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Python3 と NumPy，SciPy，Matplotlib で学ぶ 
数値計算 
Python は 2020 年の時点で最も普及しているコンピュータ言語の一つで，初心者にも使
いやすいと言われます。パソコン上で動作する多くのオペレーティング・システムで，多
くの機能や数値計算ライブラリも含めて，無料で利用することができます。macOS ver. 

10.5 Catalina には Python2.7.x と Python3.7.x が標準でインストールされていますし，
Microsoft Windows をオペレーティング・システムとするパソコンでも Python のインス
トールは容易です。

Python には 2.x.x のバージョンと 3.x.x のバージョンがあり，互換性のない部分がありま
す。Python 2.x.x バージョンもまだ使えるようですが，サポートは終了されています。「初
心者向けの Python 書籍や web サイトの情報」などで Python 2.x.x バージョンを使うことが
前提となっている内容のものも残っているので，注意が必要です。ここでは Python 3.x.x 
バージョンを使って数値計算の勉強をすることを試みます。

Python 標準のライブラリ math でも，ある程度の数値計算はできるのですが，ここでは非
標準としても既にかなり普及している数値計算ライブラリである NumPy と SciPy とを用
いることにします。特に NumPy は広く普及していて，多くの情報が比較的容易に得られ
ます。SciPy はそれほど広くは普及していないようですが，数値計算のために便利な機能
が搭載されています。

Python をインストールできたとしても，SciPy のように数値計算のための非標準のライブ
ラリをインストールすることは，少し面倒くさいことかもしれません。これらを含めて提
供されるような Anaconda と呼ばれるパッケージのようなものを使っても悪くはないかも
しれませんが，筆者は Python に標準で搭載される「パッケージ管理ツール」 pip というも
のを使っています。

Microsoft Windows 環境で Python が使えるようになっていれば，例えば Windows 

PowerShell を起動して，

とします。 “-m” のように py というコマンドのあとに空白，ハイフン記号のあとにアル
ファベット文字をつけるのは「フラグ flag を付ける」というコマンドの使い方で，そのコ
マンドの動作のしかたを「標準的な動作のしかた」から変更させるような意味で使われま

PS C:\Users\user_name> py -m pip install -U pip↩
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す。 “py -m pip …” は py に pip というモジュール module をスクリプトとして実行させ
るという意味， “pip install -U pip” の -U もフラグを付ける使い方で， pip に
アップグレード upgrade させるという意味です。ここでは pip に pip をアップグレードさ
せるように Python (py) に指示するという意味のことをしていることになります。このよ
うな指示をすれば，pip がアップグレードされます。アップグレードが完了した後に

とすれば NumPy ライブラリがインストールされ，

とすれば Matplotlib ライブラリがインストールされます。

NumPy がインストールされていることを前提として，NumPy を使うために最も手早い方
法は， Python のインタープリタを起動してから

と入力する方法でしょう。このフレーズの中の ”as np" は省略しても np を他の文字列
にしても NumPy は使えるのですが，もうこのフレーズは定着していて，NumPy を参照す
るときには np とするのが普通なので，ここでもそのようにします。

１．初等関数　Elementary functions 
初等関数のグラフを表示してみることにします。そのためには，グラフ表示用のライブラ
リ Matplotlib を使います。また，その中で，特にプロット表示用のモジュール pyplot を
使うために，

とするのも一般的です。

ここでは，「深層学習 deep learning」「機械学習 machine learning」「多重ニューラルネッ
トワーク multilayer artificial neural network」などと称される分野で「伝達関数 transfer 

function」として用いられる「シグモイド関数 sigmoid function」「ロジスティック関数 

logistic function」とも呼ばれる初等関数である双曲線正接関数 hyperbolic tangent 

function  のグラフの形状を確認してみます。

Microsoft Windows の環境であれば，PowerShell から

PS C:\Users\user_name> py -m pip install numpy↩

PS C:\Users\user_name> py -m pip install matplotlib↩

>>> import numpy as np↩

>>> import matplotlib.pyplot as plt↩

tanh x
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Microsoft Windows のコマンドスクリプト (cmd.exe) からであれば

