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Mindjet® について 

視覚化による生産性向上と共同作業のためのソリューション 

Mindjet は個人の生産性向上と共同作業のためのソリューションであり、アイデア、情報、および人々を視覚的に

結びつけることにより、時間の節約、ビジネス プロセスの改善、業務革新の推進をもたらします。販売プロセスの

促進、プロジェクトの管理、会議の開催、または単なる頭の整理を行う場合でも、視覚化による生産性向上アプリ

ケーション (マインド マッピング) と包括的な共同作業サービスを組み合わせて提供している企業は Mindjet だけで

す。ユーザーは個人の作業や、リアルタイムの共同作業を行う際に、現実のビジネス上の問題を解決しながら、ア

イデアや情報を管理し、伝達することができます。 

Mindjet のソフトウェアと Web ベースのソリューションは、世界をリードする視覚化による生産性向上アプリケー

ション、ドキュメントおよびファイルの共有機能、およびセキュリティ保護されたワークスペースを備えていま

す。 

MindManager for Windows では、アイデアや情報を効率的に把握、整理、および伝達できる対話型

の視覚的なマップを作成できます。情報をマップ形式で表現することで、内容を整理および理解し、思い出すこと

が簡単になります。 

MindManager は、マップを作成、書式設定、および共有するための強力な機能を備えています。Excel、Word、

PowerPoint、Project、Outlook などの Microsoft アプリケーションと密接に統合しているので、インポートおよび

エクスポートを簡単に行うことができます。マップは、RSS フィード、Web サイト、一般的なデータベースな

ど、さまざまなデータ ソースにリンクすることができます。スタンドアロンの対話型 Mindjet Player ファイル (受

信者は標準の Web ブラウザで表示可能) など、さまざまな形式でマップをエクスポートできます。 

オンラインで保存された対話型 Mindjet Player マップへのリンクを送信または掲載することで、だれとでもマップ

を共有できます。お気に入りのネットワーキング サイトまたはブログに共有マップへのリンクを掲載するか、特定

の受信者にリンクを電子メールで送信します。共有マップは標準ブラウザで表示でき、特別なソフトウェアは必要

ありません。 

Mindjet Catalyst は、Catalyst サーバー上のマップやドキュメントを特定のメンバが使用できるようワ

ークスペースに保存する共同作業機能を提供するサービスです。サーバーベースのマッピングを使用することで、

マップをリアルタイムで共有および共同編集したり、マップやドキュメントの改訂版を保存したりできます。 

サービスにサインインすると、MindManager for Windows で Mindjet Catalyst 共同作業機能が自動的に有効になり

ます。 

Mindjet Catalyst に備わるブラウザベースのマッピング機能を使用すると、ダウンロードやインストールを実行し

なくても、どこからでも Mindjet Catalyst ワークスペースとそのドキュメントにアクセスでき、マッピングおよび

共同作業の機能をすべて利用できます。 

チームのメンバは、標準の Web ブラウザを使って、セキュリティ保護された方法でワークスペースにアクセスし

たり、リアルタイム共同マッピング機能を利用したりできます。サーバーベースのマッピングを使用することで、

マップをリアルタイムで共有および共同編集したり、マップやドキュメントの改訂版を保存したりできます。  
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MindManager ライセンス キーの入力 

ここでは、MindManager ライセンス キーの入力について説明します。トラブルシューティング情報については、

Mindjet Web サイトのサポート セクションを参照してください。 

MindManager ライセンス キーの入力方法 

MindManager を起動すると、ライセンス キーを入力するよう求められます。または、[その他] タブの [ライセンス キ

ー] をクリックすることで、いつでも入力できます。 

試用版モード 

有効なライセンス キーを入力するまで、MindManager を 30 日間使用できます。これは試用版モードと呼ばれま

す。このモードでは、MindManager の全機能を利用できます。 

ビューア モード 

試用版モードの期間が終了したら、ソフトウェアを購入するか、ライセンス キーを入力することで完全版の使用を

継続できます。有効なライセンス キーを入力しない場合、MindManager は、機能が制限された "ビューア" モード

で動作します。マップへの変更内容の保存や、新しいマップの作成はできなくなります。MindManager がビュー

ア モードになっても、既存のファイルやマップには影響しません。ライセンス キーを入力すると、再び全機能を

利用できるようになります。 

ライセンス キーの購入 

MindManager の試用版をダウンロードした場合は、ライセンス キーをオンラインで購入することができます。[そ

の他] タブの [製品] グループで [購入] をクリックします。Mindjet の Web サイトが表示され、そこでライセンス キ

ーを購入できます。その後、キーを含む電子メール メッセージが送られます。 

ライセンス キーを入力済みかどうかを確認する方法 

 [ファイル] タブ、[ヘルプ] の順にクリックします。 

ライセンス情報が画面の右側に表示されます。 

ライセンス キーを入力する場合は [ライセンス キー]、キーを購入する場合は [購入] をクリックします。 

http://www.mindjet.com/
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ヘルプの表示 

 リボンの [ヘルプ] ボタン   をクリックします。 

 F1 キーを押します。ダイアログを表示している場合は、適切なヘルプ トピックが表示されます。 

 [ファイル] タブの [ヘルプ] グループで [MindManager ヘルプ] をクリックします。 

ヘルプの使用 

 ヘルプ システムの [目次]、[インデックス]、および [検索] の各タブを使用して、目的のトピックを検索し

ます。 

 トピックを表示している場合は、トピックの一番下にある「参照項目 :」のリンクをクリックすると役立

つ可能性のある他のトピックを参照できます。 

 ヘルプで説明されている一部の機能は、Mindjet Catalyst でのみ使用できます。それらの機能には、その

ようなマークが表示されます。 

 インターネットに接続している場合は、[目次] ページと [ヘルプ トピック] ページに用意されているオンラ

イン チュートリアルを表示できます。 

 一部の手順のキーボード ショートカットは  と共に表示されます。 

 役に立つヒントには    が付いています。 

 注意事項には    が付いています。 

その他のリソース 

MindManager で特定の操作を使用する方法について説明しているアニメーション チュートリアルやサンプルな

ど、その他のリソースが必要な場合は [ファイル] タブの [ヘルプ] ウィンドウを参照してみてください。  

印刷して参照したい場合は、『Mindjet MindManager for Windows バージョン 9 ユーザー ガイド』をこちらからダ

ウンロードできます。 

Web 上の Mindjet サポート センターには、次のようなさまざまなリソースが用意されています。 

 FAQ 

 トレーニング、チュートリアル、およびヒント 

 テンプレート ギャラリー 

 製品リソース 

 ナレッジ ベース 

 Mindjet ID 情報 

 保守およびサポート計画 

 サポートへのお問い合わせ 

... その他 

http://onlinehelp.mindjet.com/help/MindManager/9/JPN/documents/Mindjet_MindManager_User_Guide.pdf
http://www.mindjet.com/support/overview
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最新のヘルプ コンテンツをオンラインで入手する 

MindManager のオンライン ヘルプに接続すると、アニメーションするヒントやチュート

リアルを含めて最新のヘルプ コンテンツが表示されます。 

  

オンライン ヘルプを使用するには : 

1. [ファイル] タブ、[オプション] の順にクリックします。  

2. [標準] で [オンライン ヘルプを有効にする] を選択します。 

オンライン ヘルプが使用できない場合 (インターネットに接続できない場合など) は MindManager が接続を試みて

から、システムにインストールされているローカル ヘルプ ファイルを使用します。 

インターネットに常時接続していない場合、または接続速度が遅い場合は、ローカル ヘルプを使用し続けてくださ

い。これにより、ヘルプ システムの応答速度が向上します。 
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MindManager でのマッピング 

MindManager Version 9 の新機能 

MindManager を強化する新機能と MindManager を操作しやすくする改善点について

説明します。これらによって生産性が向上します。 

新しい外観 

MindManager を舞台劇だと考えてみてください。マップは観客が見ているもので、Backstage ビューは "シーンの

裏側"、つまり舞台裏で起きていることです。 

MindManager Backstage ビューは、ファイルを開いたり、保存したり、エクスポートしたり、プロパティを変更

したり、ヘルプを参照したりなど、マップの内容に関係ない操作を行うために使用します。  

 [ファイル] タブをクリックして Backstage ビューを表示します。  

 Backstage ビューからマップに戻るには、他のタブをクリックするか、Esc キーを押します。 

以前のバージョンの MindManager で使用されていた MindManager ボタン と [ファイル] メニューは、[ファ

イル] タブに置き換わります。ラーニング センターは、[ファイル] タブの [ヘルプ] メニューに置き換わります。 

使いやすくなったリボン 

MindManager 9 のリボンは、タブの数が減ってシンプルに使いやすくなり、必要なコマンドが簡単に見つけられま

す。  

MindManager 8 と MindManager 9 の機能とコマンドの比較. 

名称が変更された機能 

マルチマップ ビュー = リンク マップ ビュー 

プレゼンテーション モード = ウォークスルー 

詳細コマンド = 展開コマンド 

名称が変更されたマップ要素 

マップ マーカー = マーカー 

テキスト マーカー = タグ 

アイコン マーカー = アイコン 

達成率 = 進行状況 
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リボン上で移動した機能 

機能 MM8 での場所 MM9 での場所 

マーカー 

仕事情報 

ハイパーリンク 

添付ファイル 

ノート 

画像 

[ホーム] タブ [挿入] タブ 

カスタム プロパティ 

データベース 
[挿入] タブ [開発者] タブ * 

番号設定 

並べ替え 

トピックの配置 

レイアウト 

[書式] タブ 

  

[ホーム] タブ 

  

エクスポートおよび共有コマンド [エクスポート] タブ 
[ファイル] タブの [エクスポート] メ

ニュー 

Mindjet Catalyst コマンド Catalyst タブ 
[その他] タブおよび [ファイル] タブ

の Catalyst メニュー 

マップ テンプレート (オーガナイザ) 

マップ スタイル (オーガナイザ) 

Web テンプレート (オーガナイザ) 

マップ マーカーの一覧 (オーガナイ

ザ) 

マクロ 

[ツール] タブ 

  

[開発者] タブ * 

  

タイマー 

ブレーンストーミングの開始 

[ヘルプ] グループ 

[製品] グループ 

[ツール] タブ [その他] タブ 

廃止された機能 

Outlook への仕事情報のエクスポート (Outlook との間でのトピックの送受信は引き続き可能です) 

Outlook リンカ マップ パーツ (Outlook クエリに置き換わりました) 

マップ ビュー (スライド ビュー 内の機能に置き換わりました) 

ラーニング センター ([ファイル] タブの [ヘルプ] メニューに置き換わりました)) 

ブックマーク 

トピック アラート 

Visio へのエクスポート 

MPX へのエクスポート 

ウィザードのカスタマイズ 

Mindjet Catalyst Web 会議 

ガント チャート  

マップ上の仕事を対話型のガント チャートとして、分割ウィンドウ表示でマップに並べて表示します。仕事情報は

マップ上またはチャート内で編集します。  

方法についてはここを参照してください。 
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リソースの管理 

仕事のリソースを定義し、使用率の高いリソースや低いリソースを識別します。 

方法についてはここを参照してください。 

Outlook クエリ 

指定した条件に一致するアイテムを Outlook に照会してから、結果をマップ上にドラッグします。それらのアイテ

ムは Outlook または MindManager 内で編集します。これらの情報は自動的に同期されます。Outlook 仕事のリソ

ースを使用して、マップのリソース プールを準備します。 

方法についてはここを参照してください。 

スライド ビュー 

マップのさまざまな部分または表示からスライドを作成および管理します。各スライドに含まれる分岐は、選択し

た状態 (展開されたまたは折りたたまれた状態) で表示されます。スライド ショーを使用してスライドのプレゼン

テーション、印刷、または Microsoft PowerPoint へのエクスポートを行います。 

方法についてはここを参照してください。 

トピック タグ 

タグは、以前のバージョンの MindManager のテキスト マーカーに似ていますが、改善されて [マーカー] ウィンド

ウでより柔軟にグループ化できるようになりました。 

詳細情報... 

