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Part 0: 本資料について

本資料は、対話的なインターフェースでグラフ作成が可能な JMPのグラフビルダーを、JMPの利用者様により効果的に活用し
ていただけるようにすることを目的として作成されました。

JMPのグラフビルダーはドロップゾーンに変数をドラッグ&ドロップするだけでグラフを作成できますが、ほんの少しの工夫をする
だけで格段にグラフの見栄えをよくし、グラフを使ったプレゼンテーション等の質を向上させることが可能です。

本資料では、シンプルな時系列でのデータの変化（X軸方向に年、Y軸方向に人数）をグラフで視覚化することを例に挙げ、グラ
フビルダーでのグラフを効果的にする Tipsを紹介していきます。

本資料が想定している主な対象の読者は以下のような方々です。

1) JMPのグラフ作成の初級者～中級者
2) グラフ作成に少し苦手意識をお持ちの方

この資料が少しでも皆様のデータの視覚化、探索的なデータ分析、グラフ作成時間の短縮等でお役にたてれば幸いです。

尚、本資料は、JMP 13.0 を用いてWindows環境での操作をベースに作成されました。

SAS Institute Japan株式会社
JMPジャパン事業部

JMPに関する問い合わせ先
SAS Institute Japan株式会社 JMPジャパン事業部
http://www.jmp.com/japan
お問い合わせ窓口については、下記のページをご参照ください。

http://www.jmp.com/japan/about/contact.shtml
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Part 1: はじめに

1.1 グラフビルダーとは

グラフビルダーでは、様々な種類のグラフを対話的に作成できます。グラフに表示する変数を選択し、グラフビルダー上のゾーン

にドラッグ＆ドロップの操作を行うことでグラフ作成を行えます。

グラフビルダーは JMPのメニューバーから起動することができます。

＜手順＞ グラフを作成する元データを含む JMPのデータテーブルを開きます。
＜手順＞ JMPのメニューバーの [グラフ(G)]→[グラフビルダー] をクリックします。

そうすると以下のようなグラフビルダーのウィンドウが表示されますので、変数（列）のリストから使用したい変数をドラッグして、X
ドロップゾーン、Y ドロップゾーンにドロップすることでグラフを作成することができます。

1.2 本資料でグラフ作成を行う元データの入手場所

本資料では、以下の Web サイトで公開されているデータを使用します。以下の Web サイトはアメリカのスミソニアン博物館の訪
問者数などの統計情報を公開しているサイトとなります。

Newsdesk Newsroom of the Smithsonian Visitor Statistics 
http://newsdesk.si.edu/about/stats

このサイトでは、スミソニアン博物館の 1970 年以降の 1 年間での訪問者数合計の値（Total Visits）が公開されています。本資
料では、1970年から 2015年までの 46年間の Total Visitsの値の時系列の変化の様子をグラフ化していきます。

変数のリスト

Y ドロップゾーン

X ドロップゾーン
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2015年の場合、”Total Visits in 2015”の値（28.2M）が訪問者数の合計です。
1970年～2000年の場合、”Total Visits, 1970-2000”以下にリストされています。

1.3 JMPへのデータ入力方法

このデータをグラフ化するために、JMPのデータテーブルを新規に作成します。
新規に作成するデータテーブルに、以下の 2つの列を含めます。

列名「Year」：年（西暦）の値を含む。尺度は連続尺度。
列名「Visits (M)」：訪問者数（100万人単位）の値を含む。尺度は連続尺度。

以下の手順に沿ってデータテーブルを作成します。

＜手順＞ JMP のメニューバーから、[ファイル(F)]→[新規
作成(N)]→[データテーブル(D)]と進みます。

右図のように、新規のデータテーブルが表示されます。

ここから次の手順に沿ってテータの準備を進めます。

＜手順＞ 表示されている「列 1」を右クリックして、
[列情報]を選択します。

＜手順＞ 表示されたウィンドウで列名をYearに変
更し、[OK]をクリックします。

この操作で列名が Yearに変更されます。
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次に新規の列を追加し、その列の名前を Visits (M)にしてみます。

＜手順＞ JMPのメニューバーから、[列(C)]→[列の新規作成]を選択します。
＜手順＞ 列の新規作成ウィンドウで、列名を Visits (M)に変更し、[OK]をクリックします。

