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きれいなグラフの作り方

ぱっとマイニングＪＰ 活用ガイド

表紙

ワイズ特許サービス株式会社
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１．基本編

・グラフのデザインを変更してみる

・グラフの種類を使いこなす

表紙



プレゼン発表等には、やはり、綺麗なグラフの作成が望まれます。
ぱっとマイニングでも漠然とグラフを作成してしまうと、その結果は…

ぱっとマイニングでせっかく分析・集計したのに・・・
もっと、グラフの見た目をよくしたい！と思っている方のために、
ぱっとマイニングで、もっと見栄えのするきれいなグラフを作るコツをお伝えします。

※ グラフの初期表示画面

ぱっとマイニングＪＰのデザイン性
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見にくいかも

見栄えをよく
したい



どうでしょうか。少しの工夫でこれだけ変わります。
もちろん、左のグラフも右のグラフも、ぱっとマイニングを使用して作成したものです。
報告書を読んでもらう為にもオリジナリティがあり、かつきれいなグラフ作成にチャレ
ンジしてみてください。

Before After

ぱっとマイニングＪＰのデザイン性
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出願人上位５社出願数

ぱっとマイニングで、きれいなグラフを！という事で、
前ページのグラフのデザインを少し変更してみました。



ぱっとマイニングＪＰのデザイン性
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同じ分析軸(項目）のグラフでも、工夫次第で様々な形を作成することができます。

今回は、このようなマップを作るためのヒントをご提示させていただきたいと思います。

グラフ例



ぱっとマイニングには様々なグラフがございます。
適切な形式で表示することで、目的にあった分かりやすいグラフを提供することが
できます。
グラフの種類は、グラフ表示設定から、変更できます。

グラフの種類

6

グラフの種類を
変更できます

棒グラフ 折線 バブル

バブル円フロート データ表 関連図



棒グラフは、シンプルでわかりやすいので、１軸のマップであれば、どのようなグラフ
でも便利に使うことができます。２軸であれば積み上げも可能です。幅が広すぎる場
合は、画面ポップアップの横幅を小さくすると、棒同士の隙間を狭くすることもできます。
棒グラフは、１軸マップと、百分率をよく使用します。大小を見て、比較する１軸マップ
と、グループごとの割合を知る百分率を目的に応じて使いわけます。

グラフの種類
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棒グラフの百分率を選択

棒グラフ 百分率

棒グラフの中での
推移が確認できる

画面を小さくすると、
画像の形もそれに
合わせて変化する

棒グラフは全体像を見るのに適しています。



横軸の棒グラフは、縦軸の棒グラフ同様、シンプルでわかりやすいので、便利に使う
ことができます。２軸であれば積み上げを活用してみましょう。

グラフの種類
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棒グラフ（横）は全体像を見て比較する際にご使用いただくと効果的です。

「縦軸を積み重ねる」を
選ぶと、全体の総数と

それぞれの数が確認できる

表示を百分率に変更できます



折線グラフは、年度別の件数推移を見る際、特にわかりやすいグラフです。
点と点が線でつながっている折線グラフは、直感的に時系列での出願数の推移を理
解しやすくなります。特に推移の説明をするときに利用していただきたいです。

グラフの種類
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折線グラフは推移の把握に最適

ポイントやラベルの表示を
変更することもできます



バブルグラフは、２つの要素の数をみたいときや、データを絞り込んでいくときに使い
ます。調査の前段階で、データを抽出しながら、どのようなものを作ろうかと考える、
“仮定”の検証をバブルで行うと便利です。
色分けを設定すると、グラフごとに違いがより伝わりやすくなります。

グラフの種類
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バブルグラフは２軸マップで使い勝手がよく、利用頻度が高いです。

色分けの方法は
変更できます

課題解決のグラフ作成は
バブルグラフがわかりやすい

円の最大サイズや透過率の
変更も可能



バブル円は３軸マップ作成のために用いますが、全体に対して円グラフを作成するこ
とも可能です。特に、二社比較などの分析でバブル円を使用すると、企業ごとの違い
がわかりやすくなります。凡例のオンオフを切り替えて、凡例を別表示にすると、グラ
フのサイズがコントロールしやすくなります。

グラフの種類

11

バブル円（円グラフ）は３つの軸(項目）マップとして有用です。

Z軸の円グラフが
作成できます

件数表示と百分率表示は
切り替えができます

バブルの大きさを可変に
することもできます



一覧表として記載したい場合は、データ表が便利です。
データ量が多すぎたり、一覧表で整理した方がわかりやすいだろうと推測されるデー
タに関しては、データ表を用いています。エクセルでしか使えないグラフを使いたいと
きもデータを簡単に移行できます。

グラフの種類
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データ表は主にエクセルに貼り付け、加工する際に有用です。

CSVデータでの
保存も可能

ドラッグで範囲選択し、
右クリックから

コピーすることもできます

エクセルのマップ機能やその他様々な
機能が使用したい場合にも、便利です

※データを保存し、エクセルにて作成



“複数_＊＊”のグラフは２軸ならY軸ごとにX軸のグラフを、３軸ならZ軸ごとにX軸とY
軸のグラフを作成します。２社、３社の傾向を比較する、“競合分析” には最適です。

グラフの種類
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“複数_＊＊”のグラフは主に比較するマップとして有用です。

