させるために数値計算ライブラリnumpyをインポートしておきたいと思います。

import numpy as np

　streamlitでグラフを表示する方法として、streamlitが用意している関数を使用する方法と
matplotlibに代表されるような外部のライブラリを使用する方法の2通りがあります。

　まずグラフを生成するための元のデータを作成していきます。ここでは平均0、分散1の正規分
布に従う乱数を行数20、列数3となるように発生させます。列名は、a, b, cと名前を付けていま
す。

df = pd.DataFrame(np.random.randn(20, 3),

https://numpy.org/
https://matplotlib.org/


columns = [‘a’, ‘b’, ‘c’])

　では、はじめにstreamlitが用意している関数を使用する方法を見ていきましょう。

● 折れ線グラフ

st.line_chart(df)

● 面グラフ

st.area_chart(df)

● 棒グラフ

st.bar_chart(df)

図2.5 streamlitにおけるグラフ表示



このようにstreamlitの関数を使うことで非常に簡単にグラフを表示させることが出来ます。また、
表示されたグラフにカーソルを持っていくと、その座標における値も自動表示されたり、更には拡

大・縮小といった動的なアクションをすることも可能です。

　次に、グラフ表示方法の2つ目として、matplotlibのような外部ライブラリを使用する方法を見て
いきましょう。

　まずはmatplotlibをインストールし、インポートします。

pip install matplotlib

import matplotlib.pyplot as plt

　

　次に、matplotlibを使用してグラフを生成します。ここでは、xとyというリストを生成し、その中に
ダミーデータを入れておきます。そしてこれを折れ線グラフとして表示します。

fig = plt.figure(figsize=(10, 5))
ax = plt.axes()
x = [105, 210, 301, 440, 500]
y = [10, 20, 30, 50, 60]
ax.plot(x, y)

　上のコードでは、matplotlibによるグラフを生成しただけですので、これをstreamlitから呼び出す
ためには以下のコードを最後に追加します。

st.pyplot(fig)

　これでPythonファイルを保存してブラウザをリロードしてみましょう。リロードすると、matplotlibを
使った方にとっては馴染みがあるデザインのグラフが表示されました。matplotlibを使用したグラ
フ表示は、streamlitが用意しているグラフ生成関数とは異なり、拡大・縮小といった動的な動きを
させることは出来ませんので、その点だけ注意が必要です。



図2.6 streamlitからmatplotlibを使ったグラフ表示

地図グラフの表示（2次元マッピング）
　streamlitにおける地図グラフの表示をやっていきますが、この項ではまずは2次元地図への
マッピングについてです。ここでは、東京の県庁所在地周辺に生成した乱数データをプロットして

みます。東京の県庁所在地の緯度経度は、緯度=35.69、経度=139.69と定義します。

tokyo_lat = 35.69
tokyo_lon = 139.69

df_tokyo = pd.DataFrame(
np.random.randn(1000, 2) / [50, 50] + [tokyo_lat, tokyo_lon],
columns = [‘lat’, ‘lon’]

)

　上のコードについて詳しく見ていきましょう。まず、乱数を生成するには以前も学習したnumpyを
使うことで実現が出来ます。今回は1000行2列になるように乱数を生成しています。その後にそ
れぞれの列の値に対して50で割っていますが、これは生成された乱数の値が大きいため、桁を
小さくするために行っている処理になります。緯度経度は1度違うだけで全く異なる位置を示して
しまうため、それを防ぐ目的でこのような処理を入れています。そのため、必ずしも50である必要
はありません。そして、東京の県庁所在地周辺にデータをマップしたいので、生成された乱数に

東京の緯度経度をプラスしています。

　streamlitは二次元地図グラフの表示を行うための関数として、st.mapが用意されているので最
後に以下のコードを追加してあげます。

st.map(df_tokyo)



　これでstreamlitを起動してみましょう。東京の県庁所在地付近に赤いプロットがされていること
が確認できたと思います。また、地図を拡大・縮小したりといったインタラクティブな動作をするこ

とも出来ます。

図2.7 streamlitでの2次元マッピング

地図グラフの表示（3次元マッピング）
　streamlitにおける3次元地図へのマッピングについて学んでいきます。3次元地図へのマッピン
グはstreamlitの他にpydeckライブラリも必要となります。最新版のstreamlitをインストールしてい
ただければpydeckは自動的に一緒にインストールされているはずですので、importをするだけで
使えるようになります。

import pydeck as pdk

　前項と同じく、東京の県庁所在地周辺にデータをマッピングしたいと思いますので、再度同じ

DataFrameを作成しておきます。

tokyo_lat  =  35.69
tokyo_lon = 139.69

df_tokyo = pd.DataFrame(
np.random.randn(1000, 2) / [50, 50] + [tokyo_lat, tokyo_lon],
columns = [‘lat’, ‘lon’]

)

　ここからはpycekの設定を行っていきましょう。まず、pycekには地図上のどこに着目するかを設
定できるViewStateメソッドがありますのでこちらを指定します。latitudeとlongitudeには緯度経度
情報、pitchはどの角度から見たいかを指定する引数で、zoomは拡大率を指定する引数となりま
す。

https://deckgl.readthedocs.io/en/latest/


view = pdk.ViewState(latitude=tokyo_lat, longitude=tokyo_lon, pitch=50, zoom=11)

　次に、Layerの設定を行います。pydeckには様々な可視化方法がありますが、それらの内どの
可視化方法を使うかを設定します。ここでは、六角形のヒートマップで可視化してみます。六角形