そうすると、新規に Visit (M)という名前の列が作成されました。
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これらの列にデータを入力していきます。最初に行を追加します。今回は1970年～2015年までの年次のデータになりますので、
46行の行を準備します。

＜手順＞ JMPのメニューバーから、[行(R)]→[行の追加]を選択します。
＜手順＞ 「行の追加」ウィンドウで、「追加する行数」に 46を入力し、[OK]をクリックします。

そうすると、左の図のように、「追加する行数」に入力した行数分（46行）の行が追加されます。

ここからは行に値を入力していきます。

＜手順＞ 列「Year」の 1行目のセルをダブルクリックして、1970 と入力します。
＜手順＞ 列「Year」の 2行目のセルをダブルクリックして、1971 と入力します。
＜手順＞ 1970のセルをクリックして選択し、[Ctrl]キーを押しながら 1971のセルをクリックします（この操作で 2つ

のセルが選択状態になります）。

2つのセルを選択状態にする。
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＜手順＞ 選択された 2 つのセルの上で右クリックして、[初期値を埋める/挿入]→[テーブルの最後までシーケンス
を継続する]を選択します。

この操作で、最後の行まで順番に 1972、1973、1974…2015 と入力されます。

Note：JMPで選択した箇所の強調表示を解除するには、データテーブルがアクティブな状態で[Esc]キーをクリックします。

次に Visits (M)の値を入力していきます。スミソニアン博物館のWebサイトの Total Visitsの値を確認しながら、その値を入力
していきます。データを入力し終えたら、データファイルを保存します。データファイルの保存は、JMPのメニューバーから、[ファイ
ル(F)]→[名前を付けて保存(A)…]から実施できます。

Visits (M)のデータの表示ですが、デフォルトでは小数点以下
の”.0”は表示しない設定となっています。小数点以下の”.0”を明
示的に表示するには以下の手順を実施します。

＜手順＞ 列「Visits (M)」を右クリックして、[列情報]を選択
します。

＜手順＞ 表示されたウィンドウで表示形式を[固定小数点]
に変更し、[小数桁数]を 1に設定し、[OK]をクリックします。
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そうすると、左図のように、小数点以下の”.0”を明示的に表
示させることができます。

1.4 本資料で作成目標とするグラフ

本資料では、1970年から 2015年までの 46年間の Total Visitsの値の時系列の変化の様子をグラフ化します。
単純にグラフ化するだけであれば、次の操作でグラフビルダーを使用してグラフを作成できます。

＜手順＞ JMPのメニューバーの [グラフ(G)]→[グラフビルダー] をクリックします。
＜手順＞ 表示されるグラフビルダーのウィンドウで、変数「Year」を X ドロップゾーンにドラッグ&ドロップします。
＜手順＞ 変数「Visits (M)」を Y ドロップゾーンにドラッグ&ドロップします。
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そうすると、以下のグラフが表示されます。

本資料では以降のページで、このグラフの見た目を改善して、以下のようにするための Tipsをご紹介していきます。
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Part 2: グラフ化前のデータの前準備

2.1 列の新規作成

Part 1の 1.4で例示したグラフでは、X軸に指定している 2つの変数（年代を示す変数「Decade」と年を示す変数「Year Label」）
が入れ子状態になっています。このように変数を入れ子状態にするには、2つの変数がカテゴリカル（名義尺度もしくは順序尺度）
である必要があります。

現在、変数「Year」は連続尺度になっています。そこで、この連続尺度の変数「Year」を元にして、名義尺度で年の値を含む変数
「Year Label」を準備するため、列を新規に作成します。

＜手順＞ JMPのメニューバーの [列(C)]→[列の新規作成] をクリックします。
＜手順＞ 列の新規作成のウィンドウでは何も変更せず、[OK]をクリックします。

新規に列が作成されます。次の 2.2でこの空の列にコピー&ペーストを利用して、データを入れます。

2.2 列名とともにコピー・列名とともに貼り付け

2.1で用意した空の列に、列「Year」をコピーしたものを貼り付け、その後、名義尺度に設定します。
ここでは、列名も含めた状態でコピーし、列名を含めて貼り付けることができる機能である[列名とともにコピー]、[列名とともに貼
り付け]を使用します。
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＜手順＞ 列「Year」を選択した状態で、JMP のメニューバーの [編集(E)]→[列名とともにコピー] をクリックします。
＜手順＞ 2.1 で新規に作成した空の列を選択して、JMP のメニューバーの [編集(E)]→[列名とともに貼り付け]を

