
Python

Windows10 - Anaconda3
インストール、環境構築手順

本書は私のビジネス環境の研修用に作成したものです。
チェックボックス（□）で確認しながら、構築を進めるようにしています。

マシン環境によって、またバージョンアップ等によって、うまく動作しない場合もあるかも知れません。
無料公開文書です。生起したいかなる障害に対しても

保証責任がないことをご了解いただいた上で、参照してください。
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・Anaconda3のダウンロードページ
https://www.anaconda.com/distribution/

□Windowsマーク選択
□Python 3.x version」の「Download」

□インストーラー起動
□下チェックボックス

Windows10 - Anaconda3
インストール、環境構築手順

□ダウンロード終了後、自分PCのダウンロードフォルダを確認
□Anaconda3-20xx.xx-Windows-x86_64XX.exe
（バージョン違いも考えられるため、20xx.xxと書いている）
□exe ファイルをクリックでインストール開始
（約5分、環境によってもう少しかかります）
□インストール完了
※Anavonda をアンイストールしたことがあると、ユーザー名直下のディレクトリに「Anaconda」名の古いフォルダが残っている
ことがあり、途中で「インストールできません」となることがあります。その場合、古いフォルダをゴミ箱に捨ててからインズトールを
再開してください。

上のチェックボックスには、「環境変数PATHの自動取得
は推奨しない」と記述されているため
★このチェックで、後に自分でPATHを設定する必要が
生じる（下参照）

□ダウンロード開始
（数分）

□最後にVscodeのインストールを聞いてくる
（マイクロソフトのテキストエディタ）
（後でもインストール可です。必要ない人はSkip）

□ 自分でPATHを設定 ①→②の手順

・インストールが無事終わったら、サッと済ませておきましょう
・Pythonでは、環境や PATH の理解が重要になるので、その学習も兼ねてください
・以下すべて、自分PCの操作手順です。書くと長くなりますので、テキスト数行で書きます
（不安な人はマイクロソフト、Win10のヘルプ等をググッて参照してください）

□ ①検索窓＞ Anaconda3 入力＞検索結果のAnaconda3を右クリック＞ファイルの場所を開く＞
Anaconda3フォルダ指定＞画面上部のツールバー「パスのコピー」をクリック（クリップボードに記憶。気になる人は
メモ帳などにコピー）＞閉

※Anacondaはインストール時に指定しない限り、ユーザ名（下例ではipcorp）直下のデイレクトリに置かれています
※メモ帳コピー例：C:¥Users¥ipcorp¥Anaconda3（この場合、ipcorpが私のユーザー名）
※ユーザー名が日本語だとパスが通らないので、別に英数小文字でローカル環境を作り、インストールし直して下さい

□ ②検索窓＞コントロールパネル 入力＞検索クリック＞システムとセキュリティ＞システム＞設定の変更（画面右）＞
詳細設定＞環境変数（下ボタン）＞上の欄・PATHクリック＞編集＞新規＞（メモ帳）ペースト＞
もう一度、新規＞ペースト文に¥Scriptsを追記。例 C:¥Users¥ipcorp¥Anaconda3¥Scripts

※【重要！】次のページで確認しておきましょう
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□ 自分でPATHを設定（続き）

□環境変数が二行追加されている
ことを確認する

□環境設定を閉じて終了

※上記設定の理由
１）Anaconda3全体をPCに直接認識させる
２）Anaconda3フォルダ内にあるScripts

をPCに直接認識させる

※PCが直接認識する
＝コマンドプロンプト（黒い画面）で操作しやすくなる

※前ページ②での簡単アプローチ
検索窓＞“環境”入力、で一発で環境変数の編集
画面に到達します。
2回目から、そうすればよいでしょう

□コマンドプロンプトを開く
※開き方：検索窓＞ cmd 入力＞検索結果の コマンドプロンプト クリック＞開く

□python と入力
インタープリター（画像ではPython3.7.1・・・の2行コメント）が返って来たらOKです！
上部バーにも python の文字が表示されています ⇒ OKならいったん閉（×）

（上でうまく行かなかった人も、いったんプロンプトを閉）Anaconda Navigator から入ります（GUIによる操作）

□Anaconda Navigator を開く
※検索窓＞Anaconda Navigator 入力＞検索結果クリック＞（1‐2分かかります）
※緑色の〇や黒い画面が何度か現れます。WEBブラウザでNavigatorが開くまで待ってください
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□Environment（Pythonの仮想環境）クリック ⇒（base（root））に入りました