Mac OS の「ターミナル」からなら

などとして Python のインタープリタ・システムを起動してから，

などと入力します。

ここで np.linspace( ) という指令は，等差数列を生成させることを意味し， 

x = np.linspace(-4,4,401)

は，配列  のための 401 要素のメモリ（記憶素子）領域を確保させ
て，64 bit 浮動小数点数で表現されるような 

 という値を代入させる意味です。 

y = np.tanh(x)

という指令で，配列  と同じ寸法の配列  を確保させて，各要素に  の計算結
果を記録させます。 

plt.plot(x,y)
で matplolib.pyplot に，  の値を横軸に，  の値を縦軸にした折れ線グラフを描かせ

ます。それをコンピュータの画面に表示させるためには，

plt.show()
とします。

たとえば，Fig. 1.1 のようなウィンドウが表示されるはずです。

PS C:\Users\user_name> py↩

C:¥Users¥user_name>py↩

C:¥Users¥user_name>python3

>>> import numpy as np↩
>>> import matplotlib.pyplot as plt↩
>>> x = np.linspace(-4,4,401)↩
>>> y = np.tanh(x)↩
>>> plt.plot(x,y)↩
>>> plt.show()↩

⋯

x = {x0, x1, ⋯, x400}
x0 = − 4, x1 = − 3.98, x2 = − 3.96, ⋯,

x400 = 4

x y yi = tanh xi

x y
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Fig. 1.1　Matplotlib.pyplot に表示させた双曲線正接関数のグラフ 

Python 用の数値計算ライブラリ NumPy で使える初等関数には，双曲線正接関数以外に，

以下のようなものがあります。

冪乗など 
べき

　二乗 square ：np.square(x) 

　平方根 square root ：np.sqrt(x)  

　立方根 cube root ：np.cbrt(x) 

　冪乗 power, ： x**y または np.power(x,y)
べき

指数関数と対数関数 exponential & logarithmic functions 
　指数関数 exponential function ：np.exp(x)， 
　自然対数 natural logarithm：np.log(x)， 
　常用対数 common logarithm：np.log10(x)

(x2)
( x)

( 3 x)
xy
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三角関数 trigonometric functions 
　正弦関数 sine function：np.sin(x)， 
　余弦関数 cosine function：np.cos(x)， 
　正接関数 tangent function ：np.tan(x)， 
　余割関数，正割関数，余接関数は提供されません。 

　必要であれば，1.0/np.sin(x) などとします。

逆三角関数 inverse trigonometric functions 

　逆正弦関数 arcsine function：np.arcsin(x)， 

　逆余弦関数 arccosine function：np.arccos(x)， 

　逆正接関数 arctangent function：np.arctan(x)， 

　逆余割関数，逆正割関数，逆余接関数は提供されません。 

　必要であれば，np.arcsin(1.0/x) などとします。

双曲線関数 hyperbolic functions 

　双曲線正弦関数 hyperbolic sine function：np.sinh(x)，
　双曲線余弦関数 hyperbolic cosine function：np.cosh(x)，

　双曲線正接関数 hyperbolic tangent function：np.tanh(x)，
　双曲線余割関数，双曲線正割関数，双曲線余接関数は提供されません  

　必要であれば，1.0/np.sinh(x) などとします。

逆双曲線関数 inverse hyperbolic functions 

　逆双曲線正弦関数 inverse hyperbolic sine function：np.arcsinh(x)
　逆双曲線余弦関数 inverse hyperbolic cosine function：np.arccosh(x)
　逆双曲線正接関数 inverse hyperbolic tangent function：np.arctanh(x)
　逆双曲線余割関数，逆双曲線正割関数，逆双曲線余接関数は 

　提供されません。必要があれば np.arcsinh(1.0/x) などとします。 

２．特殊関数　Special functions 
NumPy で使える特殊関数は多くありませんが，SciPy では多くの特殊関数のライブラリが
提供されます。MS Windows の PowerShell 環境で Python の pip を使って SciPy をインス
トールするには，