クリックします。

JMP は同一の列名の列を複数作成することはできないため、
「Year 2」という名称で列「Year」と同じ内容のデータを含む列が
出来上がります。

この列「Year 2」の名称を「Year Label」に変更し、データタイプ
を後述の手順で数値から文字に変更します。

※データタイプを文字に変更すると、尺度が自動的に名義尺度

になります。

Note：データタイプを数値ではなく、文字に変更しておくと、後述
のデータの再コード化で、「グループ化」の機能を使うことが出

来ますので便利です。

＜手順＞ 列「Year 2」を右クリックし、[列情報]を選択します。
＜手順＞ 列名を「Year Label」に変更し、データタイプを「文字」に変更し、[OK]をクリックします。

※データタイプを「文字」に変更した時点で尺度が「名義尺度」に切り替わります。
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これで年数を含む名義尺度の変数「Year Label」が出来上がりました。

2.3 データの再コード化

2.2 で作成した列「Year Label」から、年代を示す列「Decade」を作成します。ここでは JMP の再コード化と呼ばれる機能を使用
します。再コード化という機能では、列の値をまとめて一度に変換して、新しい列を作成したり、現在の列を更新したりできます。

列「Year Label」には年数の値が含まれますが、これを以下のように変換して年代を示す列「Decade」を作成します。
・列「Year Label」の値が 1970～1979の場合、列「Decade」の値は 70’s
・列「Year Label」の値が 1980～1989の場合、列「Decade」の値は 80’s
・列「Year Label」の値が 1990～1999の場合、列「Decade」の値は 90’s
・列「Year Label」の値が 2000～2009の場合、列「Decade」の値は 00’s
・列「Year Label」の値が 2010～2015の場合、列「Decade」の値は 10’s

＜手順＞ 列「Year Label」をクリックして選択し、[列(C)]→[再コード化]を選択します。
＜手順＞ 表示された再コード化のウィンドウで、古い値が 1970 の箇所をクリックして選択し、[Shift]キーを押した

状態で古い値が 1979 の箇所をクリックします。そうすると、右下の図のように 1970～1979 をまとめて
選択した状態にできます。この状態で、[グループ化]をクリックします。

[グループ化]をクリックすることで、左図のように、古い値（元の値を
意味します）が 1970～1979 の場合、新しい値（変換後の値を意味
します）が全て 1970に変換される状態となります。
ここでは新しい値（変換後の値）を 70’s としたいため、次の手順を実
施します。
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＜手順＞ 新しい値が 1970の箇所をクリックし、70’sに変更します。

この操作で 1970～1979 の値を 70’s に変換する再コード
化を実施できます。

同様の操作を繰り返し、1980～1989 をグループ化し新しい値を 80’s に、1990～1999 をグループ化し新しい値を 90’s に、2000
～2009をグループ化し新しい値を 00’sに、2010～2015 をグループ化し新しい値を 10’sにします。
その後、[完了]→[列の新規作成]を選択します。

そうすると、「Year Label 2」という名称で、70’s、80’s等、年代の値
を含む列が作成されます。その後、次の手順で列名を変更します。

＜手順＞ 列「Year Label 2」を右クリックして、[列情報]を選
択します。

＜手順＞ 列名を「Decade」に変更し、[OK]をクリックします。

これで列名が「Decade」に変更されました。
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Part 3: グラフビルダーでのグラフ化

3.1 X軸上で 2つのカテゴリカル変数を入れ子にする方法

最初に、1.4で例に挙げたグラフのように、X軸上で 2つのカテゴリカル変数を入れ子にして表示する方法をご紹介します。2.2お
よび 2.3でそれぞれカテゴリカルな変数「Year Label」と「Decade」を作成しています。ここでは、「Decade」の内側に「Year Label」
を表示する方法を説明します。

＜手順＞ JMPのメニューバーの [グラフ(G)]→[グラフビルダー] をクリックします。
＜手順＞ 表示されたグラフビルダーのウィンドウで、列「Year Label」を X ドロップゾーンにドラッグ&ドロップします。