アイコンと画像の向上 

新しいアイコン マーカーとライブラリの新しい画像をご覧ください。 
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Mindjet® MindManager® とは 

視覚化による生産性向上と共同作業のためのソリューション 

MindManager 9 では、ほとんどの生産性向上ツールで使用される通常の直線ベースのアプローチと異なり、直観的

なビジュアル キャンバスを使って情報を把握、整理、および伝達できるマインドマッピング テクノロジが採用さ

れています。このため、よりスマートに作業を進め、アイデアをよりすばやくアクションに変えることができま

す。 

MindManager は、さまざまな用途に使用できます。 

                 

MindManager for Windows は、マップを作成、書式設定、および共有するための強力な機能を備え

た、堅牢かつ完結した MindManager のエディションです。マップには Google、Amazon、Facebook などの一般

的な Web サービスの検索結果を取り込むことができ、一般的なデータベース アプリケーション、RSS フィード、

Web サイトなどのさまざまなローカルおよびオンライン データ ソースにリンクすることもできます。 

MindManager は Excel、Word、PowerPoint、Project、Outlook などの Microsoft アプリケーションと密接に統合し

ているので、インポートおよびエクスポートを簡単に行うことができます。マップを Adobe PDF または Flash 形

式の完全な対話型の Mindjet Player ファイルに変換して、電子メールで配信したり、ブログまたは Web サイトに

掲載したりできます。 

オンラインで保存された対話型 Mindjet Player マップへのリンクを送信または掲載することで、だれとでもマップ

を共有できます。お気に入りのネットワーキング サイトまたはブログに共有マップへのリンクを掲載するか、特定

の受信者にリンクを電子メールで送信します。共有マップは標準ブラウザで表示でき、特別なソフトウェアは必要

ありません。 

アカウントを作成すると、MindManager で Mindjet Catalyst 共同作業機能が自動的に有効になりま

す。これらの機能を使用すると、Mindjet Catalyst サーバー上のマップやドキュメントを、特定のメンバが使用で

きるようワークスペースに保存できます。Mindjet Catalyst のブラウザベースのマッピング機能を使用すると、い

つでも、どこでもそれらのワークスペースにアクセスできます。 

サーバーベースのマッピングを使用することで、マップをリアルタイムで共有および共同編集したり、マップやド

キュメントの改訂版を保存したりできます。  
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マップとは 

マップとは、情報やリレーションシップをその上に集めて視覚化するための手段です。マップの基本構成要素はマ

ップ トピックです。  

  

 

 
中心トピック 

   

マップのメイン テーマまたはタイトル 

 
メイン トピック 

   

テーマを構成する主要なアイデア 

 
サブトピック 

トピックに関する詳細 

 
吹き出し 

   

特定のトピックまたはリレーションシップの追加情報 

 
フローティング トピック 

   

補助的な情報またはテキスト 

トピックを追加するコマンドの概要と、マップの内容を追加する一連のショートカットについては、「トピックの作

成」を参照してください。 
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MindManager を使用したマッピングの 7 つの基本ステップ 

 新しいマップの開始 

 白紙マップを作成するか、既存のマップから新しいマップを作成するか、または内容があらかじめ定義され

ているテンプレートを使用します 

 別のアプリケーション (Microsoft Word 文書、Microsoft Project ファイル、または MPX ファイル) のファ

イルを開きます 

 トピックの追加 

 単にトピック テキストを入力するか、ブレーンストーミング ツールを使用できます。 

 別のソースからテキストを貼り付けるか、別のマップから内容をインポートします。  

 新しい Outlook アイテムを作成して動的にリンクされた Outlook トピックを作成します。または、既存の

アイテムを Outlook から MindManager に送信するか、MindManager でクエリを実行して、マップに既存

のアイテムを追加します。 

 Microsoft Project または Microsoft Word からマップに情報を送信します。 

 あらかじめ定義されたマップ パーツを追加して、単純なテキスト トピック、あるいは Microsoft Excel、

Web サービス、またはローカル システムの情報に動的にリンクされたトピックを取り込みます。 

 データベース クエリを実行して、データベース データに動的にリンクされたトピックを作成します。 

 その他の情報の取り込み 

 詳しいトピック ノート、添付ファイル、およびその他のドキュメントへのリンク (その他のマップ、Web ページ、ま

たは電子メール アドレスなど) を追加します。 

 データをスプレッドシートまたはカスタム プロパティ セットに取り込みます。  

 開始日、終了日、リソースなどの仕事情報を割り当て、仕事およびリソース管理ツールを使用して効率を最

適化します。 

 ビジュアル アイコンの追加 

 特別なマーカーを追加してトピックをコーディングおよび分類します。 

 矢印を使用してトピックのリレーションシップを示します。 

 境界線を使用してトピック グループを囲みます。 

 画像を使用してマップを図示します。 

 マップの書式設定 

 マップ スタイルを選択してマップ全体の "外観" を決定します。 

 個別のトピックおよびオブジェクトの外観を変更します。 

 トピック スタイルを使用してトピックの書式を容易に再利用します。 

 個別の分岐またはマップ全体のレイアウト スタイルを選択します。 

 完成 

 同僚とマップをレビューします。 

 マップを検証して内容のスペルチェックを行い、マップ リンクをチェックし、マップのプロパティを編集

します。 

 マップを保存します。 
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 マップの使用 

 最終的なマップをプロジェクト、部門、または会社のメンバにネイティブ形式または Mindjet Player ファ

イルとして配信します。 

 マップをオンラインで共有します。 

 マップのプレゼンテーションを実施します。 

 マップを印刷します。 

 別の形式でエクスポートするか、Web ページのセットを作成します。 

MINDJET CATALYST 

MindManager で使用する Mindjet Catalyst アカウントを作成すると、ドキュメント管理や共同マッピング (マ

ップを他のユーザーと同時に編集する) などの強化された共同作業機能を使用できるようになります。 
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MindManager インターフェイス 

MindManager マッピング ウィンドウ では、マップの作成と編集を行います。MindManager を起動すると、このウィ

ンドウが開きます。MindManager には、マップを操作するためのビューが他に 3 つ用意されています。 

 

MINDJET CATALYST のユーザー : 

MindManager を使用して Mindjet Catalyst に接続するときは、Catalyst ワークスペース ウィンドウ を使用して、

Catalyst の共有および共同作業のための機能にアクセスします。このウィンドウは、マッピング操作を共有する際

の開始点として機能します。Catalyst ワークスペース ウィンドウの詳細については、ここをクリックしてくださ

い。 

[ファイル] タブ 

[ファイル] タブを利用すると、マップを開く、保存する、印刷する、整理する、送信する、および発行するためのコマンドと、ファ

イルをインポートする、エクスポートするためのコマンドを実行できます。 

クイック アクセス ツール バー 

現在表示されているリボン タブには属さない一連のコマンドが表示されます。ツール バーに表示するコマンドの一覧はカスタ

マイズ可能です。また、ツール バーをリボンの下に表示することもできます。 

リボン 

マップの作成や編集で使用するコマンドにすばやくアクセスできます。コマンドはタブの下にグループ分けされています。一

部のコマンドには、オプションの一覧やダイアログ ボックスを開くための小さい矢印が表示されています。 
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リボンを最小化するには : 

 右上にある [リボンの最小化]   ボタンをクリックします。 または、タブをダブルクリックするか、Ctrl + F1 キーを押しま

す。 タブをクリックするとリボンが展開され、 マップ内をクリックするとリボンは折りたたまれま

す。 

 すべてを表示するモードに戻すには、上記の操作を再度行います。 

 作業ウィンドウ 

MindManager には次の作業ウィンドウが用意されています。これらを利用することで、マップの作成時間を短縮し、整理され

た状態を保つことができます。 

 [マイ マップ] ウィンドウ。お気に入りのマップを整理し、それらにすばやくアクセスします。 

 [マーカー] ウィンドウ。マップ トピックのコーディングに使用するマーカーを整理し、適用します。 

 [仕事情報] ウィンドウ。仕事情報をトピックに割り当てます。 

 [リソース] ウィンドウ。仕事リソースの作成と管理を行います。 

 [マップ パーツ] ウィンドウ。再利用可能なトピック構造の適用、整理、および作成を行います。 

 [ライブラリ] ウィンドウ。アイコン、画像、および背景をマップに追加します。 

 [検索] ウィンドウ。特定のテキストを含むマップを検索します。 

 [ブラウザ] ウィンドウ。MindManager の組み込みブラウザを使用します。 

 [トピック スタイル] ウィンドウ。トピック スタイルの適用と管理を行います。 

 [データベース] ウィンドウ。クエリを定義して実行し、結果をマップに追加します。 

 [Outlook] ウィンドウ。クエリを定義して実行し、結果をマップに追加します。 

これらのウィンドウをすばやく表示するために、MindManager [表示] オプションを使用して、作業ウィンドウ タブを表示してお

くことができます。 

ワークブック タブ 

クリックすると、開いているマップを切り替えることができます。右クリックすると、マップを保存、印刷、または閉じることができま

す。また、アクティブなフィルタの削除と、マップのプロパティの表示や変更を行うことができます。 

MindManager [表示] オプションを使用すると、タブの表示位置をマップ ウィンドウの上部または下部に切り替えることができ

ます。また、タブを非表示にすることもできます。 

ステータス バー 

 [フィルタ]、[展開]、[マップ ビュー]、[アウトライン ビュー]、[ガント チャート] の各コマンドを簡単に利用できます。マップおよび

ガント ビューのズームの値を調整し、作業ウィンドウを表示することもできます。 

MINDJET CATALYST 

接続状態および Catalyst ワークスペース ボタンは左側にあります。 
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マップを作成する、開く、閉じる 

新しいマップの作成 

マップを作成するには、最初のステップとして、新しいマップを開くことから開始します。MindManager で新し

いマップを開始するには、複数の方法があります。 

白紙マップの作成 

新しいローカル マップを作成するには、MindManager ウィンドウで次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [新規作成]  をクリックします。 

 [ファイル] タブの [新規作成] をクリックして、[新規の白紙マップ] をクリックします。 

Ctrl + N キーを押します。 

MindManager は、新規の白紙マップ テンプレートに基づいて新しいマップを開きます。 

MINDJET CATALYST 

新しいワークスペース マップを作成するには、Catalyst ワークスペース ウィンドウで次のいずれかを実行し

ます。 

     クイック アクセス ツール バーの [新規作成]   をクリックします。 

     [ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [新規作成] をクリックします。 

Catalyst ワークスペース ボタン  をクリックして [新規ドキュメント] をクリックします。 

それぞれの新しい白紙マップは、中心トピックまたはタイトルから開始します。最初に中心トピックをクリック

し、マップのテーマを入力します。それから、その他のトピックの作成に進みます。 

 MindManager の [全般] のオプションを使用すると、起動するごとに新しいマップを開くかどうか

を、MindManager に指示するオプションを設定できます。 

マップ テンプレートに基づいて新しいマップを作成する 

[新規マップ] ダイアログに表示されるマップ テンプレートを使用して、新しいマップを作成できます。  

1. 次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [新規作成] の矢印  をクリックしてから、[テンプレートか

ら](From Template) をクリックします。 

 [ファイル] タブをクリックしてから、[新規作成] をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [マップ テンプレート] で、新しいマップの基盤として使用するマップ テンプレートをダブルクリックし

ます。 

MINDJET CATALYST 

テンプレートからワークスペース マップを作成する 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウで、次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [新規作成] の矢印   をクリックします。 

 Catalyst ワークスペース ボタン  をクリックし、[新規作成] をポイントします。 

2. [テンプレートから](From Template) をクリックします。 
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マップ テンプレートを [新規マップ] ダイアログに追加する 

1. 目的のテンプレートがダイアログに表示されない場合は、[テンプレートの追加] をクリックします。 

2. テンプレート ファイルを選択して、[開く] をクリックします。 

3. [新規マップ] ダイアログを使用するときに、そのテンプレートが表示されるようになります。 

ダイアログからマップ テンプレートを名前変更、削除、または変更する 

 右クリックして操作を選択します。 

テンプレートを削除しても、[新規マップ] ダイアログから削除されるだけで、ディスクからは削除されません。 

 マップ テンプレートの編集の詳細については、「マップ テンプレートの変更」を参照してください。 

既存のマップから新しいマップを作成する 

元のマップを変更せずに、既存のマップに対して追加または編集を行うことができます。 

マップの作成 

1. 次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [新規作成] の矢印  をクリックしてから、[既存のマップから] をク

リックします。 

 [ファイル] タブの [新規作成] をクリックして、[既存のものから新規作成] をクリックします。 

2. 新しいマップの基盤として使用するマップを選択します。 

マップのコピーは仮の名前で開き、このコピーに対して変更や追加を行えます。マップを保存するときに新しいフ

ァイル名を要求されます。このため、元のマップは変更されません。 

MINDJET CATALYST 

ワークスペース マップの作成 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウで、次のいずれかを実行します。 

 リボンの [新規] の矢印をクリックします。 

 Catalyst ワークスペース ボタン  をクリックし、[新規ドキュメント] をポイントします。 

2. [既存のマップから] をクリックします。 

3. 新しいマップの基盤として使用するマップを選択します。 

  

既存のマップ上の分岐から新しいマップを作成する 

[送信] コマンドを使用することで、既存のマップ上のトピックから新しいマップを作成できます。この機能を使用

するのは次のような場合です。 

 トピックを新しいマップに複製する。 

 マップのサイズが大きくなったので、トピックを "分割" して別々のマップを作成する。これらのマップを

リンクしてから、リンク マップ ビューを使用して、リンクされたすべてのマップのプレビューを表示し、そ

こでさまざまなコマンドを実行することができます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 トピックを右クリックします。 
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 数個のトピックを選択し、その 1 つを右クリックします。 

2. [送信]、[リンクした新規マップ] の順にクリックします。 

MINDJET CATALYST 

[現在のワークスペース内のリンクした新規マップ] を選択して、リンクした新規マップを現在のワー

クスペースに作成できます。 

 トピックを 1 つ選択した場合は、新しいマップでそのトピックを中心トピックまたはメイン トピック (新

しい中心トピックからの分岐) にするかどうかを選択できます。 

 現在のマップからトピックを削除する場合は、[元のトピックを削除し、エクスポートしたトピックへのハ

イパーリンクを作成する] をオンにします。トピックは新しいマップに移動し、新しいマップをリンク先

とするハイパーリンクが元のマップに追加されます。 

 エクスポートしたトピックを元のマップにリンクさせる場合は、[エクスポートしたトピックから元のトピ

ックへのハイパーリンクを作成する] をオンにします。 

それ以外は、トピックが単にコピーされて新しいマップが作成されますが、元のマップは変更されません(こ

れは、トピックをコピーし、新しいマップを開き、そこにトピックを貼り付ける場合と同じです)。 

  

別のアプリケーションのファイルを開いて新しいマップを作成する 

別のアプリケーションのファイルを開き、マップのベースとしてその内容を使用できます。MindManager では、

以下のファイルを開くことができます。 

 Microsoft Word 文書 

 Microsoft Project ファイル 

 Microsoft Project Exchange (MPX) ファイル 

1. [ファイル] タブ、[開く] の順にクリックします。 

2. ファイルを選択して、[開く] をクリックします。 

これらのファイルの使用の詳細については、「Microsoft Word との連携」、「Microsoft Project との連携」、および

「MPX ファイルのインポート」を参照してください。 

マップを開く、閉じる 

編集用としてマップを開くと、元のマップを変更することができます。元のマップを変更しないようにするには、

コピーを開くか、マップを読み取り専用で開きます。パスワード保護されているマップを開く場合、パスワードを

入力して、マップを開いたり編集したりするように要求されます。 

既存のマップを開く 

1. 次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [開く]   をクリックします。 

 [ファイル] タブ、[開く] の順にクリックします。 

Ctrl + O キーを押します。 

2. Windows 標準の [開く] ダイアログが表示されるので、マップ ファイルに移動し、[開く] をクリックします 

(以前のバージョンからマップを開くこともできます。「以前のバージョンとの互換性」を参照してください)。 
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 Windows エクスプローラで、マップ (.mmap) ファイルをダブルクリックして、これを開くことができます。 