とします。インストールが完了すれば，

>>> import scipy.special as sp

PS C:\Users\user_name> py -m pip install scipy
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などとすれば， SciPy の特殊関数ライブラリを sp として使えるようになります。

ここでは，双曲線正接関数以外の関数で「シグモイド関数」と呼ばれることのある誤差関
数 error function のグラフを描かせてみることにします。

Python を起動したあとの手順は双曲線正接関数を表示させたときと同じで， 

 
とすれば，Fig. 1.2 のような誤差関数のグラフが表示されます。

 

Fig. 1.2　Matplotlib.pyplot に表示させた誤差関数のグラフ 

>>> import numpy as np↩
>>> import scipy.special as sp↩
>>> import matplotlib.pyplot as plt↩
>>> x = np.linspace(-4,4,400)↩
>>> y = sp.erf(x)↩
>>> plt.plot(x,y)↩
>>> plt.show()↩
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scipy.special で利用できる特殊関数には，たとえば以下のようなものがあります。
変数を  とする関数は浮動小数点数（実数）を変数とすることを意味し，変数を  とする
関数は ，２つの浮動小数点数で表される複素数を変数とすることを意味します。

誤差関数・ガンマ関数など

　誤差関数 error function：sp.erf(x)  

 

　相補誤差関数 complementary error function：sp.erfc(x) 

　尺度化複素相補誤差関数（ファデーバ関数）scaled complex complementary error  
　function (Faddeeva function)： 

　　sp.wofz(z) 

　フォークト関数 Voigt function： 

　　sp.voigt_profile(x, sigma, gamma) 

 

ただし   はガウス型関数，

はローレンツ型関数

 は  の実部を表す。

　フレネル積分（ ）：sp.fresnel(z)  

フレネル正弦積分 Fresnel sine：  

フレネル余弦積分 Fresnel cosine：

　ディガンマ関数 Digama function：sp.digamma(z) 

　（正則化された）第一種不完全ガンマ関数 

x z

erf(x) =
2

π ∫
x

0
e−t2dt

erfc(x) = 1 − erf(x) =
2

π ∫
∞

x
e−t2dt

w(z) = e−z2erfc(−iz) = e−z2 (1 +
2i

π ∫
z

0
et2 dt)

V(x; σ, γ) =
1

2πσ
ℜ w ( x + iγ

2σ ) = ∫
∞

−∞
G (y; σ)L (x − y; γ) dy

G (x; γ) =
1

2πσ
exp (−

x2

2σ2 )
L (x; γ) =

1
π γ (1 +

x2

γ2 )
−1

ℜ(z) z

S(z), C(z)

S(z) = ∫
z

0
sin

π t2

2
dt

C(z) ≡ ∫
z

0
cos

π t2

2
dt
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　(Regularized) incomplete Gamma function of the first kind ：sp.gammainc(a,z) 

　（正則化された）第二種不完全ガンマ関数 

　(Regularized) incomplete Gamma function of the second kind： 
　　sp.gammaincc(a,z)

　　　　

ベッセル関数 Bessel functions など

　第１種ベッセル関数 Bessel functions of the first kind：sp.jv(v,z)  

　第２種ベッセル関数（ノイマン関数） Bessel functions of the second kind  

　(Neumann functions)：sp.yv(v,z)

　第１種修正ベッセル関数 modified Bessel functions of the first kind： 

　sp.iv(v,z)  

　第２種修正ベッセル関数（マクドナルド関数） modified Bessel functions of the  
　second kind (MacDonald functions)：sp.kv(v,z)  

超幾何関数 Hyper geometric functions など

　超幾何関数 Hype geometric functions：sp.hyp2f1(a,b,c,z)

　　　　ただし，  はポッホハマー記号 (Pochhammer symbol) で，

　　　　　

　　　　とする。

P(α, z) =
1

Γ(α) ∫
z

0
tα−1e−t dt

Q(α, z) =
1

Γ(α) ∫
∞

z
tα−1e−t dt

Jv(z) =
∞

∑
m=0

(−1)m

m!Γ(m + α + 1) ( z
2 )