１枚の画像で
複数のグラフの情報が

確認できます

複数_棒複数_折線 複数_バブル

二社比較は分けて並べると
内容がわかりやすい

表示高さを変更することで、
複数のグラフもコンパクトに



関連図は、関連性の表現のためにそれぞれのノード（関連図のそれぞれの要素）が
移動しながら表示される為、発表用のマップを作成するには作業が煩雑になる事が
あります。効率よくキレイなマップを作るためには、右クリックメニューが有用です。
グラフ表示設定で線の張力などを変えることもできます。

グラフの種類
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関連図は主に２軸の関連性を可視化するのに最適です。

配置を指定すると
綺麗に配置できます

“ノードを固定”すると、
場所を固定できるので

便利です

関連のないノードを
非表示にすると、
見やすくなります

※右クリックメニューで選択可能
単独ノードを非表示にすると、

関連のないノードを
一気に非表示にできます

関連図の見た目を素早くキレイに！



分布図は因果関係を示すようなものではありませんが、２つのデータの関係を見るの
に役立ちます。関係を示すグラフを作成してみてください。自社注目度などのスコアを
基にしたマップの作成は、突出して価値の高い特許をすばやく見つける等、より高度
な分析の際に有用です。

グラフの種類
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分布を表すグラフも作成できます。

戦略分析では、
スコアを利用した

グラフも作成できます

時系列の設定は
期間の表示を詳細に
変更することができます
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２．応用編

・グラフの詳細設定をおこなう

・見やすさを工夫してみる

表紙



軸の設定を行ない、「グラフ作成」ボタンをクリックし、グラフの種類等を設定します。

「グラフの詳細設定」によって、もっと見やすいグラフを作成することができます。
→次のページで設定方法

※グラフの書き方についてはマニュアルに詳しく掲載しております。

グラフの詳細設定
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１．対象公報…チェックのついている公
報を対象に分析ができます。
２ ．カウント…どの数をカウントするの
か決定できます。ワード数などを対象
に作成できます
３ ．軸設定…Ｘ軸（縦軸）、Ｙ軸（横軸）、
Z軸（奥軸）ごとに軸項目と軸に使用す
る内容を選択することができます。

１ ２

３



グラフの詳細設定
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グラフブラウザのその他の箇所にある「フォント・色設定」を変更すると、グラフを鮮やか
に表現できます。右下の「ＯＫ」ボタンを押すと、内容を反映した状態で保存します。

軸ラベルの表示位置は
見せ方によって

消すことも有効です

軸ラベルの表示文字数は
出願人の名前が途中で
途切れてしまうときや

説明文が途中で途切れる
ときに増やします

変更した設定はファイル
保存しておくと案件ごとに
グラフの条件を読み込む

ことができます

フォントの種類や色は印象を
左右します

チェック箇所を一括変更すると
すべての項目で一括して

フォントの種類や色を変更できます

白または背景に
合わせる



グラフの詳細設定

19

実際のグラフの詳細設定例です。



グラフの詳細設定
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「フォント・色設定」を変更したグラフを比較してみます。

初期設定のグラフ 設定変更後のグラフ

設定を変更するだけで見栄えが違ってきます。作成したグラフの見せ方を意識して
設定変更を行なっていただくと、より見やすいグラフになります。
タイトルを背景色と同じ白で設定し、グラフの上部は真っ白にしてからパワーポイント
等でタイトルを入力すると、タイトルの大きさも簡単に変更でき、おすすめです。



グラフの色情報は、内容の説得力をあげるためにも、大切な構成の一つです。注目
の出願人にだけスポットをあてて色を変更したり、キーワードの種類ごとに色を変更
することも可能です。

見やすさの工夫（色の変更）
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グラフの色を変更したグラフも作成できます。

簡単に色を変更！

メインメニューのシステムタブの
環境設定を開きます

表示色のタブから
グラフの表示色を変更します

１社のみを
目立たせることができます

種類分けも色別にすると
伝わりやすい



グラフの数値軸をきれいに整えると、グラフもきれいに見えます。
違いのわかりにくいグラフも、最大値や最小値を変更する事でわかりやすいグラフに
変身します。

見やすさの工夫（縦軸範囲の変更）
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表示が細かすぎる

最大を1000に、
間隔を100に
変更します

少し見やすくなりました

最大値と間隔を
変更した方が

流れがわかりやすい



情報は少ない方（整理された方）が、より見やすくなります。データの数よりも見た目
にこだわった方がわかりやすいときは、情報を消すことも一つの手です。特に円グラ
フの内部が複数に別れているときは細かい数字が表記されていてもその数字が読み
にくい場合があります。ラベルの非表示やデータの省略表示はぜひ取り入れて下さい。

見やすさの工夫（消す工夫）
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情報を消すことで見やすいグラフを作成することができる場合があります。

省略表示にチェックをいれると
「０」を非表示にすることができます

ラベルの非表示は
経緯をみるときの
情報量が減り

わかりやすくなります



報告書作成の為に、ぱっとマイニングで作成したグラフを他ソフトに張り付けて
さらに加工してみよう。

見やすさの工夫（補完）
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ぱっとマイニングでできないものはパワーポイントで挿入します。

2014 2015 2016 2017

年度の表示されている軸を消して
パワーポイントのテキストで挿入

ぱっとマイニングで作成した
グラフを報告書に活用したい。
パワーポイントでさらにグラフを
キレイに編集してみよう

グラフ詳細設定の
横軸の角度を
「０」にすると
軸表示を

横向きにはできる



見やすさの工夫（補完）

下記事例のように一つのマップでは表現が難しい時は作業を分割する方法もあります。
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軸に合わせて三つに分割した
マップを準備し、切り取って作成

出願人は別で切り貼りして合わせている