グラフビルダーの表示が以下のようになります。変数を入れ子状態にするには、次の手順を実施します。

＜手順＞ 列「Decade」を X ドロップゾーンにドラッグし、以下のような表示になることを確認した上でドロップします。

2 つの変数は確かに入れ子状態となりましたが、表示の順序が時系列に沿った順番ではなく、2000 年代（00’s）、2010 年代
（10’s）、1970年代（70’s）、1980年代（80’s）、1990年代（90’s）となってしまいました。
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この状態を変更し、1970 年代（70’s）、1980 年代（80’s）、1990 年代（90’s）、2000 年代（00’s）、2010 年代（10’s）と表示させる方
法が、次の 3.2で説明する「値の順序」となります。

3.2 グラフ上での水準の表示順序の変更（値の順序）

JMPのグラフやレポートに表示されるデータが望ましい順序で並べられていない場合に、修正して特定の順序で表示する際に使
う機能が「値の順序」です。グラフビルダー上での表示が適切な状態となるように設定を変更します。

＜手順＞ グラフビルダーのウィンドウを、ウィンドウ右上の×印をクリックして閉じます。

＜手順＞ 列「Decade」を右クリックして、[列プロパティ]→[値の順序]を選択します。

そうすると、右下の図が表示されます。値の順序の箇所を見ると、上から順に 00’s、10’s、70’s、80’s、90’s となっていますので、こ
の順番を変更します。

＜手順＞ 値の順序を以下の図のように、上から順に 70’s、80’s、90’s、00’s、10’sになるように変更します。
※順番を変更するには、移動する値を選択し、「上へ移動」か「下へ移動」をクリックして移動させます。

＜手順＞ 移動が完了したら、[OK]をクリックします。
＜手順＞ 3.1で記述した手順と同じ手順を実行し、2つの変数を入れ子状態にします。
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今度は以下のように、1970 年代（70’s）、1980 年代（80’s）、1990 年代（90’s）、2000 年代（00’s）、2010 年代（10’s）と時系列
に沿った状態で表示されます。

見やすくするために拡大表示したものが以下です。

＜手順＞ 列「Visits (M)」を Y ドロップゾーンにドラッグ&ドロップします。

これで、訪問者数が Y 軸方向に、年数が X 軸方向にプロットされたグラフが表示されました。値の順序を使って表示順序を変え
る操作は使う機会が多い機能となりますので、覚えておいてください。
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3.3 表示するグラフ形式の変更（要素のアイコンの利用か右クリック）

グラフビルダー上で表示されるグラフを決めるのが、ウィンドウ上部にある要素のアイコンです。このアイコンをクリックして表示さ

せるグラフを簡単に切り替えることができます。どのアイコンがどのグラフを表示させるか確認したい場合、各アイコン上にマウス

のポインタを移動させて表示される説明で確認できます。

複数のアイコンを同時に選択し、重ね合わせた状態で表示させることも可能です。重ね合わせてグラフを表示させる場合、[Shift]
キーを押した状態で複数のアイコンをクリックして選択することになります。

3.2 で作成したグラフには点がプロットされた状態となっています。このグラフに点を繋ぎ合わせた折れ線も重ねて表示させる場
合は次の手順を実行します。

＜手順＞ [Shift]キーを押した状態で、折れ線の要素のアイコン をクリックします。

そうすると、以下のように、点の表示に加え、点を繋ぎ合わせた折れ線グラフを表示させることができます。

今回は 1.4で例示したような、平滑化スプライン曲線でグラフを作成して見ます。表示するグラフを変更する場合、先程のように要
素のアイコンをクリックすることでも変更可能ですが、グラフビルダー上で右クリックして表示されるメニューからも変更を行うこと

ができます。以下の手順を実施してください。

＜手順＞ グラフビルダー上で右クリックし、[折れ線]→[変更]→
[平滑線]をクリックします。
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以下のようにデータに沿った滑らかなスプライン曲線が表示されます。

スプライン曲線のλ（ラムダ）の値は、スライダを使って変更できます。ここではλの値を小さくし、データに曲線をあてはめようとする

傾向を強めてみます。

＜手順＞ グラフビルダーのウィンドウ左側のλのスライダを右図のよ

うに一番左の位置まで動かします。

上述の操作でλを小さくし、曲線のデータへのあてはまりの傾向が強くなりました。右に動かせば、あてはまりの傾向が弱くなり、

形状が直線に近づきます。
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3.4 プロット点の色分け（色ドロップゾーンの活用）