2m+α

Yv(z) =
Jα(z) cos(vπ) − J−v(z)

sin(vπ)

Iv(z) =
∞

∑
m=0

(−1)m

m!Γ(m + v + 1) ( z
2 )

2m+v

Kv(z) =
π
2

I−v(z) − Iv(z)
sin(vπ)

2F1(a , b; c; z) =
∞

∑
n=0

(a)n(b)n

(c)nn!
zn

(q)n

(q)n = {
1 [n = 0]

q(q + 1)⋯(q + n − 1) [n > 0]

 / 8 18



３．方程式の数値的な解法 
　　Numerical Solution of Equation 
SciPy では最適化計算のライブラリも提供され，バイセクション法（二分法） bisection 
method とニュートン・ラフソン法 Newton-Raphson method は自分でプログラミング
をしなくても使うことができます。ここでは

>>> import scipy.optimize as opt

として SciPy の最適化計算モジュール optimize を opt として使うことにします。

３-１　バイセクション法　Bisection method 

Python インタープリタからは，以下のようにすればバイセクション法 bisection method 
を利用できます。

この例で１行目：
>>> import scipy.optimize as opt↩

で SciPy の最適化計算ライブラリを opt としてインポートするよう指示しています。２行
目から３行目は関数を定義する部分で，２行目：

>>> def f(x):↩

を入力すれば入力要求（プロンプト）の記号が「>>>」から「...」に変わるのでタブ・
キー「→|」などで字下げを行い，関数の定義の内容を入力します。ここでは，３行目で 

 を計算した値を返す意味の

... →| return x**2 - 2↩

を入力しています。４行目では「...」のプロンプトに何も入力せずリターン・キー
「↩」キーを押しています。これでプロンプトは「>>>」に戻り，この時点で関数 f(x) 
が定義されたことになります。５行目の

>>> ans = opt.bisect(f, 1, 2)↩

>>> import numpy as np
>>> import scipy.optimize as opt↩
>>> def f(x):↩
... →| return x**2 - 2↩
... ↩
>>> ansB = opt.bisect(f, 1, 2)↩
>>> ansB↩
1.4142135623715149

f (x) ≡ x2 − 2
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では，scipy.optimize に関数 f(x) に初期値 [1, 2] から始めたバイセクション法
で解を求め，結果を変数 ansB に代入するように指示しています。６行目の ansB↩ で
変数 ansB の内容を表示させています。

ここで得られた解が正しいか確かめるためには，例えば

とします。

３-２　ニュートン・ラフソン法　Newton-Raphson method 

前節のようにして関数 f(x) が定義済みであれば ，以下のように１行の入力でニート
ン・ラフソン法 Newton-Raphson method を利用できます。ここでは初期値は 1 としま
す。

４．数値微分　Numerical Differential 
関数  について，  の値を求める問題で，前進差分 forward difference によ

る近似値を求め，正しい値  と比較するには，以下のようにすれば良いでしょう。

前進差分 forward difference による数値微分 numerial differentioal の誤差をグラフにするに
は，以下のように考えます。(1) 刻み幅  を  から  まで変化するような等比数

列として作成する；(2)  のそれぞれの値について  の値を計算す

る。(3)  を横軸， を縦軸とし，横軸を対数とするような片対数グラフを作成する。

この中で，等比数列の公比をどのようにすれば良いかが悩ましいことかもしれません。こ
こでは，あまり深くは考えずに，400 点の配列を作ることにします。この程度の点をとれ

>>> np.sqrt(2)↩
1.4142135623715151

>>> ansN = opt.newton(f, 1)↩
>>> ansN↩
1.4142135623715149

� 

f x( ) = 2x ′f 3( )
23 ln 2

>>> import numpy as np↩
>>> (2**3.0000001 - 3**2)/0.0000001↩
5.545177632626519
>>> 2**3*np.log(2)↩
5.545177444479562

{h} 10−10 10−4

{h} y =
23+h − 23

h
− 23 ln 2

{h} {y}
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ば，グラフにしたときに「滑らかなはずのところがそこそこ滑らかに見える」ようになる
からです。