ヒートマップを使用するにはHexagonLayerを指定します。get_positionには緯度経度情報を示す
列名を入力します。ここでは、df_tokyoの列名はlat, lonとしていますので、そのように指定しま
す。ただし、get_positionは一点注意として、経度・緯度の順番で指定する必要があります。
extrudedは六角形のヒートマップを立体的に表示するかどうかを指定する引数となります。

hexagon_layer = pdk.Layer(‘HexagonLayer’,
data=df_tokyo,
get_position=[‘lon’, ‘lat’],
elevation_scale=6,
radius=200,
extruded=True

)

　

　最後の設定は、viewとLayerの情報を使って地図へのレンダリングを行う設定です。これは
Deckメソッドを使います。

layer_map = pdk.Deck(layers=hexagon_layer, initial_view_state=view)

　pydeckの設定は完了したので、最後にstreamlitからpydeckを呼び出して3次元地図表示しま
す。

st.pydeck_chart(layer_map)

　これでstreamlitを起動してみましょう。表示された結果を見ると、六角形の立体的なヒートマップ
が表示されたと思います。2次元地図のときと同じく、地図を拡大・縮小したりといったインタラク
ティブな動作をすることも出来ます。



図2.8 streamlitとpydeckを使った3次元マッピング

画像の表示

　streamlitは任意の画像を表示することが出来ます。画像を取り扱うので、ここでは画像処理ラ
イブラリPILを使用します。PILはstreamlitをインストールしたタイミングで自動的に一緒にインス
トールされているはずですので、importをするだけで使えるようになります。

from PIL import Image

　次に表示させたい画像を準備してください。ここでは、sample.jpgという画像ファイルを準備した
とします。

　まずはPILを使って画像を読み込みます。

image = Image.open(‘sample.jpg’)

　そして、streamlitを使って読み込んだPIL形式の画像を表示させます。引数としてキャプションを
付けることも出来ます。

st.image(image, caption=’サンプル画像’)

　これでstreamlitを起動してみましょう。無事に準備した画像がキャプション付きで表示されたと
思います。

https://pillow.readthedocs.io/en/stable/


インタラクティブ機能（ボタン）

　streamlitのインタラクティブ機能の一つとして、ボタンについて学習をしていきましょう。シンプル
なボタンを使うには、st.buttonを使うことで実現できます。ボタンに表示する文字も丸括弧の中で
指定が可能です。

option_button = st.button(‘ボタン’)

　生成したボタンオブジェクトのTrueまたはFalseに合わせて処理を変えることも可能です。ここで
は、ボタンが押されたら「ボタンが押されました」と表示し、ボタンが押されなければ「ボタンを押し

てください」と表示するようにしてみます。

if option_button == True:
st.write(‘ボタンが押されました’)

else:
st.write(‘ボタンを押してください’)

　これでstreamlitを起動してみましょう。ボタンが表示され、クリックすると「ボタンが押されました」
と変更されるようになります。

図2.9 ボタンウィジェット

インタラクティブ機能（ラジオボタン）

　streamlitのインタラクティブ機能として、ラジオボタンについて学習をしていきましょう。st.radioを
使うことでラジオボタンが生成されます。丸括弧の中は2つの引数が設定出来、1つ目は見出しと
なる文字列です。2つ目は、ラジオボタンの隣に表示される文字列です。もし複数のラジオボタン
を表示したい場合は、2つ目の引数は丸括弧の中にカンマ区切りで文字列や数値を入力します。

option_radio = st.radio(
“好きな果物を選んでください”,
(‘りんご’, ‘バナナ’, ‘オレンジ’, ‘その他’))

st.write(‘あなたが選んだ果物は：’, option_radio)

　これでstreamlitを起動します。ラジオボタンが表示され、それぞれのボタンを選択すると「あなた
が選んだ果物は：」の隣に表示される文字列が変わることが確認できます。



図2.10 ラジオボタンウィジェット

インタラクティブ機能（チェックボックス）

　streamlitのインタラクティブ機能として、チェックボックスについて学習をしていきましょう。
st.checkboxを使うことでチェックボックスを生成できます。チェックボックスの隣に表示する文字も
丸括弧の中で指定が可能です。ここでは、チェックボックスにチェックが付いたらPandasの
DataFrameを表示させるようにしてみます。

option_check = st.checkbox(‘DataFrameの表示’)

df = pd.DataFrame({
‘first column’: [1, 2, 3, 4],
‘second column’: [40, 30, 20, 10]

})

if option_check == True:
st.write(df)

　これでstreamlitを起動します。チェックボックスが表示され、チェックを付けるとDataFrameが表
示されます。



図2.11 チェックボックスウィジェット

インタラクティブ機能（セレクトボックス）

　streamlitのインタラクティブ機能として、セレクトボックス(ドロップダウン)について学習をしてい
きましょう。st.selectboxを使うことでセレクトボックスを生成できます。セレクトボックスについては
以前学んでいるラジオボタンとコードの記述方法は似ています。

option_select = st.selectbox(
“どれか一つ選択してください”,
(‘A’, ‘B’, ‘C’))

st.write(‘あなたが選んだのは：’, option_select)

　これでstreamlitを起動します。セレクトボックスが表示され、デフォルトではセレクトボックスの中
身はAが選択されています。セレクトボックスをクリックすると、他の選択肢も表示されますので任
意のものを選択出来ます。