今回のグラフの場合、1970 年から 2015年までの 46個のプロット点がグラフ上に存在しており、すべての点が黒く表示されてい
ます。これらの点の色分けを行うには、色ドロップゾーンを利用することが出来ます。今回は年代を示す変数「Decade」を準備し
ていますので、これを使ってプロット点を色分けし、よりビジュアルに分かりやすいグラフにしてみます。

＜手順＞ 変数「Decade」を色ドロップゾーンにドラッグ&ドロップします。

この操作で、年代を示す変数「Decade」の値によって点が色分けされました。
色分けの状態はグラフ右側の凡例で確認できます。
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3.5 プロット点のサイズの変更

グラフ上のプロット点のサイズを変更し、より見やすくすることが可能です。例えばサイズを大きくする場合、以下の操作で実施可

能です。

＜手順＞ グラフ上で右クリックしてメニューを表示させ、[グラフ]→[マーカーサイズ]→[6, XXXL]を選択します。

3.4の時のグラフと比べ、プロット点のサイズが大きくなったことが分かります。

3.6 補助線の入力（軸の設定）

今回のグラフのように、グラフの背景が白地で多数のプロット点が存在する場合、その点の Y ドロップゾーンに指定した変数の値
が何であるかを直感的に把握することが難しくなりがちです。このような場合、グラフ内に補助線を入れることにより、Y に指定し
た変数のおおよその値を視覚的に把握しやすくすることができます。

補助線をグラフ内に表示する操作は以下の手順で実施可能です。今回は、Y に指定した「Visits (M)」の値を把握しやすくなるよ
うに補助線を入れる一例を紹介します。

＜手順＞ グラフビルダーの Y軸上をダブルクリックして、[Y軸の設定]の画面を表示させます。
＜手順＞ 「Y 軸の設定」ウィンドウで、「軸ラベル」の枠内の「グリッド線」の「大」「小」のチェックボックスにチェックを

入れ、[OK]をクリックします。
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この操作で、グラフ内に補助線を表示することができました。

Note: 任意の位置に補助線をいれたい場合は、「Y 軸の設定」ウィンドウの「参照線」の機能を使用し、[値]の箇所に参照線を入
れたい値を指定し、[追加]をクリックすることで可能です。
[色]や[線種]をクリックすることで、参照線の色や線の種類を変更できます。

軸の上のあたりを

ダブルクリックする
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3.7 凡例の並び順・色の変更

グラフビルダーのウィンドウの右側には、グラフ上の線や点の凡例が表示されています。この凡例の表示の並び順を変更したり、

使用されている色を他の色に変更したりする場合、凡例をダブルクリックして「凡例の設定」ウィンドウを表示させて、そこから実施

することが可能です。

具体的には次のような手順を実施します。ここでは、凡例の「平滑線」を現在の一番下の位置から一番上の位置に移動させる方

法をご紹介します。

＜手順＞ グラフビルダーのウィンドウ右側の凡例の表示箇所をダブルクリックします。

＜手順＞ 表示された「凡例の設定」ウィンドウで、「平滑線」をクリックして選択し、強調表示にします。

＜手順＞ 上向きの矢印のボタンをクリックすることで選択した凡例を上に移動させることができます。「平滑線」を選

択し強調表示にした状態で、上向きの矢印のボタン 5回クリックしてください。

凡例の表示箇所のあたりを

ダブルクリックする
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そうすると、以下のように「平滑線」が一番上になります。この状態で[OK]をクリックすると、位置の変更は完了です。

線の色やプロット点の色を変更したい場合、「凡例の設定」ウィンドウでそれぞれ線の上、点の上をクリックしてメニューを表示させ

ることで変更可能です。

3.8 グラフに文字・図形の追加

グラフ上に説明用の文字を記入したり、図形を追加したりする場合は、それぞれツールの[注釈ツール]、[基本図形]を使用するこ
とになります。これらのツールを使用する手順は以下となります。

＜手順＞ グラフビルダーのウィンドウがアクティブな状態で、[Alt]キーを押し下げます。

そうすると、以下のように、メニューバーやツールバーが表示されます。ツールの[注釈ツール]、[基本図形]を使用する場合、メニ
ューバーの[ツール(O)]以下から選択、もしくはツールバーで選択して使用することになります。以降の手順ではツールバーから
選択する方法で説明します。
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＜手順＞ ツールバーのアイコンの中から[注釈ツール]のアイコン   をクリックします。