ここでは，３行目の h = np.logspace(-10, -4, 400) の指示で  からはじまり 

 で終わる 400 点の等比数列が作られます。６行目の plt.xscale(‘log’) で横軸を
対数スケールにするように指示しています。

Fig. 4.1 のようなプロットが得られます。

>>> import numpy as np↩
>>> import matplotlib.pyplot as plt↩
>>> h = np.logspace(-10, -4, 400)↩
>>> y = (2**(3+h) - 2**3)/h - 2**3*np.log(2)↩
>>> plt.plot(h,y)↩
>>> plt.xscale(‘log’)↩
>>> plt.show()↩

10−10

10−4
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Fig. 4.1　  について  での前進差分による数値微分を刻み幅  を変えて計算し

た値と正しい微分値  の差。 

挙動の変化の起きているところを拡大して表示するためには，例えば plt.plot(h, y) 

から plt.show() までの間に plt.ylim(-5e-6,5e-6) と指定します。Fig. 4.2 のよう
に，縦軸の描画範囲を  に指定したプロットが表示されます。

f (x) = 2x x = 3 h

f ′ (3) = 23 ln 2

[−5 × 10−6, 5 × 10−6]
>>> import numpy as np↩
>>> import matplotlib.pyplot as plt↩
>>> h = np.logspace(-10, -4, 400)↩
>>> y = (2**(3+h) - 2**3)/h - 2**3*np.log(2)↩
>>> plt.plot(h,y)↩
>>> plt.xscale(‘log’)↩
>>> plt.ylim(-5e-6,5e-6)↩
>>> plt.show()↩
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Fig. 4.2　  について  での前進差分による数値微分を刻み幅  を変えて計算し

た値と正しい微分値  の差。グラフの縦軸の範囲を宣言した場合。 

５．数値積分　Numerical Integration (Quadrature) 

５-１　中点法 Mid-point method 

NumPy を使って中点法 mid-point method で数値積分を求めることについて考えます，

ここでは，

(5.1)

f (x) = 2x x = 3 h

f ′ (3) = 23 ln 2

S = 1− x2
0

1

∫ d x
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と言う定積分を解いてみます。

yM.mean() は，NumPy 配列 yM の平均を求めるメソッドです。np.mean(yM) と書いて
も同じ結果が得られます。中点法での数値積分は標本点での値の平均値に積分範囲をかけ
ることと同じであり，この問題では積分範囲の幅が 1 なので，これで積分が求まることに
なります。正解（ ）と値を比較したければ

とすれば良いでしょう。

中点法で得られる面積を Fig. 5.1 に示します。

Fig. 5.1　式 (5.1) の積分を標本点数 5 点の中点法で計算する時に求められる面積。 

５-２　台形法 Trapezoid method 

SciPy には異なる方法による数値積分のライブラリが integrate というモジュールとし
てまとめられています。ここではこれを quad として利用します。台形法 trapezoid 
method を利用するためには，scipy.integrate.trapz() を使います。

>>> import numpy as np↩
>>> def f(x):↩
... →| return np.sqrt(1 - x**2)↩
... ↩
>>> x = np.linspace(0.1,0.9,5)↩
>>> yM = f(x)
>>> yM.mean()↩
0.7929969559032712

π /4

>>> import numpy as np↩
>>> np.pi/4↩
0.7853981633974483

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

y

1.00.80.60.40.20.0
x

Mid-point method

 / 14 18



ただし，インポート済みのモジュールをあらためてインポートする必要はなく，定義済み
の関数をあらためて定義する必要もありません。中点法と台形法では標本点の位置が異な
ることには注意が必要です。

台形法で求められる面積の意味を Fig. 5.2 に示します。

Fig. 5.2　式 (5.1) の積分を標本点数 5 点の台形法で計算する時に求められる面積。 

５-３　シンプソン法 Simpson’s method 

シンプソン法 Simpson’s method を利用するためには，scipy.integrate.simps() 
を使います。

>>> import numpy as np↩
>>> import scipy.integrate as quad↩
>>> def f(x):↩
... →| return np.sqrt(1 - x**2)↩
... ↩
>>> x = np.linspace(0,1,5)↩
>>> yT = f(x)
>>> quad.trapz(yT, x)↩
0.7489272670256101