図2.12 セレクトボックスウィジェット



インタラクティブ機能（マルチセレクト）

　streamlitのインタラクティブ機能として、マルチセレクトについて学習をしていきましょう。マルチ
セレクトはセレクトボックスの中から2つ以上の項目を選択する機能になります。st.multiselectを
使うことでマルチセレクトを生成できます。1つ目と2つ目の引数は、セレクトボックスの時と同じ意
味になります。3つ目の引数は、デフォルトで選択される項目の指定となります。

option_multi = st.multiselect(
‘好きな色を選択してください’,
[‘緑’, ‘黄色’, ‘赤’, ‘青’],
[‘黄色’, ‘赤’]

)

　これでstreamlitを起動します。マルチセレクトが表示され、デフォルトで選択されるように設定し
た項目が既に選択されていることがわかります。セレクトボックスをクリックすると、他の選択肢も

表示されますので任意のものを追加選択出来ます。もし選択した項目を外したい場合は、各項目

の隣の✕ボタンをクリックすると選択肢から外れます

図2.13 マルチセレクトウィジェット

インタラクティブ機能（スライダー）

　streamlitのインタラクティブ機能として、スライダーについて学習をしていきましょう。st.sliderを
使うことでスライダーを生成できます。スライダーは最小値や最大値、更にはステップ数とデフォ

ルトの値を引数で指定することが出来ます。

age = st.slider(‘あなたの年齢を教えて下さい’, min_value=0, max_value=130, step=1, value=20)
st.write(‘私の年齢は’, age, ‘です’)

　これでstreamlitを起動します。スライダーが表示され、引数に設定した最小値、最大値、デフォ
ルトの値が表示されています。スライダーを左右に動かしてみましょう。引数に設定したステップ

数で値が変化することが確認できます。



図2.14 スライダーウィジェット

インタラクティブ機能（サイドバー）

　streamlitのインタラクティブ機能として、サイドバーについて学習をしていきましょう。これまで学
習してきたウィジェットはブラウザ上では一つのレイアウト内で使っていました。サイドバーはブラ

ウザのレイアウトを左右に分割し、その内の左側のレイアウトにウィジェットを追加することが出

来ます。st.sidebarを使うことでサイドバーを生成できます。ここでは、サイドバーにスライダーとセ
レクトボックスを追加するやり方を見てみます。

height = st.sidebar.slider(‘あなたの身長(cm)を入力してください’, min_value=0, max_value=200,
step=1, value=170)
st.write(‘私の身長は’, height, ‘cmです’)

gender = st.sidebar.selectbox(
‘あなたの性別を教えて下さい’,
[‘男性’, ‘女性’])

st.write(‘あなたの性別は：’, gender)

　これでstreamlitを起動します。ブラウザが左右に分かれて、左側のレイアウトにスライダーとセ
レクトボックスが表示されましたね。もちろんサイドバーに設定したウィジェットもインタラクティブな

動作が可能ですし、結果は右のレイアウトに表示されます。

図2.15 サイドバーウィジェット



インタラクティブ機能（プログレスバー）

　streamlitのインタラクティブ機能として、プログレスバーについて学習をしていきましょう。プログ
レスバーというのは、何か処理を行っているときにその進捗状況をわかりやすく可視化したもの

になります。st.progressを使うことでプログレスバーを生成出来ます。
　

　ここでは、繰り返し処理を使ってプログレスバーを使ってみましょう。単純に繰り返し処理を行う

とすぐに処理が終わってしまいプログレスバーの進捗が少し見づらくなるので、繰り返し処理の

中で0.01秒間の保留時間を持たせてあげます。そのためにstreamlitの他にもtimeモジュールを
インポートします。

import time

　今回はボタンを設置して、ボタンをクリックしたらプログレスバーを含めた一連の処理が動くよう

にします。st.progressの丸括弧の引数は初期値の指定となります。

progress_button = st.button(‘プログレスボタン’)
if progress_button == True:

st.write(‘処理を開始します’)
my_bar = st.progress(0)
for percent_complete in range(100):

time.sleep(0.01)
my_bar.progress(percent_complete+1)

st.text(‘処理が終了しました’)
else:

st.write(‘プログレスボタンを押してください’)

　これでstreamlitを起動します。表示されているボタンをクリックすると、プログレスバーが動作す
ることを確認出来ます。一番右端までプログレスバーが進むと、「処理が終了しました」というメッ

セージが下に表示されます。

図2.16 プログレスバーウィジェット



第3章　インタラクティブダッシュボード開発のための
オープンデータの入手

RESAS（地域経済分析システム）について
　本章からstreamlitを活用したインタラクティブダッシュボードの開発を行っていきます。本書で
は、日本政府によって開発・運用が行われている地域経済分析システム(以下、「RESAS」と呼
ぶ)のオープンデータを活用し、ダッシュボードの開発を行っていきます。RESASは、地域経済に
関する様々なデータを、地図やグラフを使って非常にわかりやすくまとめているシステムです。

RESASで提供されているオープンデータは利用規約を守れば誰でも使うことが出来ます。

図3.1 RESAS公式サイトトップ画面
RESAS公式サイト( https://resas.go.jp/#/13/13101 )より引用

本書で使うデータの入手

　RESASには、農業や観光、人口といったカテゴリーのデータや統計情報を見ることが出来ま
す。本書はその中の、「日本国民の一人あたり賃金データ」を使って、ダッシュボードを作成して