MINDJET CATALYST  

[Mindjet Catalyst から開く] をクリックし、開くワークスペースとドキュメントを選択して、Mindjet Catalyst 

ワークスペースでマップを開くことができます。Catalyst ワークスペース ウィンドウからワークスペース マッ

プおよびその他のワークスペース ドキュメントを直接開くこともできます。 

いくつかのマップを一度に開く 

MindManager で複数のマップを開いておくことができます。(一度に複数のマップを開くには、[開く] ダイア

ログで Ctrl キーを押しながら複数のマップの名前を選択してから、[開く] をクリックします。)ワークブック 

タブを使用している場合、開かれているマップごとに、タブがマップ ウィンドウの上部に表示されます

(MindManager [表示] オプションを使用すると、ワークブック タブにマップ タイトルかマップ ファイル名の

どちらを表示するかを選択できます)。 

マップが既に開いている場合、そのマップの 2 つ目のコピーを開くことはできませんが、マップ ビューの分割

を使用すると、マップの 1 つのセクションで作業しながら他のセクションを表示できます。 

 ヒント : 

 

MindManager [全般] オプションを使用すると、MindManager の起動時に既存のマップを自動的に開くように

設定できます。 

 

[マイ マップ] 作業ウィンドウで、頻繁に使用するマップおよびフォルダにショートカットを設定すると、1 回のク

リックでそれらを開くことができます。 

 

他の種類のファイル (Word、Project) を開くことができるため、マップをすばやく作成できます。詳細につい

ては、「内容のインポート」を参照してください。 

 

他のマップへのリンクを持つマップで作業している場合、リンク マップ ビューから、リンクしたマップを開くこ

とができます。 

 

特定の内容を含むマップを見つける場合は、[ファイルの検索] オプションを使用して検索できます。 

  

コピーまたは読み取り専用でマップを開く 

マップのコピーを開くと、MindManager は新しい名前 (既定で "コピー (1) ～ ...") の複製したマップを作成しま

す。加えた変更は元のマップではなくコピーに保存されます。マップを読み取り専用で開くと、マップの表示と編

集は可能ですが、同じ名前で保存することはできません。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [開く]  をクリックします。 

 [ファイル] タブ、[開く] の順にクリックします。 

Ctrl + O キーを押します。 

2. Windows 標準の [開く] ダイアログが表示されるので、マップ ファイルに移動します。 

3. [開く] の矢印をクリックしてから、[コピーとして開く] をクリックするか、[読み取り専用で開く] をクリック

します。 

 最近使ったファイルの一覧 ([ファイル] タブ、[最近使った項目] の順にクリック) には、最近開いたいくつかの

ファイルが表示されます。ファイル名をクリックして、ファイルを開きます。最近使用したファイル名の表示

数を制御できます。制御するには、MindManager の [全般] オプションを使用します。 
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パスワード保護されているマップを開く 

パスワード保護されているマップを開く場合、パスワードを入力するように要求されます。マップには、次の 2 種

類のパスワードを割り当てることができます。 

 マップを開くためのパスワード。このパスワードを知らない場合、マップを開けません。 

 マップを修正するためのパスワード。このパスワードを知らない場合、マップは読み取り専用で開きま

す。マップの表示と修正は行えますが、同じ名前で保存することはできません。 

パスワード保護されたマップを初めて開くときに、パスワードを記憶するかどうかを選択できます。マップを別の

コンピュータで開く場合を除き、もう一度パスワードを要求されることがなくなります。MindManager の [セキュ

リティ] オプションを使用すると、保存されているすべてのパスワードをクリアできます。 

マップを閉じる 

次のいずれかを実行します。 

 マップの閉じるボタン (メイン アプリケーションの最小化、元のサイズに戻す、閉じるのボタンの下にあ

るツール バーの右側の "×") をクリックします。 

 ワークブック タブの閉じるボタンをクリックします。 

 マップのワークブック タブを右クリックしてから、次のいずれかを実行します。 

o [閉じる] をクリックすると、このマップが閉じます。 

o [特殊な方法で閉じる] をクリックしてから [マップを閉じて削除] をクリックするか、[他をすべて

閉じる] をクリックします。 

o [ファイル] タブをクリックしてから、[閉じる] をクリックすると、MindManager と開いているす

べてのマップが閉じます。 

 MindManager を閉じるときに開いているマップがある場合はそのことを警告するオプションを設定することも

できます。 

MindManager を閉じる前に、新しいマップまたは変更されたマップの保存を促すメッセージが表示されます。保

存しない場合、変更した内容は失われます。 

MINDJET CATALYST  

ワークスペース マップへの変更内容は、変更と同時にリアルタイムで保存されます。編集の終了時にマップ

を保存する必要はありません。変更内容は既に保存されているので、マップをすぐに閉じることができます。 

 リンクしたマップで作業している場合、リンク マップ ビューからマップを閉じることもできます。 

マップまたはドキュメントの検索 

検索機能は、何らかの特定のテキストを含んだマップまたはワークスペースを見つける場合に特に役立ちます。検

索するテキスト、検索先のフォルダや Catalyst ワークスペース、および調べるトピック フィールドを指定するだ

けです。また、この機能を使用して、一連のリンクしたマップ全体を検索することもできます。 

検索が終了すると、[検索結果] ウィンドウ内のトピックをクリックし、マップを開いて一致する特定のトピックへ

ジャンプできます。また、マップ内のトピックとして検索結果を表示できます。 

 MindManager のマップの内容は Windows サーチ機能および Google デスクトップ検索などのその他のデスク

トップ検索エンジンで利用できます。つまり、これらの方法を使用して内容に基づいてマップを検索すること

もできます。 
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[検索] ウィンドウを開く 

検索情報は [検索] 作業ウィンドウから入力します。  

[検索] 作業ウィンドウを開くには、次のいずれかを実行します。 

 [検索] 作業ウィンドウ タブをクリックします。 

 下部のステータス バーにある [作業ウィンドウ] ボタン  をクリックしてから、[検索] をクリックし

て [検索] 作業ウィンドウを開きます。 

 上部のメニュー バーから検索を実行することもできます。[検索] ボックス   に検

索テキストを入力し、このアイコンのプルダウン メニューから検索の種類を選択するか、または [検索] をクリ

ックして [検索] 作業ウィンドウを開きます。 

フォルダ内のマップを検索する 

1. [検索] 作業ウィンドウで、[検索の定義] の下の [検索する] ボックスに単語または語句を入力します。 

 検索対象のテキストの一部分を入力することができます。検索機能では、ここで指定した文字列を含むすべて

の単語が一致するものとして表示されます。 

2. 検索先を選択するか、[検索先] ボックスに検索先のフォルダの名前を入力します。サブフォルダも検索する場

合は、[サブフォルダを含む] チェック ボックスをオンにします。 

3. 検索するトピック フィールドを指定するには、[検索オプションを増やす] をクリックし、対象とするフィー

ルドのチェック ボックスをオンにします (既定では、トピック テキストだけが検索されます)。 

4. [検索] をクリックして検索を開始します。検索を停止するには、Esc キーを押します。 

5. [検索結果] ウィンドウに、一致したマップ名とトピックから構成されたツリーが表示されます。 

6. 一致したトピックを表示するには、[検索結果] ウィンドウ内のトピック名をクリックします。 

 マップのサイズが非常に大きい場合や、多数のマップを検索する場合は、検索にある程度時間がかかることが

あります。[停止] をクリックすると、いつでも検索を中止することができます。 

一連のリンクしたマップ全体を検索する 

1. 他のマップにリンクしたメイン マップを開きます。 

2. リンク マップ ビューに切り替えます。開いたマップとそのリンク先のすべてのマップのサムネイルが表示され

ます。 

3. [リンク マップ] グループの [Linked Maps View] タブで、[検索] をクリックします。 

4. [検索] 作業ウィンドウで、[検索の定義] の下の [検索する] ボックスに単語または語句を入力します。 

 検索対象のテキストの一部分を入力することができます。検索機能では、ここで指定した文字列を含むすべて

の単語が一致するものとして表示されます。 

5. 既定では、マップ内のトピック テキストだけが検索されます。検索するトピック フィールドを指定するに

は、[検索オプションを増やす] をクリックし、対象とするフィールドのチェック ボックスをオンにします  

6. [検索] をクリックして検索を開始します。検索を停止するには、Esc キーを押します。 

7. [検索結果] ウィンドウに、一致したマップ名とトピックから構成されたツリーが表示されます。 

8. 一致したトピックを表示するには、[検索結果] ウィンドウ内のトピック名をクリックします。 

MINDJET CATALYST 

ワークスペース内のドキュメントを検索する 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ワークスペース] ボックスの一覧で、ワークスペース名を右クリック

して [検索] をポイントし、[選択されたワークスペース] または [すべてのワークスペース] をクリックしま

す。 
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2. [検索] 作業ウィンドウで、[検索の定義] の下の [検索する] ボックスに単語または語句を入力します。 

ワークスペースの検索機能では、完全に一致する単語または語句を含む項目のみが一致するものとして表示されます。 

3. [検索先] 一覧には、検索する場所が既に表示されています。この場所は変更できます。 

4. [検索オプションを増やす] をクリックし、対象とするフィールドのチェック ボックスを選択します。  

 既定では、マップ内のトピック テキストだけが検索されます。添付ファイルを検索するかどうか、ワークスペ

ース ファイル、非表示のワークスペース、およびワークスペース内の非表示のマップを検索に含めるかどうか

も選択できます。 

5. [検索] をクリックして検索を開始します。検索を停止するには、Esc キーを押します。 

6. [検索結果] ウィンドウに、一致したマップ名とトピックから構成されたツリーが表示されます。 

7. 一致したトピックを表示するには、[検索結果] ウィンドウ内のトピック名をクリックします。 

 ワークスペースは継続的にインデックス付けされますが、ワークスペースが多数ある場合や、ワークスペース

にサイズの大きいドキュメントが含まれる場合は、インデックスの更新が遅れる可能性があります。結果とし

て、最近追加したテキストが見つからないこともあります。 

マップでの検索結果を表示する 

1. 検索が完了したら、[検索] 作業ウィンドウで [送信] をクリックします。 

2. 新しいマップを作成するか、または選択したトピックに検索結果を追加します。 

3. 検索結果をサブトピックとする新しいマップまたはトピックが作成されます。それぞれの結果トピックには、

マップおよび検索テキストを含むトピックへのリンクが含まれます。 

マップおよびフォルダへのショートカットの使用 

[マイ マップ] 作業ウィンドウを使用すると、マップを整理された状態に保ち、マップやフォルダにすばやくアクセ

スできます。この作業ウィンドウでは、個々のマップへのショートカットを設定し、それらをコレクションに整理

することができます。また、フォルダへのショートカットも設定できます。[マイ マップ] ウィンドウには、いくつ

かの既定のマップ ショートカットが事前に読み込まれています。 

オプションを設定できます。 

[マイ マップ] 作業ウィンドウを開く 

 [マイ マップ] 作業ウィンドウ タブをクリックします。 

 起動時に [マイ マップ] 作業ウィンドウを自動的に開くようにオプションを設定できます。 

マップ ショートカットの作成と管理 

ショートカットを保存するコレクションを作成してから、そのコレクションへのショートカットを作成します。 

マップ ショートカットの新しいコレクションの作成 

1. [マイ マップ] 作業ウィンドウで、[マップのショートカット] の下の [新しいコレクションの追加] をクリック

します。 

2. コレクション名を入力します。 

コレクションへのマップ ショートカットの追加 

1. [マイ マップ] 作業ウィンドウで、[マップのショートカット] の下のコレクション名をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [既存のマップへのショートカットの追加] をクリックし、ダイアログ ボックス内でマップを選択して、

[開く] をクリックします。 
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 マップを開いて、[現在のマップへのショートカットの追加] をクリックします。 

MINDJET CATALYST  

ワークスペースのマップの場合は、[現在のマップへのショートカットの追加] オプションしか使用できませ

ん。 

ショートカットの移動またはコピー 

 マップのショートカットを別のコレクションに移動するには、ショートカットをクリックしてドラッグします 

(ショートカットをコピーする場合は、Ctrl キーを押しながらドラッグします)。 

 同じマップへのショートカットを複数の異なるコレクションに保存できます。 

マップのショートカットの名前の変更 

1. [マイ マップ] 作業ウィンドウで、[マップのショートカット] の下のショートカットを右クリックし、[名前の

変更] をクリックします。 

2. ショートカットの新しい名前を入力します(この操作では、マップ自体の名前は変更されません)。 

フォルダ ショートカットの作成 

フォルダへのショートカットの作成 

 [マイ マップ] 作業ウィンドウで、[フォルダのショートカット] の下の [フォルダのショートカットの追加] を

クリックし、フォルダに移動します。 

 新しいマップをショートカット フォルダに保存しても、[マイ マップ] ウィンドウは自動的に更新されません。

フォルダのショートカットを右クリックし、[最新の情報に更新] をクリックして現在の一覧を表示します。 

フォルダ ショートカットの名前の変更 

1. [マイ マップ] 作業ウィンドウで、[フォルダのショートカット] の下のショートカットを右クリックし、[名前

の変更] をクリックします。 

2. ショートカットの新しい名前を入力します(この操作では、フォルダ自体の名前は変更されません)。 

ショートカットの使用 

ショートカットを使用してマップを開く 

1. [マイ マップ] 作業ウィンドウを開きます。 

2. [マップのショートカット] で、ショートカットを含むコレクションを開きます。または、[フォルダのショー

トカット] で、ショートカットを含むフォルダを開きます。  

3. 開くマップのショートカットをクリックします。 

MINDJET CATALYST  

サーバーへの接続中は、ワークスペース マップへのショートカットのみアクティブです。 

マップ ショートカットまたはフォルダ ショートカットのプロパティ (サイズ、種類、および場所) の表示 

 ショートカットを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。 

壊れたショートカットの修復 

ショートカットを動的に更新するオプションを設定できます。マップを移動、名前変更、または削除すると、その

マップへのショートカットはすべて "壊れて"、特別のアイコンで示されます。このオプションを設定しないと、壊

れたショートカットについて通知されることはなく、そのショートカットをクリックするまで気付きません。その

時点でこのショートカットを修復できます。 
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 このオプションを有効にすると、ショートカットがネットワーク ドライブ上のマップを指している場合にパフ