□Pythonの仮想環境を（直感的に）理解できましたか？
□base（root）は仮想環境のベースです。右側はこの環境にインストールされているモジュール一覧です
□【重要】base は使用しません
□新しく仮想環境をクリエートして、その仮想環境を通してPythonを使用します

自分が使用する仮想環境を新しく作りましょう

STEP1

STEP3

STEP2

□STEP1
仮想環境の名称はお好きに（例は learn）
使用するPythonのバージョンを選びます
こだわりがなければ、最新版を選択します
Rと連動できます。今はPythonのみ選択

□STEP2
“Not installed”にしてからモジュールを検索
標準必須となるモジュールを選びます。
１）numpy （数列処理）
２）pandas（データフレーム）
３）matplotlib（グラフの描画）
４）jupyter（ノートブック）
５）conda（環境管理）

※【重要】プロンプトを使いたい人、使う場合(CLI操作)は
conda 必須です

（ただし pip 専用環境（p06）には conda 入れない）

STEP3
□選択後、Apply（緑ボタン）でモジュールを
一括でインストールします

■用途目的に応じてたくさんのモジュールがあります
※GUI操作の場合：画面右側からモジュールを選んでApply
※CLI操作の場合：conda install *****
■外部モジュールを導入する時は細心の注意が必要
※pipインストールする必要がある場合の注意
http://onoz000.hatenablog.com/entry/2018/02/11/142347

（“どうすれば良いか” を参照 ⇒ 本資料p06-07追加） 03
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jupyter notebookを開きましょう
※画面＝03ページの通り、 learn という名前の仮想環境が作成され、そこにいる状態です

□▶をクリックすると、メニューフィールドが現れる
※前ページで必須としたモジュールで、jupyterを入れ忘れると、下の2行が有効になっていません
※有効になっていない場合は、Noninstalled ⇒ jupyter 検索 ⇒ Apply してください

□メニューの中から Open with Jupyter Notebook を選択
※なお、一番上の Open Terminal は、自分のPC・ウィンドウズのコマンドプロンプトです

□ブラウザが自動的に立ち上がり、あなたのPCが見えます（1-2分）

□右側の“New”クリックでプメニュー

□“Python3”をクリック

□新規の notebook が開く

今回はここまで
Jupyter Notebookの機能や使用方法は、自己学習してください
【注意！】検索窓＞JupyterNotebook＞検索クリック＞プロンプト→ブラウザが自動的に立ち上がりあなたのPCが見える

しかし、その画面は base 環境で動いていますので使用しないでください。いったん閉→他のプロンプタから開く
CLI操作に慣れるまでは、ウィンドウズプロンプト、あるいは、Anacondaプロンプトから作業しましょう。
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コマンドプロンプトから jupyterNotebook を開く（CLIによる操作）

＊Python環境の理解を進めるために、解説します。
＊2ページ目のコマンドプロンプトの記述の続きとなります
＊コマンドプロンプトから Jupyter を開くため、Anaconda Navigatorは閉じてください

□pythonのインタープリターが起動したら、exit() で一度、インタープリターの外に出ましょう

Win10のコマンドプロンプトでpythonのインタープリターが返ってこない場合、本書の「自分でPATHを設定」を再度確認し
て、取り組んでみてください。面倒なら、Anaconda3のプロンプトを使って、pythonと入力するとうまく行くでしょう。
※検索窓＞Anaconda Prompt ＞検索結果の Anaconda Prompt をクリック
Anaconda Prompt でも、以下の手順を進めることができます

□ conda info –e で対話が始まります（conda env list でもOK）
※Base と learn 2つの仮想環境が見えますね。今プロンプトがいる環境に＊マークがついています
（learnは3ページのSTEP1－2－3で作った仮想環境です）

□activate learn でlearn環境に移動します （learn の所は、あなたの環境名が入ります）

□（learn）を冒頭にしたコマンドが返ってきます ＝ プロンプトはlearn環境に移っています

□jupyter notebook コマンド

□jupyterがブラウザで開く（04ページと同じです）
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Anaconda で使うコマンドは、ググって探して、参照できるところがあれば、登録しておきましょう。
私は次の参照先を 「お気にいり」 に入れています。