いきます。

　RESASの公式サイトのメインメニューから、「産業構造マップ / 雇用 / 一人あたり賃金」と選択
(2021年7月時点でのページ構成です。)して、日本国民の一人あたり賃金データが地図上にヒー
トマップで可視化されているページに移動します。ページ右側にある「グラフを表示」ボタンをク

リックし、一人あたり賃金データが折れ線グラフ表示されるページに移動します。

折れ線グラフ表示されるページの右側に表示されている「データをダウンロード」ボタンをクリック

すると、グラフ表示されている元のデータ(zip形式)がダウンロードされます。

https://resas.go.jp/#/13/13101
https://resas.go.jp/#/13/13101
https://resas.go.jp/#/13/13101


図3.2 RESAS公式サイト(
https://resas.go.jp/municipality-wages/#/map/13/13101/2019/-/-/1/0/5.333900736553437/41.

42090017812787/142.29371418128918/- )より引用

　ダウンロードされたzip形式ファイルを展開します。展開されたフォルダには、以下の6つのCSV
ファイルが確認できるはずです。

● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_全産業.csv
● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_大分類.csv
● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_中分類.csv
● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_都道府県_全産業.csv
● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_都道府県_大分類.csv
● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_都道府県_中分類.csv

　本書では、ダウンロードされた6つのファイルの内、以下に記載した3つのファイルを使って一人
あたり賃金データに関するダッシュボードの開発を行っていきます。

● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_全産業.csv
● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_大分類.csv
● 雇用_医療福祉_一人当たり賃金_都道府県_全産業.csv

RESAS利用規約を確認しよう
　具体的にダッシュボード開発を行う前にRESASの利用規約を確認しておきましょう。RESASの
データはオープンデータとして利用規約の範囲内であれば誰でも使える形となっています。その

ため、データを活用する前に必ず利用規約を確認するようにしてください。

例えば、RESASのデータを使って公衆送信などをする場合はデータの出典元の記載が利用規
約として定められていますので注意してください。

https://resas.go.jp/municipality-wages/#/map/13/13101/2019/-/-/1/0/5.333900736553437/41.42090017812787/142.29371418128918/-
https://resas.go.jp/municipality-wages/#/map/13/13101/2019/-/-/1/0/5.333900736553437/41.42090017812787/142.29371418128918/-


　その他にも利用規約ページに詳細が載っていますので、必ず目を通してからデータを利用する

ようにしてください。

　(RESASの利用規約ページ：https://opendata.resas-portal.go.jp/terms.html )

　また、RESASに限らずオープンデータを使う際は、データ元の利用規約を確認することを習慣
化するようにしましょう。

https://opendata.resas-portal.go.jp/terms.html


第4章　インタラクティブダッシュボードの開発
　本章ではいよいよRESASの日本国民一人当たり賃金データを使ったインタラクティブダッシュ
ボードの開発を行っていきます。

　ダッシュボード開発にあたり、日本(47都道府県)の県庁所在地の緯度経度情報が必要になる
場面があります。ご自身で県庁所在地の緯度経度情報をCSV形式で準備していただいても良い
ですし、私の方でまとめたものがありますので、こちらを使って頂いた方が手間が省けますので

適宜お使いください。データは私のブログ(下記URL)からダウンロード出来ます。

　47都道府県の県庁所在地の緯度経度データ：https://techtech-sorae.com/jp_city_latlon/

Plotlyについて
　インタラクティブなダッシュボードを作る上でもう一つ大事なライブラリをインストールしていきま

しょう。本書では、Plotlyと呼ばれるオープンソースでインタラクティブなデータ可視化ツールを
使っていきますが、その中でもPlotly Expressと呼ばれるハイレベルなAPI群を使用していきま
す。

　

　Plotly ExpressはPandasのDataFrameを直接扱える点が特徴的で、可視化された図表はズー
ムインやズームアウト、更にはグラフの要素にカーソルを合わせると数値が表示されるといった

インタラクティブなグラフを作成することが可能です。また、アニメーションを作ることが出来ます

ので非常にリッチな情報を盛り込むことが出来ます。

図3.3 Plotly Express公式サイトページ

https://techtech-sorae.com/jp_city_latlon/
https://plotly.com/python/plotly-express/


Plotly Express公式サイト( https://plotly.com/python/plotly-express/ )より引用

Plotlyのインストールとインポート
ここでは、Plotlyが使えるようにしていきます。
　まずはpipコマンドでインストールを行います。ターミナルで以下のコマンドを入力してEnterキー
を押します。

pip install plotly

Plotlyが無事にインストールされたら、次はインポートを行います。VS Codeでインポートをするた
めのコードを書いてみます。

import plotly.express as px

そして、次項からダッシュボードの開発を行っていきますので、その他使用するライブラリも合わ

せてインポートしておきます。

import numpy as np
import pandas as pd
import streamlit as st
import pydeck as pdk

この段階で一度Pythonファイルを実行してみましょう。何もエラーが表示されなければ無事に
Plotly含めて必要なライブラリが使える状態になりました。

　次項からは、一人当たり賃金データを使ったダッシュボード開発にチャレンジしていきましょう。

都道府県別一人あたり平均賃金を日本地図にヒートマップ表示

　この項では、都道府県別の一人あたり平均賃金を日本地図にヒートマップ表示してみましょう。

　まずはダッシュボードのタイトルを書いておきます。

st.title(‘日本の賃金データダッシュボード’)