ォーマンスが低下する可能性があります。 

1. [マップのショートカット] の下の壊れたショートカットをクリックします。  

2. ショートカットを修復するためにマップを参照するか、ショートカットをコレクションから削除することがで

きます。 

既定のコレクションやショートカットの使用 

 マップのショートカットのコレクション [マイ プロジェクト] は既定で追加されています。このフォルダ

は、名前変更または削除できます。 

 フォルダのショートカット [マイ マップ] が追加されています。この特別なフォルダは、マップを開いた

り保存したりするための既定のドキュメント フォルダとして MindManager で作成され使用されます。 

 旧マップ オーガナイザを使用した MindManager 2002 がインストールされていることを MindManager が

検知すると、さらに 2 つのコレクションが自動的に追加されます。 

[MM 2002 お気に入り] コレクションが追加され、このコレクションにマップ オーガナイザからのお

気に入りのファイルが追加されます。 

[MM 2002 オーガナイザ] コレクションが追加され、マップ オーガナイザのファイル一覧にあるその

他すべてのファイルが追加されます。 

これらのコレクションが追加されるのは、以前にマップ オーガナイザを使用し、ファイルがそれらのカテゴ

リに分類されていた場合のみです。 

  

未保存のマップの自動回復 

MindManager は、自動回復情報を定期的な間隔で保存することによって、異常終了 (電力供給の停止やシステム ク

ラッシュなど) から保護します。自動回復機能は、MindManager のオプションやクイック アクセス ツール バーの

カスタム設定など、開いているマップと現在のアプリケーションの状態を保存します。 

自動回復の間隔は MindManager の [保存] オプションで調整できます。 

回復後のマップを開く 

異常終了後に MindManager を再起動すると、MindManager は、停止時に開いていた保存していないすべてのマッ

プを回復しようと試みます。MindManager がマップの自動回復情報を保存していた場合、マップ自動回復ダイア

ログにこれらのマップの一覧が表示されます。この一覧には、編集したものの保存していなかったマップ (新しい

未保存のマップなど) だけが含まれます。 

マップごとに、自動回復情報を適用してマップを復元するかどうかを選択できます。マップを復元する場合、

MindManager は保存していた自動回復情報を直前に保存したマップに適用し、回復後のバージョンを表示しま

す。回復後のマップには仮の名前 (回復されたファイル 1、回復されたファイル 2 など) が付けられます。 

マップごとに次の作業を行うことができます。 

自動回復ダイアログ

のオプション 

結果 

回復後のマップを開く 回復後のマップだけを開きます。中断した箇所から開始する場合に、このオプ

ションを使用します。 
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元のマップと回復後のマ

ップを開く 

変更を保持するかどうかを判断できるように、直前に保存したマップと回復後

のマップの両方を表示します。横に並べて表示するには、ウィンドウ コマンドを

使用します。 

元のマップを開き、回復

後のマップを削除する 

マップに加えた変更を保持しない場合に、このオプションを選択します。 

何もしない 直前に保存したマップも回復後のマップも開きません。 

 自動回復間隔の設定の値が高すぎる場合、大量の作業が失われることがあります。たとえば、間隔を 60 分に

設定し、マップを保存しないで MindManager を 59 分間使用した後にシステムがクラッシュした場合、自動回

復情報は保存されずすべての作業が失われます。既定の設定は 10 分です。 

MPX ファイルのインポート 

選択された MPX 4.0 ファイルを現在のマップ (選択したトピックの下) にインポートしたり、マップが開かれてい

ない場合は新しいマップを作成してインポートできます。 

MPX ファイルのインポートの準備 

 仕事の依存関係をリレーションシップとしてインポートする際に、マップ上にその多くが取り込まれることが

予想される場合は、リレーションシップの既定の書式を薄い色と細い線に設定することをお勧めします。これは

インポート後に実行することもできます。 

MPX インポート 

1. [ファイル] タブ、[開く] の順にクリックし、[ファイルの種類] 一覧から [Microsoft Project Exchange ファイル] 

を選択します。 

 このオプションが表示されない場合は、対応するアドインがインストールされて有効になっていることを確認し

てください。 

2. ダイアログ ボックスでインポートする MPX ファイルを選択します。 

3. [MPX インポート設定] ダイアログ ボックスで項目を選択します。 オプション   

 ファイルのサイズが大きい場合は、インポートに時間がかかることがあります。 
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マップを閉じる 

マップを閉じるにはいくつかの方法があります。変更を加えたマップが保存されていない場合は、保存するかどう

かを確認されます。 

現在のマップを閉じるには、次のいずれかの手順を実行します。 

 [ファイル] タブをクリックしてから、[閉じる] をクリックします。 

 マップ ウィンドウの右上隅にある [閉じる] ボタンをクリックします。 

ワークブック タブからマップを閉じる 

マップのワークブック タブを右クリックし、次のいずれかをクリックします。 

 [閉じる] をクリック - 現在のマップを閉じます。 

 [特殊な方法で閉じる] をクリックしてから [他をすべて閉じる] をクリック - 現在のマップを開いたままに

します。 

 [特殊な方法で閉じる] をクリックしてから [マップを閉じて削除] をクリック - 現在のマップを閉じて削除

します。  

MINDJET CATALYST :  

ワークスペース マップに加える変更は継続的に保存されるため、保存するために明示的に操作する必要はあ

りません。 
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マップ トピックの追加 

トピックの作成 

マップには、複数の異なる種類のトピックを含めることができます。新しいマップには、中心トピックが自動的に表

示されます。他のトピックは、マップ ビューまたはアウトライン ビューでキーストロークとメニュー コマンドを使用

して簡単に追加できます。 

 ガント ビューでトピックを追加することができます。 

マップに表示されるトピックの既定の配置は、選択するレイアウト設定によって決まります。 

キーストロークを使用したトピックの作成 

作成するもの キーストローク マウス 

中心トピック 
{ 自動的に追加され

ます } 
  

メイン トピック Enter マップの背景をダブルクリックします** 

トピック (兄弟) 

トピックを選択し、

Enter キーを押しま

す 

  

トピックの前 (上) に 

トピックを選択し、

Shift + Enter キーを

押します 

  

トピックの親として 

トピックを選択し、
Ctrl + Shift + Insert 

キーを押します 

  

サブトピック 

トピックを選択し、

Insert キーを押しま

す 

  

吹き出しトピック 

トピックを選択し、
Ctrl + Shift + Enter 

キーを押します 

  

フローティング トピッ

ク * 
  

マップの背景をクリックし、矢印アイコン  の位置

にトピック テキストを入力します** 

トピックをフローテ

ィング トピックへ変

換 

  
トピックを選択し、Shift キーを押しながらトピックを

新しい場所までドラッグして離します。 

* アウトライン ビューでは、フローティング トピックを追加できません。 

** これらの機能を有効または無効にするオプションを設定できます。  

  

メニュー コマンドを使用したトピックの作成 

1. [ホーム] タブの [挿入] グループで次のいずれかを実行します。 

 [トピック] をクリックして現在選択しているトピックと同じレベルでトピックを追加します (兄弟トピッ

ク)。(中心トピックが選択されている場合、メイン トピックが作成されます。) 

 [サブトピック] をクリックして、現在選択されているトピックの下のレベルにトピックを追加します。 
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 [トピック] 矢印をクリックして、次を追加します。 

o サブトピック 

o 現在のトピックの上のトピック (前トピック)  

o 現在のトピックの親となるトピック (親トピック) 

o フローティング トピック、その後トピックを追加するマップの背景の位置をクリックします。 

 [吹き出し] をクリックして現在のトピックに吹き出しを追加します。 

  

トピック テキストの入力 

トピックを作成すると、プレースホルダが表示され、自動的に選択されます。  

 新しいトピックのテキストを入力して Enter キーを押します。 

 トピック テキスト内に改行を作成するには、Ctrl または Shift キーを押しながら Enter キーを押します。 

 中心トピックにこれらを追加すると、マップのテーマを設定するのに役立ちます。 

画像を追加してマップのトーンを設定できます。 

 

これは、マップに日付と時刻を追加するのに適した場所です。 

 

また、[表示/非表示] コマンドを使用して、改訂番号と更新日も表示できます。[マップのプロパティ] - [詳細

情報] タブで改訂番号をリセットできます。 

日付または時間あるいはその両方をトピックに追加する 

マップ上のどのトピックにも、日付または時間、あるいはその両方を追加できます。この情報は、ほとんどの場

合、マップを使用していた日時を示すために中心トピックに追加されます。また、トピックが追加された日時やイ

ベントの日付を示すために、トピックにも日時を挿入できます。 

1. トピックを選択します。 

2. 書式を選択するには、[挿入] タブの [トピックの要素] グループで [日時] プルダウン メニューをクリック

してから、[日付と時刻の書式] をクリックします。 

 書式オプションを設定しても、既に追加した日時には影響しません。 

3. [挿入] タブの [トピックの要素] グループで [日時] をクリックします。 

Ctrl + Shift + Alt + T キーを押します。 

4. [OK] をクリックします。 

 仕事情報機能には、プロジェクトの仕事日に関する [開始日]、[終了日]、および [期限] のオプションが用意され

ています。 

  

ブレーンストーミング 

ブレーンストーミング機能を使用すると、新しいトピックの入力をすばやく行うことができます。ブレーンストー

ミングの原則に従って、ブレーンストーミング ツールはアイデアをすばやく記録し、グループ化します。ブレーン

ストーミング セッションが終了した後、その結果をマップへドラッグします。 

ブレーンストーミング セッションは、新しいマップを開始するときや、既存のマップに新しいトピックを作成する

場合に使用できます。ブレーンストーミング ツールを使用していてもほとんどのマップ構築用コマンドは機能しま

すが、主な目的はアイデアの記録とグループ化です。詳細な注釈とコーディングは通常のマップ ビューに戻って行

います。 
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 ブレーンストーミング ツールは、マップに対して読み取り専用の権限しか与えられていない場合には機能しま

せん。マップに対する権限を変更してもらうように、マップの所有者またはシステム管理者に問い合わせてく

ださい。 

 セッションの使用を一定時間に制限する場合、タイマー ツールを使用して、設定した制限時間に達したときに

通知するカウントダウン時計を設定します。 

ブレーンストーミング セッションの開始 

1. [その他] タブの [ヘルパー] グループで [ブレーンストーミングの開始] をクリックします。 

2. [ブレーンストーミング] ウィンドウが開きます。リボン上の [ブレーンストーミングの終了] コマンドと右上の

対応するボタンを確認してください。 

ステップ 1: すべてのアイデアを入力します。 

 [すべてのアイデアを入力します] ボックスに新しいアイデアを入力して、Enter キーを押すか、[挿入] をクリ

ックします。ウィンドウの左側に、新しいトピックが表示されます。 

 誤入力した場合は、アイデアをクリックし、テキストを編集して修正できます。 

 アイデアを削除する場合は、そのアイデアをクリックして、Del キーを押します。 

すべてのアイデアをランダムに記録することも、中断してアイデアをグループ化または整理してからアイデアの入

力を続けることもできます。 

ステップ 2: 優先度を設定するグループを定義します。 

1. [優先度を設定するグループを定義します] の下にある [グループ名の入力] をクリックします。 

2. 必要なすべてのグループの名前を入力して (グループの作成および削除は、後からいつでも行えます)、[OK] 

をクリックします。そのグループ名がサブトピックとして付いた [グループ] トピックが表示されます。 

ステップ 3: 左側にあるアイデアを右側のグループ トピックへドラッグします。 

 各アイデアをそれぞれのグループへドラッグ アンド ドロップします。 

アイデアの入力を再開することも、グループ化したアイデアに直接サブトピックを追加して詳細を追加することもで

きます。また、セッション中はいつでもトピックをドラッグ アンド ドロップして整理し直すことができます。 

ブレーンストーミング セッションの終了 

1. ウィンドウの右上または、[その他] タブの [ヘルパー] グループにある [ブレーンストーミングの終了] をクリ

ックします。マップの下部にブレーンストーミングの結果が表示されます。 

2. ブレーンストーミング セッションの結果を、メイン マップにドラッグします。 

内容の貼り付けまたはインポート 

他のアプリケーションのテキストを貼り付けることによって MindManager に内容をインポートし、現在のマップ

上にトピックを作成することができます。別のマップを現在のマップ内の分岐としてインポートすることもできま

す。 

さらに、Word、Project、および MPX ファイルから内容をインポートすることもできます。 

テキストや画像を貼り付けることでトピックを作成する 

テキストや画像を切り取りまたはコピーし、マップ ビューのマップに貼り付けて、新しいトピックを作成できま

す。MindManager 以外のアプリケーションからも、テキストや画像を貼り付けることができます。アウトライン 

ビューで、テキストを貼り付けて新しいトピックを作成できます。 

貼り付け対象のテキストに段落が含まれている場合は、段落ごとに別々のトピックが作成されます。 
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1. MindManager 内または他のアプリケーションからテキストや画像をコピーまたは切り取ります (通常、テキ