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

y

1.000.750.500.250.00
x

Trapezoidal method

>>> import numpy as np↩
>>> import scipy.integrate as quad↩
>>> def f(x):↩
... →| return np.sqrt(1 - x**2)↩
... ↩
>>> x = np.linspace(0,1,5)↩
>>> yT = f(x)
>>> quad.simps(yT, x)↩
0.7708987887367403
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ただし，インポート済みのモジュールをあらためてインポートする必要はなく，定義済み
の関数をあらためて定義する必要もありません。シンプソン法と台形法では標本点の位置
も同じです。

シンプソン法で求められる面積の意味を Fig. 4.5.4 に示します。

Fig. 5.3　式 (5.1) の積分を標本点数 5 点のシンプソン法で計算する時に求められる値の意
味。二つの区間に分割して，それぞれの区間について両端点と中点の３点を通る二次関数
（放物線）で近似する。 

５-４　ガウス積分 Gaussian Integral 

ガウス・ルジャンドル積分 Gauss-Legendre integralについては，標本点位置と重みの数値を
コンピュータで自動的に生成する方法も知られている (Press, et al., 2007) のですが，５点
程度のガウス・ルジャンドル積分であれば，アブラモビッツ・ステガンのハンドブック 

(Abramowitz & Stegun, 1965) などに掲載されている数表などから値をとるのがわかりやす
いでしょう。
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Simpson's method

>>> import numpy as np↩
>>> def f(x):↩
... →| return np.sqrt(1 - x**2)↩
... ↩
>>> xGL = np.array( [-0.906179845938664, -0.538469310105683, 0, 
0.538469310105683, 0.906179845938664] )↩
>>> wGL = np.array( [0.236926885056189, 0.478628670499366, 
0.568888888888889, 0.478628670499366, 0.236926885056189] )↩
>>> x = (1 + xGL) / 2↩
>>> yGL = wGL * f(x) / 2↩
>>> yGL.sum()↩
0.7862954439173371
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ここでは xGL と wGL として標本点位置と重みの値を入力した配列を準備しておき，標本
点位置での値と重みの積の和をとるという操作をしています。この中で 

np.array([ ]) の部分は，[ ] と表される Python のリスト から NumPy 配列を作成
するという意味です。Python のリスト [ ] のまま処理するプログラミングも可能なので
すが，NumPy 配列として扱う方が数値計算処理の速度が格段に早くなるので，Python を
使った数値計算では必要になる処理です。np.linspace() などを使って配列を作成す
る場合には，自動的に NumPy 配列が生成されます。

５点ガウス・ルジャンドル積分で求められる値の意味を図形で示せば Fig. 5.4 のようにな
ります。

Fig. 5.4　式 (5.1) の積分を標本点数 5 点のガウス・ルジャンドル法で計算する時に求められ
る値の意味。 

ガウス・チェビシェフ積分 Gauss-Chebyshev integralについても同様ですが，重みを等しく
とる場合には少し簡単になります。

重みの等しい５点ガウス・チェビシェフ積分の値を図形で示せば Fig. 5.5 のようになりま
す。Fig. 5.1 に示した中点法との区別がつきにくいかもしれませんが，ガウス・チェビ

⋯ ⋯
⋯
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Gauss-Legendre

>>> import numpy as np↩
>>> def f(x):↩
... →| return np.sqrt(1 - x**2)↩
... ↩
>>> xGC = np.array( [-0.8324974870, -0.3745414096, 0, 
0.3745414096, 0.8324974870] )↩
>>> x = (1 + xGC) / 2↩
>>> yGC = f(x)↩
>>> yGC.mean()↩
0.7878731232823067
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シェフ積分では，標本点の位置は区分された領域の中点にとっているわけではなく，図形
は少し違うことに注意してください。

Fig. 5.5　式 (5.1) の積分を標本点数 5 点のガウス・チェビシェフ法で計算する時に求めら
れる値の意味。 
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