　次に、RESASからダウンロードしたCSVファイルをPandasのDataFrame型として読み込みま
す。ここでは各CSVファイルはcsv_dataというフォルダに格納されているという前提で進めていき
ます。また、RESASのCSVファイルを開いて中身を確認してもらうと、列名が日本語で記載され
ています。列名が日本語のCSVファイルをPandasのread_csvメソッドを使って読み込む際には、
エンコーディングの指定が必要になります。

https://plotly.com/python/plotly-express/


df_jp_ind = pd.read_csv(‘./csv_data/雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_全産業.csv’,
encoding=’shift_jis’)
df_jp_category = pd.read_csv(‘./csv_data/雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_大分類.csv’,
encoding=’shift_jis’)
df_pref_ind = pd.read_csv(‘./csv_data/雇用_医療福祉_一人当たり賃金_都道府県_全産業.csv’,
encoding=’shift_jis’)

　元となるデータを読み込めたので、次にpydeckを使って2019年の都道府県別の一人あたり平
均賃金を日本地図にヒートマップ表示していきます。地図上のどこに可視化するかをあらかじめ

決める必要がありますので、ここでは47都道府県の県庁所在地を基準に可視化します。47都道
府県の県庁所在地の緯度経度情報は、本章の冒頭で準備したのでそのデータを使っていきま

す。

st.header(‘2019年：一人あたり平均賃金のヒートマップ’)
jp_lat_lon = pd.read_csv(‘./pref_lat_lon.csv’)

　次に、RESASのデータと緯度経度データを都道府県名をキーにして結合を行い、一つの
DataFrameにしていきます。そのためにはまずjp_lat_lonのDataFrameの列名’pref_name’を’都
道府県名’に変更します。

jp_lat_lon = jp_lat_lon.rename(columns={‘pref_name’: ‘都道府県名’})

　使用するRESASのデータは、都道府県ごと全産業のデータを使っていきますのでdf_pref_ind
となります。また、年齢は’年齢計’かつ集計年は’2019年’という条件に絞って使っていきます。ここ
では、条件で絞ったDataFrameはdf_pref_mapという名前を付けておきます。

df_pref_map = df_pref_ind[(df_pref_ind[’年齢’] == ‘年齢計’) & (df_pref_ind[’集計年’] == 2019)]

　これで結合するための前準備が整いましたので、DataFrameの結合処理をやっていきましょ
う。ある列をキーとして横に結合する処理を行う場合は、pandasのmergeメソッドを使います。今
回の場合、キーは’都道府県名’としますので以下のようになります。

df_pref_map = pd.merge(df_pref_map, jp_lat_lon, on=’都道府県名’)

　ここまでで出来上がったDataFrameをマジックコマンドで確認しておきます。

df_pref_map

　それではstreamlitを起動してみましょう。すると、列数が9で、行数は46の表が表示されます。
表を見てみると、RESASの都道府県ごと全産業のデータと県庁所在地の緯度経度情報が結合
された状態になっています。



図3.4 RESAS(都道府県別全産業)と県庁所在地の緯度経度データを結合したDataFrame

　　次に、ヒートマップで可視化する際に傾向をわかりやすくするために、ここでは以下計算式に

示す正規化という処理を用いて一人あたり賃金を最小値0、最大値1となるようにしていきます。

𝑦 =     
𝑥 − 𝑥

𝑚𝑖𝑛

𝑥
𝑚𝑎𝑥

 − 𝑥
𝑚𝑖𝑛

　

　

　まずは正規化した値を格納するための列を新しく作りますが、ここでは列名を’一人当たり賃金
（相対値）’とします。注意点として、’（相対値）’の部分の丸括弧は全角で入力するようにしてくださ
い。この後の地図上へのマッピングの際にpydeckを使っていきますが、半角の丸括弧だとエラー
が発生してしまうので、そのエラーに対する回避策となります。

df_pref_map[‘一人当たり賃金（相対値）’] = ((df_pref_map[‘一人当たり賃金（万円）’] - df_pref_map[‘一
人当たり賃金（万円）’].min()) / (df_pref_map[‘一人当たり賃金（万円）’].max() - df_pref_map[‘一人当たり
賃金（万円）’].min()))

　ここまでの準備で地図上へマッピングするためのDataFrameが完成しました。ここからはマッピ
ングするための設定として、pydeckの設定を行っていきましょう。まずはviewの設定です。ここで
は東京の県庁所在地を中心に、拡大率が4、角度は40.5度としておきます。

view = pdk.ViewState(
longitude = 130.691648,



latitude = 35.689185,
zoom = 4,
pitch = 40.5

)

　次にLayerの設定を行っていきましょう。今回はヒートマップで可視化をしたいので、’
HeatmapLayer’というものを使います。opacityはヒートマップを可視化した際の不透明度を指定
できる引数で、get_weightについては与えられたDataFrameが複数列あった場合にどの列を対
象とするかを指定する引数となります。

layer = pdk.Layer(
“HeatmapLayer”,
data = df_pref_map,
opacity = 0.4,
get_position = [“lon”, “lat”],
threshold = 0.3,
get_weight = ‘一人当たり賃金（相対値）’

)

　ViewとLayerの設定が完了したので、後はDeckの設定を行いstreamlitからpydeckを呼び出し
て完成となります。

layer_map = pdk.Deck(
layers = layer,
initial_view_state = view

)
st.pydeck_chart(layer_map)

　