ストを選択して、Ctrl + C キーを押してコピーするか、Ctrl + X キーを押して切り取ります)。 

2. MindManager 内で、新しいトピックを追加する位置をクリックします。 

 メイン トピックを作成するには、中心トピックを選択します。 

 サブトピックを作成するには、トピックを選択します。 

 フローティング トピックを作成するには、空白の領域をクリックします(マップ ビューのみ)。 

3. 既定の書式設定を使用して貼り付けるには : 

 [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼り付け] をクリックします。 

Ctrl + V キーを押します。 

書式を変えて貼り付けるには : 

 [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼り付け] 矢印をクリックするか、トピックを右クリックし

てから、ショートカット メニューの [貼り付け] をポイントします。 

使用する書式をクリックします。より多くの書式を表示するには、[形式を選択して貼り付け] をクリック

します。使用可能な書式は、切り取りまたはコピーした内容によって異なります。 

[内部に貼り付け] をクリックして、既存のトピックにテキストや画像を貼り付けます。 

[書式なしテキストの貼り付け] をクリックして、書式なしのテキストを貼り付け、既定の書式設定

を適用します。 

[リッチ テキスト形式 (RTF) の貼り付け] をクリックして、テキストの書式設定を保持します。 

[ビットマップの貼り付け] をクリックして、画像付きの新しいトピックを作成します。 

[ハイパーリンクの貼り付け] をクリックして、選択したトピックにハイパーリンクとしてテキスト

を貼り付けます。貼り付け対象のテキストは、有効な URL、電子メール アドレス、またはドキュメ

ントのリンクである必要があります。 

[ノートの貼り付け] をクリックして、テキストをノートとして貼り付けます。元の書式設定は保持

されます。 

[吹き出しとして貼り付け] をクリックして、選択したトピックに吹き出しを作成します。 

[次のトピックとして貼り付け] をクリックして、選択したトピックの下に新しい兄弟トピックを作

成します。 

 [貼り付け] コマンドでは、書式なしテキストを貼り付ける場合を除いて、テキストの書式設定が保持されま

す。貼り付けられたトピックには既定のトピックの書式設定が適用されます。他のアプリケーションから貼り

付けたすべてのテキストに MindManager の既定の書式設定を自動的に適用するには、元の書式設定を使用す

るためのオプション をオフにします。 

  

マップをトピックとしてインポートする 

現在のマップの一連のトピックとして、既存のマップをインポートできます。インポートされたマップの中心トピ

ックは、現在選択されているトピックのサブトピックになります。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 トピックを選択し、[挿入] タブの [分岐の挿入] グループで、[マップの挿入] をクリックします。 

 現在のマップ上のトピックを右クリックし、[挿入] をクリックしてから [マップ] をクリックします。 

2. インポートするマップを選択します。 
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 マップの一部だけをインポートする場合は、そのマップを開いてトピックをコピーしてからそれらを現在のマップ

に貼り付けるか、全体のマップをインポートしてから不要なトピックを削除します。 

  

マップ パーツの使用 

一般的な形式のマップ パーツは、標準的な内容を含んだ静的なトピックおよびサブトピック構造です。その目的

は、曜日、アクション、標準の会議議題など、頻繁に使用される、または共通の情報セットの再入力にかかる時間

を短縮することです。頻繁に使用されるトピックを使用して、ユーザー独自のマップ パーツを作成できます。汎用

のマップ パーツは、[マップ パーツ] 作業ウィンドウ内のメインの [マップ パーツ] フォルダに保存されています。 

スマート マップ パーツおよび Web サービス マップ パーツは、MindManager の外部にあるアプリケーションや 

Web サービスへのアクティブなリンクを含んだ特別なマップ パーツです。これらは、XML、XSL、および Web サ

ービス テクノロジを使用して、デスクトップ プログラム、アプリケーション データベース、検索エンジン、オン

ライン ニュース機関から取得したデータを、マップへ統合する機能を備えています。 

スマート マップ パーツおよび Web サービス マップ パーツは、[マップ パーツ] 作業ウィンドウ内の汎用の [マッ

プ パーツ] フォルダの下のフォルダに、グループ化されて保存されます。これらは、他のマップ パーツと区別する

ために、独自の外観 (グラフィックおよび網掛けされたアウトライン) を持っています。 

 [マップ パーツ] ウィンドウに Microsoft Excel リンカまたは Web サービス マップ パーツ (Amazon、eBay、

Google など) が表示されない場合は、MindManager でこれらのアドインを有効にする必要があります。 

マップへのマップ パーツの追加 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [分岐の挿入] グループで、[マップ パーツ] をクリックします。 

 作業ウィンドウの [マップ パーツ] タブをクリックします。 

2. [マップ パーツ] 作業ウィンドウで、使用するマップ パーツ フォルダに移動します。(汎用の静的マップ パー

ツ用の最上位フォルダ、あるいはスマート マップ パーツまたは Web サービス マップ パーツ用のサブフォル

ダ。) 

3. 下の方のウィンドウで、追加するマップ パーツをクリックし、マップ上へドラッグします。ビジュアル アイ

コンを使用して、メイン トピック、サブトピック、またはフローティング トピックとしてパーツをドロップ

します。 

静的マップ パーツは、追加されると通常のマップ トピックおよびサブトピックになり、新規に追加したトピック

と同じように使用できます。 

スマート マップ パーツまたは Web サービス マップ パーツを追加すると、そのリンクがアクティブになり、自動

的にデータ ソースからマップ パーツに情報が入力されます。マップ パーツの中には、情報の入力が必要なものも

あります。たとえば、Amazon 検索マップ パーツを追加する場合、検索の詳細を入力できるようにダイアログが表

示されます。アクションをキャンセルすると、このダイアログは閉じ、マップ パーツはマップから削除されます。 

マップ パーツとして追加されたトピックを修正できます。スマート マップ パーツまたは Web サービス マップ パ

ーツを修正した場合、最新の情報に更新すると変更した内容は失われます。  

  

スマート マップ パーツの使用 

MindManager には、カテゴリに分類されたスマート マップ パーツが用意されています。スマート マップ パーツ

の変更は、パーツの変更、コピー、複製、削除、および名前変更のためのコマンドを使用して行うことができます。

パーツの最新の内容を表示するために更新することもできます。 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

30 

マップ パーツをマップに追加した後、その情報を表示および更新するためのオプションをショートカット メニュ

ーに表示できます。これらのオプションを表示するには、パーツを右クリックします。利用可能な個々のオプショ

ンは、マップ パーツの機能によって異なります。 

ファイル エクスプローラ 

これらのマップ パーツは、システム上の特定のフォルダ内にあるファイルおよびサブフォルダへのリンクを作成し

ます。 

マップへのファイル エクスプローラ マップ パーツの追加  

1. マップ パーツのルート トピックとして機能する、既存のトピックを選択するか、新しいトピックを作成しま

す。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [分岐の挿入] グループで、[マップ パーツ] をクリックします。 

 ステータス バーの [作業ウィンドウ] ボタン   をクリックしてから、[マップ パーツ] をクリックしま

す。 

3. [マップ パーツ] 作業ウィンドウで、[ファイル エクスプローラ] マップ パーツ フォルダに移動します。マップ 

パーツが下部のウィンドウに表示されます。 

[すべてのファイルとフォルダ] は、対象フォルダ以下のすべてのファイルとサブフォルダへのリンクを作成

します。 

[すべてのファイル] は、対象フォルダ内のすべてのファイルへのリンクを作成します。 

[すべてのフォルダ] は、対象フォルダ以下のすべてのサブフォルダへのリンクを作成します。 

4. マップ パーツをマップ上にドラッグします (現在選択されているトピックのサブトピックとして追加する場合

は、単にパーツをクリックします)。 

5. マップ パーツのリンク先にするフォルダを選択して、[OK] をクリックします。 

しばらくすると、システム上のファイルやフォルダへのリンクがマップ パーツに入力されます。リンクが更新され

る (ファイルやフォルダの追加や削除が反映される) のは、マップ パーツを最新の情報に更新した場合のみです。 

Microsoft Excel リンカ 

Microsoft Excel リンカ マップ パーツを使用すると、MindManager と Microsoft Excel 間の双方向通信が可能にな

ります。これにより、どちらのアプリケーションからでもデータをマップに追加したり編集したりできるようにな

ります。詳細については、「Microsoft Excel との連携」を参照してください。 

ニュース フィード 

特定のソースから最新のヘッドラインを入手するために、ユーザー独自のニュース フィード マップ パーツを作成

できます。マップ パーツが更新されるたびに、その内容は更新されます。 

ユーザー独自のニュース フィード マップ パーツの作成  

RSS (または RDF) 形式でフィードを提供するソースを使用して、ユーザー独自のニュース フィード マップ パー

ツを作成できます。RSS は、Web コンテンツ (ニュース ヘッドラインおよびブロガ エントリ) の配布および収集

に使用される XML ベースの形式です。CNet や Yahoo など多くの一般的なニュース サイトは、個人または非営利

組織が商用ではない私的な利用を目的とした RSS フィードを無料で提供しています。さらに、Syndic8 などの独

立系のニュース収集サイトでは、さまざまなソースからの多数の RSS フィードのターゲットが提供されていま

す。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [分岐の挿入] グループで、[マップ パーツ] をクリックします。 
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 ステータス バーの [作業ウィンドウ] ボタン   をクリックしてから、[マップ パーツ] をクリックしま

す。 

2. [マップ パーツ] 作業ウィンドウで、[マップ パーツ] フォルダを右クリックします。 

3. [ライブラリへのニュース フィードの追加](Add new News Feed to Library) をクリックします。 

4. フィード ソースの URL を入力します。URL は、リンク先のサイトからコピーして取得できます。フィード

用のボタン   が表示されている場合もあります。 

 ボタンをクリックし、[ショートカットのコピー] をクリックしてから MindManager に戻ります。[URL] 

ボックス内を右クリックし、[貼り付け] をクリックします。 

 ボタンをクリックし、ブラウザの [アドレス] フィールドから URL をコピーしてから MindManager に戻

ります。[URL] ボックス内を右クリックし、[貼り付け] をクリックします。 

5. [OK] をクリックします。 

6. [マップ パーツ] 作業ウィンドウで、このパーツを追加するフォルダに新しいマップ パーツをドラッグしま

す。(新しいフォルダを作成する場合は、右クリックしてから [新規フォルダ] をクリックします。) 

新しいニュース フィード マップ パーツが [マップ パーツ] ウィンドウに表示されます。これで、その他のマップ 

パーツと同様に使用できます。 

 画像が関連付けられていないニュース フィードは、ライブラリにラベルなしで表示されます。次の操作を行う

ことで、このパーツに独自のテキスト ラベルを追加することができます。 

 

マップ パーツの横にある矢印をクリックし、[変更] をクリックします。マップ パーツが独自のウィンドウに表

示されます。任意のトピックにテキストを追加します。次に、ウィンドウ右上の [保存して閉じる] をクリック

します。 

Web サービス 

オンラインの電子商取引サイト、検索サイト、およびソーシャル サイトからデータを取得するときは、

MindManager の Web サービス マップ パーツを使用します。パーツをマップに追加するときに、検索用語を入力

し、その他の検索オプションを選択します。結果はサブトピックとして表示されます。検索用語または検索オプシ

ョンを変更するときは、親トピック上で Web サービス マップ パーツのアイコンを右クリックします。 

  

Web サービス マップ パーツによる検索 

Web サービス マップ パーツを使用すると、さまざまなオンライン ソースから情報または項目を検索できます。検

索結果は、マップ パーツ トピックのサブトピックとして返されます。それぞれの結果には、項目の概要 (トピック 

ノートとして) および項目へのリンクが含まれます。 

Web サービス パーツを既存のトピックに添付すると、トピックのテキストが自動的に検索用語として使用されま

す。この用語は、検索パラメータの入力を求められた際に変更できます。 

マップへの Web サービス マップ パーツの追加 

1. 次のいずれかを実行して [マップ パーツ] ウィンドウを開きます。 

 [マップ パーツ] 作業ウィンドウ タブをクリックします。 

 リボン上の [挿入] タブで、[マップ パーツ] をクリックします。 

2. [マップ パーツ] ウィンドウで [Web サービス] フォルダをクリックします。 

3. (オプション) マップで、検索用語を含むトピックを選択または作成します。 

4. [マップ パーツ] ウィンドウでパーツをクリックして選択したトピックに追加するか、そのパーツをマップ上

のトピックにドラッグします。 
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5. 検索パラメータの入力を求められます。 

6. しばらくすると、検索結果を含む Web サービス パーツがマップ上に表示されます。 

ノート アイコンをポイントすると、見つかった各項目の説明が表示されます。またそのリンクをクリックすると、

Web ページが表示されます。 

最初の検索から一定の時間が経過した場合は、Web サービス トピックを更新して最新の結果を表示することがで

きます。 

検索パラメータの変更 

既にマップに追加している Web サービス トピックの検索パラメータを更新できます。新しい検索結果で、現在の

結果が置き換えられます。 

1. Web サービス トピックでアイコン  を右クリックします。 

2. 検索名 ("Amazon 検索" など) をクリックして、ダイアログに新しいパラメータを入力します。 

3. [OK] をクリックします。 

4. Web サービス トピックが新しい結果で自動的に更新されます。 

 「検索する文字列」だけを変更するには、Web サービス トピックのテキストを変更します。検索結果が自動

的に更新されます。 

Web サービス トピックの結果の編集 

Web サービス トピックまたは検索結果に独自のサブトピックを追加したり、結果トピックを編集して独自のテキ

ストを含めたりできます。追加した内容は Web サービス トピックが最新の情報に更新されるときも保持されます 

(変更した結果トピックが更新時に削除される場合を除く)。 

  