＜手順＞ 文字を記入したい任意の箇所でマウスをドラッグします。

＜手順＞ 作成されたテキストボックス内に任意の文字を入力します。

このようにして、文字を入力したテキストボックスを表示できます。テキストボックスの場所を移動したい場合、マウスでテキストボ

ックスを選択しドラッグして移動することもできますので適宜実施します。
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テキストボックスの背景の色を変更したい場合、以下の手順を実施します。

＜手順＞ テキストボックス上で右クリックし、表示されたメニューの[背景色の設定]以下から任意の色を選択します。

選択後、テキストボックスの背景の色が変更されたことが確認できます。
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次に、楕円を追記し、特定のプロット点を囲んだ状態にしてみます。

＜手順＞ グラフビルダーのウィンドウがアクティブな状態で、[Alt]キーを押し下げます。

＜手順＞ ツールバーのアイコンの中から[基本図形]のアイコン   をクリックします。

＜手順＞ 楕円を追加したい任意の箇所でマウスをドラッグします。

これでグラフ上に楕円を追加できます。テキストボックスの場合と同様に、マウスで楕円を選択しドラッグして移動することもできま

すので適宜実施します。

このように[注釈ツール]、[基本図形]を使うことで、1.4で目標として掲げたグラフと同等のグラフを完成させることが可能です。
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3.9 グラフビルダーの設定用の項目を非表示にする方法（設定パネルの表示）

グラフが完成した後に、列名のリストや要素のアイコン、ドロップゾーン等の設定用の項目を非表示にしたい場合は、[設定パネル
の表示]の使うことができます。

＜手順＞ 「グラフビルダー」の横の赤い三角ボタンをクリックし、[設定パネルの表示]を選択します（※現在、[設定
パネルの表示]にチェックが入っていますが、これを解除します）。

この操作で設定パネルが非表示になります。作成した楕円の位置がずれるなどした場合は適宜移動させて修正します。
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Appendix: グラフビルダーの活用方法を習得するためのリソース

最後に、JMPのグラフビルダーを習得するためのリソースを簡単にご紹介します。

・マニュアル「Essential Graphing」

グラフビルダーの使い方は、JMP のマニュアル「グラフ機能」の中に説明があります。このマニュアルには、グラフビルダー以外
の様々なグラフの使い方についても説明があります。

このマニュアルを表示するには、次の手順を実施します。

＜手順＞ JMPのメニューバーから、[ヘルプ(H)]→[ドキュメンテーション]→[Essential Graphing]を選択します。

※JMP 13.0 ではマニュアルは英語版のみとなります。2017 年 6 月（予定）にダウンロードで提供するメンテナンス・アップデート
（無料）を適用することで、オンラインヘルプ、オンラインマニュアルともに日本語が追加され、ご利用いただけるようになる予定で

す。

JMP の Web サイト上で、JMP 12.2 の日本語のマニュアルを公開しております。1 つ前のバージョンのマニュアルではあります
が、基本的なグラフビルダーの操作という観点では共通していますので、日本語の情報を参照したい方は JMP 12.2 のマニュア
ルを参照するという方法もあります。

JMP 12.2のマニュアルは以下のURLから入手可能です。グラフビルダーの操作に関してはマニュアル「グラフ機能」を参照して
ください。

JMP 12.2マニュアル
https://www.jmp.com/ja_jp/support/jmp-software-updates/jmp12-manual-pdf.html

・JMP ラーニングライブラリの「グラフ表示と要約」

JMP の Web サイト上で、カテゴリ別に 1 ページの pdf ファイルの形式で JMP の操作方法についてご紹介する「JMP ラーニン
グライブラリ」という資料を提供しています。この中にグラフ関連の機能を紹介する「グラフ表示と要約」というカテゴリがあり、この

中でグラフビルダーについてもご紹介しています。

以下の URLにアクセスすると、「グラフ表示と要約」のカテゴリのラーニングライブラリを閲覧できます。
https://www.jmp.com/ja_jp/learning-library/graphical-displays-and-summaries.html
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「1ページガイド（PDF）」のリンクをクリックすると、日本語で説明され
た 1ページの資料を閲覧可能です。

・JMP User Community 

JMP User Communityは、JMPユーザーのオンラインコミュニティで、他の JMPユーザーと情報共有を行うことが可能なサイ
トです。英語のサイトとはなりますが、他の JMPユーザーの提供する有用な情報を参照することも可能です。

JMP User Community 
https://community.jmp.com/
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