　ここまでで地図上へのマッピングの処理は完成しました。最後に具体的な値も確認できるように

チェックボックスの有無によってDataFrameが表示されるような仕組みも作っておきます。

show_df = st.checkbox(‘Show DataFrame’)
if show_df == True:

st.write(df_pref_map)

　これでstreamlitを起動します。日本地図上に一人当たり賃金の正規化された値がヒートマップ
として表示されたことが確認できました。このデータからひと目で分かる通り、東京を含む関東や

大阪を中心とした関西地方で一人当たり賃金が高い傾向にあることがわかります。また、地図の

下にあるチェックボックスにチェックを付けると元となるデータも表示されました。



図3.5 日本の47都道府県での一人当たり賃金のヒートマップ
(RESAS(地域経済分析システム)を加工して作成)

集計年別の一人あたり平均賃金の推移をグラフ表示

　この項では、集計年別の一人当たり平均賃金の推移を折れ線グラフ表示してみましょう。表示

する折れ線グラフには2つの情報を可視化します。1つ目は日本全国の平均賃金。そして2つ目
は都道府県別の平均賃金とします。

　まずは全国の一人当たり平均賃金を抽出しますが、ここでは年齢については’年齢計’に絞って
見ていきます。また、全国データであることがわかるように列名は、’全国_一人当たり賃金（万
円）’に変更しておきましょう。

st.header(‘集計年別の一人当たり賃金（万円）の推移’)



df_ts_mean = df_jp_ind[df_jp_ind[“年齢”] == “年齢計”]
df_ts_mean = df_ts_mean.rename(columns={‘一人当たり賃金（万円）’: ‘全国_一人当たり賃金（万円）’})

　ここからは、都道府県別のデータを準備していきます。年齢については、全国の時と同じように’
年齢計’に絞ります。そして都道府県別のデータについては、セレクトボックスを使って表示させた
い都道府県を選択出来るような形にします。そのためにはRESASのデータから都道府県の固有
値を取得する必要があります。

df_pref_mean = df_pref_ind[(df_pref_ind[“年齢”] == “年齢計”)]
pref_list = df_pref_mean[‘都道府県名’].unique()
option_pref = st.selectbox(‘都道府県’, (pref_list))
df_pref_mean = df_pref_mean[df_pref_mean[‘都道府県名’] == option_pref]

　ここまでの前準備で全国平均と都道府県別の平均賃金それぞれにおけるDataFrameが完成し
ました。次に2つのDataFrameを’集計年’をキーとし、結合を行います。結合されたDataFrameは
更にグラフを描くために必要な列だけに絞り、集計年については列からインデックスに変更しま

す。

df_mean_line = pd.merge(df_ts_mean, df_pref_mean, on=’集計年’)
df_mean_line = df_mean_line[[‘集計年’, ‘全国_一人当たり賃金（万円）’, ‘一人当たり賃金（万円）’]]
df_mean_line = df_mean_line.set_index(‘集計年’)

　これでグラフを描くための準備が出来ました。最後にstreamlitを使って折れ線グラフを書けるよ
うにしていきましょう。

st.line_chart(df_mean_line)

　これでstreamlitを起動します。都道府県を選択出来るセレクトボックスがあり、その下に折れ線
グラフが表示されています。折れ線グラフについては、オレンジ色が全国の一人当たり賃金につ

いての推移で、青は選択した都道府県の一人当たり賃金の推移を示しています。また、セレクト

ボックスから都道府県を変更するとグラフも動的に変化します。



図3.6 集計年別の一人当たり賃金の推移
(出典：RESAS(地域経済分析システム))

年齢階級別の全国一人あたり平均賃金をバブルチャート表示

　この項では、年齢階級別の全国一人あたりの平均賃金をバブルチャート表示していきましょう。

ここでは横軸に一人当たり賃金、縦軸に年間賞与その他特別給与額（万円）とし、バブルの大き

さは所定内給与額（万円）とします。また、集計年ごとの時系列変化も見たいので、Plotly
Expressを使って最終的には推移がわかるような形でアニメーション表示していきます。

　まずは全国の一人当たり賃金データから必要なデータのみに絞ります。ここでは、年齢が’年齢
計’については対象外とし、それ以外の年齢階級のデータを取得します。

st.header(‘年齢階級別の全国一人当たり平均賃金（万円）’)

df_mean_bubble = df_jp_ind[df_jp_ind[‘年齢’] != ‘年齢計’]

　DataFrameの準備はこれだけですので、次にPlotlyでバブルチャートを描く設定を行っていきま
す。Plotlyでバブルチャートを描くには、scatterメソッドを使用します。x, y, sizeの引数にはそれぞ
れの軸で使いたい項目を入力します。colorはプロットされるどのグループに対して色分けするか
を指定できる引数ですが、ここでは”年齢”としています。そして、今回はアニメーション表示もさせ
たいので、animation_frameとanimation_groupという2つの引数を指定しています。

fig = px.scatter(df_mean_bubble,
x = “一人当たり賃金（万円）”,



y = “年間賞与その他特別給与額（万円）”,
range_x = [150, 700],
range_y = [0, 150],
size = “所定内給与額（万円）”,
size_max = 38,
color = “年齢”,
animation_frame = “集計年”,
animation_group = “年齢”

)

　

　これでグラフを描くための準備が出来ました。最後にstreamlitを使ってPlotlyを呼び出してバブ
ルチャートを描きましょう。

st.plotly_chart(fig)