スマート マップ パーツの更新 

スマート マップ パーツは元のデータ ソースへのアクティブなリンクを保持するので、ソースが変更したときに、

マップ パーツを更新して外部データの最新の状態を反映することができます。すべてのマップ パーツを更新する

ことも、単一のマップ パーツのみを更新して最新の情報を表示させることもできます。また、スマート マップ パ

ーツを静的なマップ パーツへ変換することもできます。 

すべてのスマート マップ パーツの更新 

 マップの背景を右クリックし、[すべてのトピックの更新] をクリックします。 

更新処理中に、スマート マップ パーツ全体が削除され、データ ソースからの最新のデータを含む新しいパーツに

置き換えられます。パーツへのすべての変更 (サブトピックの追加、テキスト属性または視覚的属性の変更など) は

失われます。進捗バーに、マップ内の各トピックの名前が表示されます。 

単一のスマート マップ パーツの更新 

1. ルート トピック上でスマート マップ パーツ アイコン (  など) を右クリックします。 

2. [最新の情報に更新] をクリックします。 

  

静的なトピックへのスマート マップ パーツの変換 

1. ルート トピックのスマート マップ パーツ アイコンを右クリックします。 

2. [通常に変換]、[Microsoft Outlook への接続を切断]、[Microsoft Excel への接続を切断] のいずれかをクリック

します。 

マップ パーツは、これ以降そのソースにはリンクされなくなり、現在のデータは更新されなくなります。 
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接続を切断された Microsoft Outlook アイテムは、カスタム プロパティ セットになります。接続を切断された 

Microsoft Excel データは、スプレッドシートになります。 

  

マップ パーツの作成または修正 

作成したマップの一部を静的マップ パーツとして保存すると、簡単に再利用できます。既存のマップ パーツを修

正することもできます。ニュース フィード マップ パーツの作成については、「スマート マップ パーツの使用」を参

照してください。その他のスマート マップ パーツの作成方法や、既存のスマート マップ パーツのカスタマイズ方

法については、Mindjet DevZone オンラインを参照してください。 

マップ パーツの作成 

1. マップ パーツとして保存する 1 つまたは複数のトピックを選択します。 

 複数のトピックを保存対象として選択できます。各トピックおよびそれに付属するサブトピックと吹き出し

は、個別のマップ パーツとして保存されます。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [分岐の挿入] グループで、[マップ パーツ] をクリックします。 

 ステータス バーの [作業ウィンドウ] ボタン   をクリックしてから、[マップ パーツ] をクリックしま

す。 

3. [マップ パーツ] 作業ウィンドウの最上部のウィンドウで、新しいマップ パーツを追加するマップ パーツ フォ

ルダに移動します。 

 新しいサブフォルダを作成するには、フォルダを右クリックし、[新規フォルダ] をクリックします。 

4. 次のいずれかを実行します。 

 トピックを [マップ パーツ] 作業ウィンドウの下部のウィンドウにドラッグします。 

 [マップ パーツ] 作業ウィンドウの上部で、[選択したトピックの追加] をクリックします。 

新しいマップ パーツが作業ウィンドウの下半分に表示されます。 

マップ パーツの修正 

[マップ パーツ] 作業ウィンドウで、パーツの右横の矢印をクリックして、パーツを修正、コピー、複製、削除、お

よび名前変更するためのコマンドのメニューを表示します。この方法でスマート マップ パーツの外観を修正できま

すが、それらのコードを修正することはできません。 

http://www.mindjet.com/
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マップの表示とナビゲート 

ドキュメント ビュー 

 マップ ビュー 

MindManager はマップ ビューで起動します。これは、マップを作成および編集し、マップの内容の全体像を把握す

る場合に最適なビューです。このビューには、フローティング トピック、リレーションシップ、画像、および境界

線など、マップのすべての要素が表示されます。通常、このビューでほとんどの作業が行われます。 

 アウトライン ビュー 

アウトライン ビューでは、見慣れた形式を使用して、マップを表示および編集できます。トピックは、上から下へ直

線的に列挙されます。MindManager を使い始めたばかりの人は、このビューを参照しながら作業することをお勧

めします。 

アウトライン エクスポート書式 (Word など) を使用する場合は、アウトライン ビューによってマップを一列に配

置してプレビューできるので、エクスポートする前に必要な調整を加えることができます。また、このビューから

直接、マップのアウトラインを印刷することもできます。 

このビューには、マップ ビューよりも多くの制限があります。特定のマップ要素 (フローティング トピック、リレ

ーションシップ、画像、および境界線) が含まれません。 

 ガント ビュー 

ガント チャート ビューはマップ上の仕事をガント チャートとして表示するためのビューで、チャートからこれらの仕

事を直接追加、削除、および変更することができます。このビューはマップ ビューの上側、下側、左側、または右

側に配置できます。仕事情報の開始日および期限のないトピックはこのビューには表示されません。 

このビュー内の仕事情報の一部は、情報を入力するかガント バーをドラッグすることでも変更できます。 

 スライド ビュー 

スライド ビューは、マップのさまざまな部分を表示するスライドを作成するためのビューで、特定の部分を印刷また

はプレゼンテーションするのに役立ちます。このビューから全画面のスライド ショーを開始できます。 

 リンク マップ ビュー 

リンク マップ ビューでは、ハイパーリンクによって互いにリンクされているマップを表示します。現在のマップのプレ

ビュー画像、およびリンク先となっているすべてのマップが表示されます。(他のリンクされたドキュメントは、プ

レースホルダとして表示されます。)マップは、1 レベルのマップ (このマップに直接リンクされたマップ) のみ、2 

レベルまたは 3 レベルのマップ、あるいはすべてのレベルのマップが表示されるように選択できます。 

このビューでは、すべてのマップに対して、または選択したサブセットに対して、コマンドを実行できます。これ

らのマップはプレビューとして表示されます。続けて他のマップを開かない限り、最初のマップのみが表示されま

す。 

 ウォークスルー ビュー 

ウォークスルー ビューは、プレゼンテーション用のマップを表示するためのビューで、ごく簡単な操作でマップ上を

移動できます。全画面表示に切り替わりマップ領域が最大化され、すべてのメニューおよびツール バーが非表示に

なります。また、円滑に移動するためのショートカットとオプションが用意されています。 

MindManager 内で複数のマップを表示し、タブを使用してそれらを切り替えることができます。メイン ウィンド

ウにマップを左右に並べることで、複数のマップを同時に表示することができます。 
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ビューの切り替え 

[表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループにあるコマンドを使用します。 

 アプリケーション ウィンドウの最下部にあるステータス バーのボタンを使用して、マップ ビュー  とアウ

トライン ビュー  を切り替えたり、ガント チャート   を表示したりできます。 

 マップ間の移動 

開いているマップ間を移動するときは、マップ ウィンドウの上部または下部にあるワークブック タブを使用する

のが最も簡単です。タブは、MindManager [表示] オプションを使用して有効にすることができ、中心トピックのテ

キストとマップ ファイル名のどちらをタブに表示するかを選択できます。 ワークブック タブは、マップ ウィンド

ウの上部または下部に配置することができます。 

 ワークブック タブをクリックしてドラッグすると、順序を変更できます。 

 

ワークブック タブの位置を制御するには、タブを右クリックし、[ワークブック タブの配置] を設定します。 

 

タブを右クリックして、マップを保存、印刷、または閉じたり、[フィルタ] コマンドを使用して非表示にしたす

べてのマップ要素を表示したり、マップのプロパティを変更したりできます。 

別のマップへの切り替え 

 ワークブック タブをクリックします。 

 [表示] タブの [ウィンドウ] グループで [切り替え] をクリックしてから、マップ名をクリックします。 

次のマップを表示するには、Ctrl + F6 キーまたは Ctrl + Tab キーを押します。 

前のマップを表示するには、Ctrl + Shift + F6 キーまたは Ctrl + Shift + Tab キーを押します。 

 別のマップに切り替えると、そのマップは最後に使用したビュー (マップ ビュー、リンク マップ ビュー、また

はアウトライン ビュー) で表示されます。 

複数のマップ ウィンドウの重ね表示または並べ表示 

既定では、マップ ビューとアウトライン ビューのいずれかに同時に 1 つのマップが表示され、ウィンドウの上部

または下部にワークブック タブが並びます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 マップのワークブック タブを右クリックし、[整列] をクリックします。 

 [表示] タブの [ウィンドウ] グループで、[整列] をクリックします。  

2. オプション : 開いているマップの一覧から閉じるマップを選択し、[ウィンドウを閉じる] をクリックします。 

3. 整列するマップを選択します。選択しないマップは最小化されます。 

4. 希望する整列方法 ([並べて表示] または [重ねて表示]) をクリックします。 

 マップを手動で整列するには、マップ ウィンドウの [元のサイズに戻す] ボタン (マップ ウィンドウの右上) を

クリックし、各マップのウィンドウをドラッグしてサイズと位置を調整します。 

マップの位置の表示 

マップ ウィンドウでマップを開いた場合、システムまたは Mindjet Catalyst ワークスペース内でのマップの位置を

表示できます。 

1. ウィンドウの下部でマップのドキュメント タブを右クリックします。 

2. [エクスプローラに表示] または [ワークスペースに表示] をクリックします。 
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マップ ビューの使用 

 

MindManager はマップ ビューで起動します。これは、マップを作成および編集し、マップの内容の全体像を把握

する場合に最適なビューです。このビューには、フローティング トピック、リレーションシップ、画像、および境

界線など、マップのすべての要素が表示されます。通常、このビューでほとんどの作業が行われます。 

小さいマップの場合は、マウスを使用して直接移動できます。大きいマップの場合は、トピックの折りたたみと展開を

行うと、マップ内を移動しやすくなります。 

マップ ビューへの切り替え 

別のビューからマップ ビューに切り替えるには、[表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループで [マップ] をクリ

ックするか、ステータス バーの [マップ ビュー]  をクリックします。 

マップ ビューでの移動 

さらに、キーボードを使用して効率的にマップ内を移動することもできます。 

キーストローク 操作 

矢印キー 現在のトピックの上、下、左、または右のトピックを選択します。 

(左右の矢印の場合は、中心トピックを過ぎてマップの他方の側に達すると、一番

上のメイン トピックから選択されます。) 

Tab、Shift + Tab 次または前のトピック、吹き出し、またはサブトピックに移動します。マップ上の

各トピックに順番にアクセスするときは、この方法を使用します。リレーションシ

ップ線に付属するフローティング トピックと吹き出しはスキップされます。 

詳細については、「キーボード ショートカット」を参照してください。 
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マップの位置調整 

マップ ビューのマップの位置は、いくつかの方法で調整できます。 

パンとズーム 

マップを移動するには、マップの右側と下側にあるスクロール バーを使用するか、マップの背景または中心トピッ

クをクリックしてドラッグします。 

マップのズームの値の設定 

次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーのズーム スライダ   を目的の倍率にドラッグするか、  [マ

ップに合わせて表示] をクリックしてマップ全体のサイズをウィンドウのサイズに合わせます。 

 [表示] タブの [ズーム] グループで [拡大] ボタンまたは [縮小] ボタンをクリックするか、[マップに合わせて表示] 

をクリックします。 

 [表示] タブの [ズーム] グループで [ズームの値] ボックスの値をクリックするか、値を入力して Enter キーを押

します。 

 ホイールマウスを使用している場合は、Ctrl キーを押しながらホイールを使用して拡大縮小できます。 

マップ全体のサイズをウィンドウのサイズに合わせるには、Ctrl + F5 キーを押します。 

 大きなマップで作業している場合は、[ミニ表示] ウィンドウを使用してみてください。 

オブジェクトまたはマップ全体の中央揃え 

 Alt + F3 キーを押します。 

  [トピックに焦点を合わせる] コマンドを使用すると、現在のトピックは中央揃えで展開され、他のすべてのトピッ

クは折りたたまれます。 

マップの中央揃えと、すべてのトピックの 1 レベルへの折りたたみ 

次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [展開] 矢印   をクリックしてから、[マップの折りたたみ] をクリックします。 

 [表示] タブの [詳細] グループで [マップの折りたたみ] をクリックします。 

 [ミニ表示] の使用 

[ミニ表示] ウィンドウを使用して、大きなマップ内をすばやく移動します。 

[ミニ表示] ウィンドウの表示 

 [表示] タブの [ズーム] グループで [ミニ表示] をクリックします。 

[ミニ表示] ウィンドウを初めて開く場合には、アクティブな表示領域が境

界線によって囲まれた、マップの簡略バージョンが小さく表示されます。

このウィンドウは、マップでの作業の邪魔にならないように動かすことが

できます。 

[ミニ表示] ウィンドウの使用 

 ウィンドウを折りたたんだり展開したりするには、  および 

 のコントロールを使用します。 

 表示領域の長方形をクリックしたまま、マップの別の部分にドラ

ッグします。 
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トピックに焦点を合わせる 

[トピックに焦点を合わせる] コマンドは、会議で大きいマップを表示する場合に特に役立ち、見る人はマップの他

の部分に気を取られることなくトピックの詳細を見ることができます。このコマンドは、最適レベルまで拡張した

選択済みのトピック、兄弟トピック (折りたたまれた状態)、メイン トピック (折りたたまれた状態)、および中心ト

ピックを表示します。 

1. トピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [展開] 矢印   をクリックしてから、[トピックに焦点を合わせる] をクリックします。 