Anaconda でよく使うコマンド一覧
https://qiita.com/skcvim/items/84634fbd134fbcd25296

cd : チェンジディレクトリ
C:¥Users¥localname>cd anaconda3 ⇒ C:¥ Users¥ localname ¥anaconda3>

cd .. : ひとつ戻る
C:¥Users¥localname>cd .. ⇒ C:¥Users>



pip install の事前確認 ⇒ pip専用環境の構築（GUI） ⇒ pip install（CLIによる操作）

【参照】 http://onoz000.hatenablog.com/entry/2018/02/11/142347

□まず conda でやってみる
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□ありそうなら、やってみる

conda install ***** Error / Failed

conda install -c channel ******

□pip install を検討 → Pypl で検索

□Pypl検索 ⇒ 各参照 → 選択（Trend順が参考になる） → 画面表示例（↓）

Error / Failed

https://pypi.org/ 検索；*****

pip install 確認
右マークをクリック → クリップボード

日本語形態素解析エンジン

※要バージョン確認（左下バー ＝ Python :: 3.6）

※なお、pip install --no-deps を付けることで、書き出されたパッケージリストと同じパッケージがインストールされる
これにより、依存性によって想定していないパッケージがインストールされることを防げる

□pip からしか install できないパッケージは、pip install 専用の環境を別に作り、そこに導入する
＝ この環境内ではconda installは一切用いない

conda install -c try_*****

※Googel：anaconda ****** はお勧めしない。理由は、おおむね conda install の参考例がないこと。
ひとつひとつ参照する時間が多く、それなら下記の手順で pip 環境を作って、pip install する方が早いからです。

□【CLI】 pip install *****

□pip環境を確認
・ pip list で環境のモジュール一覧
※ conda list も可（右のリスト例）
※ Janome インストール済
・numpy,pandas,matplotlib,jupyter
すべて pip install の表示
・Python バージョン＝3.6.8
Janome に合わせている（ Python :: 3.6 ）
・【重要】 pip 環境のバージョン管理は自己責任
（pip はモジュール間の依存性を考慮せず install）
（conda はハードリンクな環境を構築する ・・・ ゆえに install 可能なモジュールが少ない）

コピー＆ペースト

conda 入れない ＝ conda install できない
アンストールする時は、pip uninstall *****
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□pip 環境作成（Anaconda_Navi＞Create（Python=3.6以下が無難）＞No_Apply = install はCLIで）
（conda は入れない。名称は piptxt など、 pip 環境であることが分かるようにしておく）



よく使用する pip コマンド一覧（CLIによる操作）
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コマンド 内容

pip show *****
インストールされている パッケージ のバージョンなど、詳細確認
https://pip.pypa.io/ （ユーザーガイド・・・必要に応じて参照）

pip list
pip freeze

pipインストールのパッケージ（バージョンを確認できる）

上に同じ。見え方が異なる

pip install *****

複数のパッケージをまとめてインストールする場合

pip install ***** **** *** ****** ****

特定のパッケージをインストールする場合
pip install ***** ==*.*.*

テキストファイルで一括

インストール（サンプルtxt；■）

pip install -r requirements.txt

・Anaconda利用（conda）の場合、pip オンリー環境（前ページで作成）に入ってから pip 使用
・pip install する際に、最低限、知っておくべきコマンド一覧
・パッケージ、ライブラリ、モジュールなどの呼称があるが、ここではパッケージの呼称で統一する
・Python3（Win10）用です。Python2 バージョンを利用したい人は自分で調べてください

###### Requirements without Version Specifiers ######`
Janome # Latest version

###### Requirements with Version Specifiers ######`
openpyxl == 2.6.0          # Version Matching. Must be version 2.6.0
pillow >= 5.4.1               # Minimum version 5.4.1

#シャーブ以下はコメント。PCはコマンド認識しない。コマンドは青文字部分のみ
#このテキスト（txt）はAnaconda3フォルダのあるディレクトリに置く
#== , > , >= , < , <=でバージョン指定
#バージョン指定省略で最新版インストール
#カンマ,で区切ると二条件をAND指定（1.0以上かつ2.0以下の例）
#****** >=1.0, <=2.0

■PyPIに登録されていない場合、GitHub（レポジトリ）からインストールもできる（pip install）
＊Googel検索によるものが多いだろう
＊参照先記事に GitHub のリンクが張ってあれば ⇒ GitHub ページ
＊記事下の方に Installation 欄があり、pip install コマンドが記述されている

https://pip.pypa.io/