　これでstreamlitを起動します。縦軸と横軸、そしてバブルサイズはあらかじめ指定した引数で設
定されていることが確認できます。また、バブルの色は年齢階級別に分けられています。グラフ

の下には再生ボタンと停止ボタンがあり、再生ボタンを押すと集計年ごとにバブルチャートが更

新されていき、ひと目で時系列的な推移も確認出来ます。このようにバブルチャートとアニメー

ションの組み合わせで一つのグラフに4次元の情報を持たせる事が出来ます。

図3.7 年齢階級別の全国一人当たり平均賃金のバブルチャート
(出典：RESAS(地域経済分析システム))



産業別の平均賃金を横棒グラフ表示

　この項ではダッシュボード開発の最後として、産業別の平均賃金を横棒グラフ表示していきま

しょう。ここでは、年齢階級ごとの推移も見ていきますので、前項と同じようにアニメーションも付

けていきます。

　はじめに、集計年や賃金の種類についてもセレクトボックスで選択できるようにしていきます。

集計年は固有値を取得し、賃金の種類については三種類しか無いのでリスト型として直接入力

しておきます。そして、DataFrameから選択された集計年でデータを絞ります。

st.header(‘産業別の賃金推移’)

year_list = df_jp_category[‘集計年’].unique()
option_year = st.selectbox(‘集計年’, (year_list))

wage_list = [‘一人当たり賃金（万円）’, ‘所定内給与額（万円）’, ‘年間賞与その他特別給与額（万円）’]
option_wage = st.selectbox(‘賃金の種類’, (wage_list))

df_mean_categ = df_jp_category[(df_jp_category[“集計年”] == option_year)]

　賃金の種類によって値のバラつきが大きいので、このままグラフ表示してしまうと見にくいもの

が出てきてしまいます。例えば、’一人当たり賃金（万円）’は数百万円〜一千万円単位ですが、’
所定内給与額（万円）’は数十万円単位ですので、グラフ表示するときは軸の最大値を賃金の種
類に応じて変動させた方が見やすくなります。そこで、選択された賃金の種類の最大値を取得

し、更にそこからマージンを少し持たせるためにプラス50した値を事前に格納しておきます。

max_x = df_mean_categ[option_wage].max() + 50

　事前準備はこれで完了ですので、次にPlotlyで横棒グラフを描く設定を行っていきます。Plotly
で棒グラフを描くには、barメソッドを使用します。barメソッドのデフォルトは縦棒グラフ表示です
が、引数orientationを’h’に指定することで、横棒グラフ表示にする事が出来ます。そしてx軸の最
大値は先ほど定義したmax_xにして賃金の種類に応じて変化させることにします。

fig = px.bar(df_mean_categ,
x=option_wage,
y=”産業大分類名”,
color=”産業大分類名”,
animation_frame=”年齢”,
range_x=[0, max_x],
orientation=’h’,
width=800,
height=500)

　これでグラフを描くための準備が出来ました。最後にstreamlitを使ってPlotlyを呼び出して横棒
グラフを描きましょう。



st.plotly_chart(fig)

　これでstreamlitを起動してみましょう。集計年と賃金の種類を選択できるセレクトボックスが表
示され、その下には横棒グラフが表示されます。集計年あるいは賃金の種類を変更するとそれ

に合わせてグラフも更新されます。また、横棒グラフはx軸に賃金の種類、縦軸は産業ごとになっ
ています。更にアニメーションの再生ボタンをクリックすると、年齢階級ごとにグラフが更新されて

いきます。

図3.8 産業別年齢階級別の賃金推移
(出典：RESAS(地域経済分析システム))

　

ソースコード全体

　第4章のダッシュボード開発のためのソースコード全体を以下に記します。



import plotly.express as px
import numpy as np
import pandas as pd
import streamlit as st
import pydeck as pdk

st.title(‘日本の賃金データダッシュボード’)

df_jp_ind = pd.read_csv(‘./csv_data/雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_全産業.csv’,
encoding=’shift_jis’)
df_jp_category = pd.read_csv(‘./csv_data/雇用_医療福祉_一人当たり賃金_全国_大分類.csv’,
encoding=’shift_jis’)
df_pref_ind = pd.read_csv(‘./csv_data/雇用_医療福祉_一人当たり賃金_都道府県_全産業.csv’,
encoding=’shift_jis’)

st.header(‘2019年：一人あたり平均賃金のヒートマップ’)
jp_lat_lon = pd.read_csv(‘./pref_lat_lon.csv’)
jp_lat_lon = jp_lat_lon.rename(columns={‘pref_name’: ‘都道府県名’})

df_pref_map = df_pref_ind[(df_pref_ind[’年齢’] == ‘年齢計’) & (df_pref_ind[’集計年’] == 2019)]
df_pref_map = pd.merge(df_pref_map, jp_lat_lon, on=’都道府県名’)
df_pref_map[‘一人当たり賃金（相対値）’] = ((df_pref_map[‘一人当たり賃金（万円）’] - df_pref_map[‘一
人当たり賃金（万円）’].min()) / (df_pref_map[‘一人当たり賃金（万円）’].max() - df_pref_map[‘一人当たり
賃金（万円）’].min()))

view = pdk.ViewState(
longitude = 130.691648,
latitude = 35.689185,
zoom = 4,
pitch = 40.5

)

layer = pdk.Layer(
“HeatmapLayer”,
data = df_pref_map,
opacity = 0.4,
get_position = [“lon”, “lat”],
threshold = 0.3,
get_weight = ‘一人当たり賃金（相対値）’