 [表示] タブの [詳細] グループで [トピックに焦点を合わせる] をクリックします。 

F3 キーを押します。 

トピックを完全に展開する場合は、Shift + Alt + . (ピリオド) キーを押します。 

[分岐のみ表示] コマンド (マップ ビューとアウトライン ビューの両方で使用可能) は、選択したトピックとその子

孫のみを表示します。これらのコマンドの例を参照  

マップ ビューでの要素の表示または非表示 

マップに表示しないマップ要素があっても、その要素を削除する必要はありません。代わりに、[表示/非表示] コマ

ンドを使用すると、マップ ビューの要素またはトピックを非表示にできます。この機能は、自分の参照用に情報を

追加して、マップを印刷または配布したり、その情報をプレゼンテーションで使用したりする場合に便利です。 

ウォークスルー ビューには、独自の [表示/非表示] コマンドがあります。 

マップ要素の特定のクラスの表示または非表示 

1. [表示] タブの [詳細] グループで [表示/非表示] をクリックします。  

2. 表示または非表示にする要素をクリックします。 

 このコマンドはマップ全体に適用されます。 

 選択したトピックまたはオブジェクトのグループを表示または非表示にするには、[フィルタ] コマンドを使用し

ます。トピックをそのプロパティに基づいて表示または非表示にするには、[詳細フィルタ] コマンドを使用しま

す。 

マップ ビューの分割 

マップ ビューは、横または縦に分割して、マップの異なる部分を同時に表示することができます。 

マップ ビューを分割した場合は、2 つのウィンドウを独立して表示できます。したがって、それぞれのウィンドウ

で、別のオブジェクトを選択したり、異なるズームの値や詳細レベルを使用したりできるだけでなく、異なるフィル

タや異なるビューを使用することもできます。2 つのビューは同期されるので、マップに対する変更点は、他方のウ

ィンドウにすぐに反映されます。 

この機能は、大きなマップで作業する場合に特に便利です。たとえば、1 つのウィンドウでマップ全体を表示して

概要を見ながら、もう 1 つのウィンドウで拡大表示して作業することができます。 

次のいずれかを実行します。 

 [表示] タブの [ウィンドウ] グループで [分割] をクリックしてから、[横] または [縦] をクリックします。 

 マップのワークブック タブを右クリックし、[マップを横に分割] または [マップを縦に分割] をクリックしま

す。 

 ウィンドウ間を分割するバーをドラッグすると、ウィンドウのサイズを変更できます。 

分割の解除 

 [表示] タブの [ウィンドウ] グループで [分割] をクリックしてから、[分割の解除] をクリックします。 

 マップのワークブック タブを右クリックし、[分割の解除] をクリックします。 
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アウトライン ビュー 

 

アウトライン ビューでは、見慣れた表示形式を使用してマップを表示でき、ドキュメントを上から下まで読み、移

動することができます。MindManager を使い始めたばかりの人は、このビューを参照しながら作業することをお

勧めします。 

Word や Project のような一列のエクスポート形式を使用する場合は、アウトライン ビューによってマップを一列

に配置してプレビューできるので、エクスポートする前に必要な調整を加えることができます。このビューからマ

ップを印刷すると、アウトライン形式で印刷されます。詳細については、「アウトラインの印刷」を参照してくだ

さい。[トピックの番号設定] オプションを使用して、印刷前にアウトラインに番号を追加することもできます。 

 マップ要素の中にはアウトライン ビューに表示されないものがあります。塗りつぶしの色、リレーションシッ

プ、境界線、仕事情報、ラベル、画像、およびフローティング トピックです。 

アウトライン ビューでのマップの表示 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループで [アウトライン] をクリックするか、ステータス バーの [アウ

トライン ビュー]  をクリックします。 

アウトライン ビューに、トピック テキストが示された [トピック] 列が表示されます。この列では、+ および - ア

イコンを使用して、トピックを展開したり折りたたんだりすることができます。また、次に示す他の列も表示され

ます。 

[アイコン マーカー] 列。トピックに割り当てられているすべてのアイコンが表示されます。 

[ハイパーリンク] 列。トピックにハイパーリンクが含まれる場合はアイコンが表示されます。 

[ノート] 列。トピックにノート テキストがある場合はアイコンが表示されます。 

[添付ファイル] 列。トピックに添付ファイルがあるかどうかが表示されます。 

表示または非表示にする列を選択するには、列見出しを右クリックします。 

現在のトピックについての情報を、簡単に追加、削除、または変更するには、これらの列をクリックします。 

このビューでどのトピックを表示するかについて制御するには、[詳細] および [フィルタ] のコマンドを使用します。 
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アウトライン ビューでの移動 

アウトライン ビューでは、マウスまたはキーボードを使用してトピック間を移動できます。 

操作 結果 

任意のトピックをクリック トピックを選択します。 

↑ キーまたは ↓ キー 次のトピックまたは前のトピックを選択します。 

Home 最初の兄弟トピックを選択します。 

End キー 最後の兄弟トピックを選択します。 

← キー 親トピックを選択します。 

→ キー 最初のサブトピックを選択します。 

Shift キーを押しながらクリ

ック 

現在のトピックと前回選択されたトピックの間のトピックをすべて選択しま

す。 

Ctrl キーを押しながらクリッ

ク 

トピックを 1 つずつ追加で選択または選択解除します。 
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ガント ビューの使用 

 

ガント ビューには、マップ上の仕事が仕事リストとガント チャートとして表示されます。このビューで一部の仕

事情報を直接追加、削除、および変更できます。ガント チャートに表示するには、仕事に開始日と期限が設定され

ている必要があります。 

マップをガント チャートとして印刷する方法については、「印刷」を参照してください。 

仕事をガント チャートとして表示する 

ガント チャートは、仕事をスケジュール ビューで表示します。 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループで、[ガント] をクリックします。 

 ガント ビューの位置を選択するには、[ガント] の矢印をクリックして位置を選択します。 

ガント チャートには、開始日と期限が設定されている仕事が表示されます。非営業日は網掛けで表示されます。非

営業日は、[マップ カレンダー] で定義します。  

  使用率が高いリソースを含む仕事は、特別な網掛けでガント チャートに示されます。 

 

ここでは、依存関係も表示されます。 

 

仕事情報が仕事のロールアップによって計算される仕事をチャートに取り込むには、[ガント] ボタンをクリック

し、[中間トピックをガント チャートで表示] を有効にします。  

ガント チャート内での調整と移動 

仕事リストとガント チャートの表示は、その間の分割バーを使用して調整します。 

拡大または縮小 (表示する日付の範囲を減らすまたは増やす) するには、次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーのガント スライダを使用します。  

 ガント チャートの背景をクリックしてから、Ctrl キーを押しながらマウスのスクロールホイールを使用し

ます。 

 ガント チャートをウィンドウのサイズに合わせるには、ステータス バーの [ガント チャートに合わせて

表示] ボタン  をクリックします。 
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日付範囲を変更するには、ガント チャートの下部にあるスクロール バーを使用するか、ガント チャートの上部に

ある日付バーを左または右にドラッグします。 

ガント ビューで仕事を追加する 

仕事リストまたはガント チャートで仕事を右クリックしてから、次のいずれかをクリックします。  

 [新しいトピック] - 同じレベルに仕事を追加します 

 [新しいサブトピック] - 現在の仕事のサブ仕事を追加します 

 [トピックの削除] : ガント チャートとマップから仕事を削除します 

  

ガント ビュー内で仕事を変更する 

ガント ビュー内で一部の仕事情報を直接変更できます。 

 仕事リスト内で項目を編集することで変更されます。対応するマップ トピックに変更内容が反映されま

す。 

 仕事の開始日と期限を変更するには、ガント チャート内でトピックのガント バーをドラッグします。 

 ガント バーの左端をドラッグすると仕事の開始日が変わり、右端をドラッグすると仕事の期限が変わるの

で、それによって仕事の期間を増やしたり減らしたりします。 

 ガント ビューで仕事を調整すると、プロジェクトに対するリソースの使用率を最適化するのに役立ちます。 

 読み取り専用の仕事情報 (灰色のテキストで表示) を変更することはできません。重ね合わせる仕事の場合、す

べての仕事情報は読み取り専用です。また、Outlook の仕事にリンクされている仕事では、一部の仕事情報が

読み取り専用になる場合があります。 
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スライド ビューの使用 

 

スライド ビューでは、マップ用のスライドを作成および管理できます。各スライドにはそのマップの分岐が表示さ

れます。これによって、マップ内で特定の部分のプレゼンテーションまたは印刷を簡単に行うことができます。 

スライド ビューを開始すると、画面左側に [スライド] ウィンドウが表示されます。ここでスライドの作成や管理

を行います。スライドが関連付けられている分岐には、特別なアイコン  が表示されます。 

作成したスライドは、印刷したり、スライド ショーで表示したり、Microsoft PowerPoint にエクスポートしたりする

ことができます。 

スライド ビューの開始 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループで、[スライド] をクリックします。 

画面左側に [スライド] ウィンドウが表示されます。 

 マップに既にスライドが含まれている場合は、スライド アイコンを右クリックし、[スライドを表示] をクリッ

クします。 

スライドの作成 

次のいずれかを実行します。 

 マップ上のトピックを右クリックしてから、[トピックからの新しいスライド] をクリックします。 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループで、[スライド] の矢印をクリックしてから、[トピックから

の新しいスライド] をクリックします。 

[スライド] ウィンドウに新しいスライドが表示されます。  

マップ上でのそのトピックには、スライドに関連付けられていることを示す特別のアイコン が表示されます。

トピックが複数のスライドに関連付けられている場合は、複数のスライド アイコンが表示されます。  

トピックを複数のスライドに関連付ける場合には、単独のスライドでも、別のスライドの分岐でもかまいません。 

スライドの表示と編集 

[スライド] ウィンドウ内でスライドをクリックすると、メイン ウィンドウに表示されます。各スライドの灰色のボ

ックスが、印刷またはスライド ショーで表示される領域です。  
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 スライドで分岐をどのように表示するか (展開された状態または折りたたまれた状態) を変更したり、通常

の編集コマンドを使用して分岐のトピックを編集したりすることができます。 

 スライドの境界線を調整するには、スライドを表示し、境界線ボックスをドラッグします。 

 すべてのスライドの境界線を元の位置にリセットするには、[スライド] ウィンドウの上部の [スライド] プ

ルダウン メニューをクリックし、[ページの境界線をリセット] をクリックします。 

 完全なマップ ビューに戻るには、[スライド] ウィンドウの上部の [マップ] をクリックします。  

スライドのサムネイルの更新 

マップの最新の状態をスライドに確実に反映するために、スライドを更新することができます。  

1. 次のいずれかの場所で [スライド] プルダウン メニューの矢印をクリックします。 

 [スライド] ウィンドウの上部。 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループ。 

2. プルダウン メニューから、[スライドのサムネイルを更新] をクリックします。  

スライドの印刷 

 次のいずれかの場所で [スライド] プルダウン メニューの矢印をクリックします。[スライド] ウィンドウの

上部。 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループ。 

2. [スライドの印刷] をクリックします。すべてのスライドを印刷するか、個々のスライドを印刷するかをここで

選択できます。 

3. ページ設定オプションを設定し、印刷プレビューを使用して出力を確認します。 

 すべてのスライドをすぐに印刷するには、クイック アクセス ツールバーの [クイック印刷]  をクリックしま

す。 

 スライドを表示している場合は、[ファイル] タブの [印刷] コマンドでスライドを印刷できます。  

スライド ショーの表示 

1. 次のいずれかの場所で [スライド] プルダウン メニューの矢印をクリックします。 

 [スライド] ウィンドウの上部。 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループ。 

2. [スライド ショー] をクリックします。 

 前後のスライドに進むときは、画面下部のコントロールを使用します。  

 スライド ショーを終了するには、[閉じる] ボタン (右下) をクリックします。 

 スライド ショー モードのスライドは動的です。スライドを展開したり折りたたんだり、またはトピックを編

集することもできますが、変更をすべてのスライドに反映するにはそれらを更新する必要があります。 

スライドの管理 

スライドの名前変更や削除を行うには、[スライド] ウィンドウ内でスライドをクリックしてプルダウン メニューを

使用します。 

マップからすべてのスライドを削除するには、[スライド] プルダウン メニューをクリックし、[すべてのスライド

を削除] をクリックします。 

スライドを削除しても、マップからは削除されません。 
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リンク マップ ビュー 

 

リンク マップ ビューでは、ハイパーリンクによって互いにリンクされているマップを表示します。リンク マップ

は、次の 2 つの方法で作成できます。 

 ハイパーリンクを追加して、既存のマップを互いにリンクします。 

 [送信] コマンドを使用してマップから新しいマップへトピックをエクスポートします。 

現在のマップのプレビュー画像、およびリンク先となっているすべてのマップが表示されます。マップは、1 レベ

ルのマップ (このマップに直接リンクされたマップ) のみ、2 レベルまたは 3 レベルのマップ、あるいはすべてのレ

ベルのマップが表示されるように選択できます。親に対するマップの "レベル" は、マップのサムネイルの右下に小

さい数字で表示されます。 

MINDJET CATALYST  

リンク マップ ビューではワークスペース マップへのリンクがサポートされません。 

マップをリンク マップ ビューで表示する 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループで、[リンク マップ] をクリックします。 

親マップ名の前に "M:" を付けた名前で、新しいワークブック タブが表示されます。たとえば、リンクされたマッ

プを持つ [マイ マップ] というマルチマップがリンク マップ ビューに表示されている場合は、[M: マイ マップ] と

ラベル付けされたワークブック タブが作成されます。 

このビューでは、すべてのマップに対して、または選択したサブセットに対して、コマンドを実行できます。これ

らのマップはプレビューとして表示されます。続けて他のマップを開かない限り、最初のマップのみが表示されま

す。 

  

リンク マップ ビューのコマンド 

リンク マップ ビューで 1 つまたは複数のマップを選択すると、リンク マップのコマンドを使用して、下の一覧に

示されるアクションを実行できます。コマンドの多くは、マップのプレビューを右クリックしたときにも表示され

ます。 
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グループ コマンド 操作 

[マップ] [マップを開く] マップの表示および編集ができるように、選択したマップを通常のマッ

プ ビューで開きます。 

プレビュー画像をダブルクリックしてマップを開きます。 

  [マップを閉じる] マップを閉じます。ただし、マップのプレビューはリンク マップ ビュー

から削除されません。マップに変更を加えていた場合は、[最新の情報に

更新] コマンド (以下を参照) を使用して現在のプレビューを表示します。 

[リンク マッ

プ] 