)

layer_map = pdk.Deck(
layers = layer,
initial_view_state = view

)
st.pydeck_chart(layer_map)
show_df = st.checkbox(‘Show DataFrame’)
if show_df == True:

st.write(df_pref_map)



st.header(‘集計年別の一人当たり賃金（万円）の推移’)

df_ts_mean = df_jp_ind[df_jp_ind[“年齢”] == “年齢計”]
df_ts_mean = df_ts_mean.rename(columns={‘一人当たり賃金（万円）’: ‘全国_一人当たり賃金（万円）’})

df_pref_mean = df_pref_ind[(df_pref_ind[“年齢”] == “年齢計”)]
pref_list = df_pref_mean[‘都道府県名’].unique()
option_pref = st.selectbox(‘都道府県’, (pref_list))
df_pref_mean = df_pref_mean[df_pref_mean[‘都道府県名’] == option_pref]

df_mean_line = pd.merge(df_ts_mean, df_pref_mean, on=’集計年’)
df_mean_line = df_mean_line[[‘集計年’, ‘全国_一人当たり賃金（万円）’, ‘一人当たり賃金（万円）’]]
df_mean_line = df_mean_line.set_index(‘集計年’)

st.line_chart(df_mean_line)

st.header(‘年齢階級別の全国一人当たり平均賃金（万円）’)

df_mean_bubble = df_jp_ind[df_jp_ind[‘年齢’] != ‘年齢計’]

fig = px.scatter(df_mean_bubble,
x = “一人当たり賃金（万円）”,
y = “年間賞与その他特別給与額（万円）”,
range_x = [150, 700],
range_y = [0, 150],
size = “所定内給与額（万円）”,
size_max = 38,
color = “年齢”,
animation_frame = “集計年”,
animation_group = “年齢”

)

st.plotly_chart(fig)

st.header(‘産業別の賃金推移’)

year_list = df_jp_category[‘集計年’].unique()
option_year = st.selectbox(‘集計年’, (year_list))

wage_list = [‘一人当たり賃金（万円）’, ‘所定内給与額（万円）’, ‘年間賞与その他特別給与額（万円）’]
option_wage = st.selectbox(‘賃金の種類’, (wage_list))

df_mean_categ = df_jp_category[(df_jp_category[“集計年”] == option_year)]

max_x = df_mean_categ[option_wage].max() + 50

fig = px.bar(df_mean_categ,



x=option_wage,
y=”産業大分類名”,
color=”産業大分類名”,
animation_frame=”年齢”,
range_x=[0, max_x],
orientation=’h’,
width=800,
height=500)

st.plotly_chart(fig)



あとがき
　本書ではPythonを使ってデータ分析を行う人を対象に、Streamlitの基礎習得、更にはオープン
データを使ったインタラクティブなダッシュボード開発を体験していただくことを目的として執筆を

行いました。

　データ分析を行ってもその結果をなかなか社内の人に上手く伝えることが出来なかったり、ある

いはJupyterNotebookの結果を見せても実際に操作してもらうことが出来ないもどかしさを感じて
いた人は多かったと思います。フロントエンドのプログラミング言語を必要としないStreamlitはそ
ういった人にとって非常に強力な武器となります。

　本書がデータ分析の結果をわかりやすく伝えるための良いきっかけとなってもらえれば幸いで

す。

　手前味噌になってしまいますが、私はUdemyでプログラミングやデータサイエンスといったコー
スを公開しています。本書は「Streamlit, Pandas, Pythonで学ぶ！データ分析の基礎とインタラク
ティブダッシュボード作成入門」というコースを元にその一部を書籍化しました。この動画講座の

最後では、Streamlitで作成したダッシュボードをデプロイすることにもチャレンジしていますので、
興味がある方は是非チェックしてみてください。

　また、Udemyのお得なクーポンを私のメルマガ会員限定で定期的に発行していますので、クー
ポンを受け取りたい方は下記ページからメルマガ会員登録をしていただければと思います。

Udemyのお得なクーポンを受け取りたい方はこちら＞＞＞

　それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

やじろべえ

https://www.subscribepage.com/kindle_optin_page


著者プロフィール

やじろべえ

Udemy受講生2,900人以上(本書執筆時点)のベストセラー講師。

Udemy講師プロフィールはこちら＞＞＞

講師業の傍ら、ベンチャー企業の研究開発部門に在籍。ソフトウェアエンジニアリング・統計・
機械学習といった技術領域でビジネス価値を生み出すための業務に従事。

エンジニア以外の職種の方に対してもIT/データリテラシーの向上に少しでも貢献したいという
思いから、初学者にもなるべくわかりやすくかつ丁寧にプログラミングやデータサイエンスと
いったスキルを教えている。

運営ブログはこちら＞＞＞

　

　

https://www.udemy.com/user/yazirobee/
https://techtech-sorae.com/


Python, Pandas, Streamlitで体験するインタラクティブダッシュボード開発入門

2021年7月11日　初版発行
著者　やじろべえ

©やじろべえ, 2021年7月11日

● 本書の全部あるいは一部を無断で複製・転載・配信・送信、そして内容を無断で改変する

ことを禁止します。また、有償・無償に関わらず第三者に譲渡することはできません。

● 著者（やじろべえ）は、本書の情報の利用によって読者（利用者）等に何らかの損害が発

生したとしても、かかる損害については一切の責任を負うものではありません。