[電子メールとし

て送信] 

[送信ウィザード] を使用して、選択されたマップを zip ファイルに圧縮し、

電子メールに添付できます。 

  [ドキュメント圧

縮] 

[ドキュメント圧縮ウィザード] を使用して、マップを zip ファイルにアーカイ

ブできます。 

  [クイック印刷] 選択されたマップを即座に印刷します。 

  [検索] [ファイルの検索] 作業ウィンドウが開き、選択したマップで特定の単語ま

たは語句を検索できます。 

  [Web エクスポー

ト] 

選択されたマップを Web ページとしてエクスポートします。 

[編集] [名前の変更] 選択したマップの名前を変更します。このマップに他のマップがリンク

している場合は、そのハイパーリンクを修復する必要があります。 

  [すべて選択] 

[すべて選択解除] 

ビュー内のマップをすべて選択するか、すべての選択を解除します。 

  [最新の情報に更

新] 

リンクされているマップのサムネイル プレビューを更新します。これら

のマップを開いて変更後に保存した場合、変更内容を参照するにはプレ

ビューを更新する必要があります。 

  [マップ レベル] 親マップに直接リンクされているマップ (1 レベル) を表示するか、2 レ

ベルまでのマップ、または 3 レベルまでのマップ、あるいはすべてのレ

ベルのマップを表示します。親に対するマップの "レベル" は、マップの

サムネイル画像の右下に小さい数字で表示されます。 

  [サムネイル] マップの数が少ない場合は、大きいサムネイルを使用します。 

[割り当て] マーカー 

[マップ スタイル] 

[Web テンプレー

ト] 

  

選択されたすべてのマップに、スタイル、マーカーの一覧、または Web テ

ンプレートを割り当てることができます。 

[結合] [すべて結合] 表示されているすべてのマップを 1 つの "スーパー" マップに結合しま

す。スーパー マップは、新しい名前を付けて保存できます。スーパー マ

ップは静的です。つまり、作成時に結合されたマップへのリンクを含み

ません。各マップが結合後に変更された場合、変更内容は結合されたマ

ップに反映されません。 

マップの暗号化 

リンク マップ ビューでは、パスワードを使って複数のマップを暗号化できます。 

1. マップを選択します。 
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2. [ファイル] タブ、[情報]、[ドキュメントの暗号化] の順にクリックします。 

マップは、入力したパスワードによって保護されます。リンク マップ ビューでパスワード保護されたマップをプ

レビュー表示する場合は、まずそれらのマップを開く必要があります。 

  

リンク マップのトラブルシューティング 

壊れたリンク 

ハイパーリンクの対象であるマップを削除または名前変更すると、ハイパーリンクは壊れます。 

リンク マップ ビューの [名前の変更] コマンドを使用すると、リンクが壊れることを防ぐことができます。このコ

マンドでは、選択したマップの名前を変更すると、そのマップにリンクするマップ内のすべてのハイパーリンクが

自動的に更新されるため、リンクが壊れません(マップを右クリックして、[名前の変更] を選択することもできま

す)。 

壊れたハイパーリンクを持つマップをリンク マップ ビューで開くと、マップのプレビューにリンクが壊れている

ことを示すメッセージが表示されます。リンクを修復するには、サムネイルをクリックし、リンクを削除 (ビュー

からもマップを削除) するか、またはマップのパスを更新して正しいファイルに再度リンクします。 

[最新の情報に更新] をクリックすると、すべてのマップの更新されたビューを確認できます (たとえば、マップ ビ

ューでマップのいずれかを編集する場合など)。 

プレビュー画像の欠落 

マップのプレビュー画像がないことを示すメッセージが表示された場合、これは、マップを保存したときにマップ

のプロパティの [プレビュー画像を保存する] 設定を無効にしたことを意味しています。これに対しては、マップを

開き、この設定を有効にして、マップを再保存します。 

MINDJET CATALYST 

 リンク マップ ビューではワークスペース マップへのリンクがサポートされません。 

パスワード保護されたマップ 

マップのプレビューが表示されず、マップがパスワード保護されていることを示すインジケータが表示された場合

は、インジケータをダブルクリックしてマップを開き (パスワードの入力が必要)、それからリンク マップ ビュー

に戻ることができます。 
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ウォークスルー ビューの使用 

 

ウォークスルー ビューは、代替ビューの 1 つで、余分なものを最小限に抑えて表示できます。このビューでは、

通常のマップ ビューから全画面モードに切り替えてマップ スペースを最大化し、すべてのメニューとツール バー

を非表示にします。また、プレゼンテーションをより円滑に進めるためにトピックを自動的に折りたたむオプショ

ンも用意されています。画面下部のプレゼンテーション ツール バーにより、マップ全体またはマップ間を移動で

きます。また、このビューでショートカット キーを使用すると、すぐにマップを表示、移動、および編集できるだ

けでなく、新規マップを作成することもできます。 

ウォークスルー ビューの開始 

 [表示] タブの [ドキュメント ビュー] グループで、[ウォークスルー] をクリックします。 

ウォークスルー画面の下部にあるボタン  で表示を制御します。 

 [開始] - プレゼンテーションの準備が整った状態に、マップをリセットします。すべてのメイン トピック

を折りたたみ、マップを中央揃えにし、中心トピックに焦点を合わせます。 

 [前へ] (または Shift + Tab キー) - 折りたたまれた次のトピックまで後方に移動 (内側、反時計回り) して展

開します。 

 [次へ] (または Tab キー) - 折りたたまれた次のトピックまで前方に移動 (外側、時計回り) して展開しま

す。トピックの展開方法は、[オプション] (以下を参照) で指定します。 

 [縮小]、[拡大] (または Ctrl + マイナス記号 (-) キーおよび Ctrl + 等号 (=) キー) 

 [マップを開く] - 開いているすべてのマップの一覧を含むメニューを表示します。この一覧を使用して、

開いているマップ間で切り替えたり、別のマップを開いたりします。 

 オプション 

[展開] - 選択されたメイン トピックを 1 レベルと 2 レベルのどちらで展開するのかを制御します。 

[すべてのトピックにアクセス] - [次へ] ボタンをクリックするたびに各トピックにアクセスします (通

常、最後のレベルのトピックはスキップされます)。トピックは一度に 1 つのレベルだけ展開されま

す。 

[自動折りたたみ] - 新しいトピックが選択されたときに、トピックを自動的に折りたたみます。この

オプションにより、マウスのクリック回数が減りプレゼンテーションをより円滑に進めることができ

ます。 
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[リボン] - リボンを表示します。リボンを表示すると、一時的にコマンドを実行するのに便利です。 

[透明フェード アウト] - 現在は焦点が当たっていないトピックをフェード処理します。 

[トピックの強調表示]、[トピック枠の強調表示] - トピック上にポインタを置いたときに、トピック テ

キストとトピック フレームのいずれかを強調表示します。 

[表示/非表示] - マップを編集して不要なマップ要素を削除することなく、表示不要なマップ要素のク

ラスを非表示にします ([表示/非表示] コマンドを使用する場合と同様)。プレゼンテーション中に表示

するマップ要素のみをオンにしてください。 

 [ウォークスルーの終了] - ウォークスルーを閉じて通常のマップ ビューに戻ります。 

ウォークスルー中の編集 

マップは、ウォークスルー ビューでも編集できます。MindManager ショートカット キーを使用して、トピックを追加

します。一時的にコマンドを使用するために、[オプション] ボタンをクリックして [リボン] で表示を切り替えるこ

とができます。 

ウォークスルー中に他のマップまたはアプリケーションに切り替える 

ウォークスルー ビューでは、MindManager ウィンドウが自動的に最大化され、Windows タスク バーが非表示にな

ります。 

プレゼンテーションで必要なすべてのマップをプレゼンテーションの開始前に開いておくことをお勧めします。マ

ップを切り替える操作は、マップを開く操作よりも必要な手順が少なく、スムーズに行えます。 

 

同様に、プレゼンテーション中に切り替える関連アプリケーションがある場合も、プレゼンテーションの開始前に

開いておいてください。別のアプリケーションに切り替える操作は、アプリケーションを新たに開く操作よりもス

ムーズに行えます。ただし、マップのハイパーリンクから起動できるアプリケーションは例外です。これらのアプ

リケーションは、ハイパーリンク アイコンをクリックすると同時に自動的に起動します。 

 

通常、Windows タスク バーはこのモードでは非表示になるので、Alt + Tab キーを使用して別のアクティブなアプ

リケーションに切り替える必要があります (開いているすべてのアプリケーションを順に切り替えるには、Alt キー

を押したまま Tab キーを押すことを繰り返します)。MindManager に戻ってもウォークスルー ビューのままで

す。 

 プレゼンテーションの長さを記録するには、[タイマー] 機能を使用します。 
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トピックの折りたたみと展開 

特定のトピックに注目できるように、トピックを折りたたんだり展開したりできます。マップは表示どおりに印刷

およびエクスポートされます。折りたたまれたトピックは、印刷またはエクスポート前に展開されません。 

MindManager には、特定のトピックに焦点を当てることのできるコマンドもあります。 

トピックの折りたたみまたは展開 

サブトピックがある各トピックに表示されるアイコン (マップ ビューの   または 、アウトライン ビューま

たはガント チャートの   または ) を使用して、個々のトピックを相互に折りたたんだり展開したりすること

ができます。この機能は、会議中にマップを操作しているとき、または小さいマップで個々のトピックを開いたり

閉じたりする場合に便利です。 

 Ctrl キーを押しながら折りたたみまたは展開のアイコンをクリックすると、トピックを同時に 1 レベル展開で

きます。 

 

Shift キーを押しながら折りたたみまたは展開のアイコンをクリックすると、すべてのレベルを表示または折り

たたむことができます。 

特定のレベルへの展開 

メニューおよびツール バー コマンドを使用して、トピックを特定のレベルまで展開できます。 

1. トピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [展開] 矢印  をクリックしてから、使用するコマンドをクリックします。 

 [表示] タブの [詳細] グループで [展開] 矢印をクリックしてから、使用するコマンドをクリックします。 

  

複数のトピックの折りたたみと展開 

[展開] 機能コマンドは全体に作用し、表示レベルを設定して複数のトピックを表示したり、マップ全体を表示した

りできます。この機能は、大きなマップの一部に焦点を合わせる場合に特に役立ちます。 

次のコマンドを使用できます。 

[トピックの折りたたみ] - サブトピックを折りたたまずに非表示にします。 

[分岐の折りたたみ] - すべてのサブトピックを折りたたみ、非表示にします。 

[マップの折りたたみ] - すべてのサブトピックを折りたたみ、メイン トピックだけをマップの中央に表示し

ます。 

[次のレベル] - トピックを 1 レベル展開します。 

[1 レベル]、[2 レベル]、[すべてのレベル] - 1 レベル、2 レベル、またはすべてのレベルを表示します。 

 中心トピックを選択した状態で折りたたみコマンドを実行した場合は、常にメイン トピックが表示されます。 
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折りたたみまたは展開のショートカットの使用 

操作 キーストローク クリック 

次のレベルを表示 Ctrl + D 
Ctrl +  または  

Ctrl +   または  

トピックの折りたたみ Shift + Alt + 0 
または  

レベル 1 表示 Shift + Alt + 1   

レベル 2 表示 Shift + Alt + 2   

レベル 3 からレベル 9 まで表示 Shift + Alt + 3... など   

すべてのレベルを表示 Shift + Alt + .(ピリオド) 
Shift +  または  

分岐の折りたたみ Shift + Alt + , (コンマ) 
Shift +   または  

マップの折りたたみ Ctrl + F3   

トピックのフィルタ 

フィルタは、マップにあるトピックのサブセットのみを表示するときに便利な方法です。フィルタにより、現在は

関係なくても重要なマップ要素となっているトピックを削除しなくて済みます。 

フィルタは、マップ ビュー、アウトライン ビュー、リンク マップ ビュー、およびウォークスルー ビューでのマ

ップの表示方法に影響します。 

マップは 2 とおりの方法でフィルタを適用できます。1 つ目の方法では、トピックのセットを選択してから、標準

の [フィルタ] コマンドを使用して、それらのトピックを表示または非表示にします。2 つ目の方法では、トピック

のプロパティに基づいてトピックにフィルタを適用します。フィルタ条件 (各種プロパティやテキストを含む) を指

定する場合は [詳細フィルタ] コマンド、特定のアイコン マーカーまたはタグ マーカーでコーディングされたトピ

ックを表示または非表示にする場合は [クイック フィルタ] コマンドを使用します。 

フィルタは累積的に行われます。新しいフィルタを適用したときに既に非表示だったトピックは、非表示のまま残

ります。マップのすべてのトピックに新しいフィルタを適用するには、前に適用したフィルタすべてを削除する必

要があります。フィルタがアクティブの場合は ([表示] タブの [フィルタ] グループとステータス バーの) [フィルタ

の解除]  コマンドがアクティブになります。 

マップが保存されるときは、フィルタが適用された状態で保存されます。すべてのトピックはマップ内に残ってい

ますが、非表示トピックはフィルタを削除するまで表示されません。フィルタが適用されたマップのコピーを保存

できます。この場合、フィルタによって非表示になったトピックは、マップの新しいコピーには含まれません。 

 マップ要素の他のクラスの表示と非表示を選択するには、[表示/非表示] コマンドを使用します。 
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分岐のみを表示する 

特定のトピックを強調して表示するために、分岐のみを表示することができます。この機能は、会議で大きいマッ

プを表示する場合に特に役立ち、見る人はマップの他の部分に気を取られることなくトピックの詳細を見ることが

できます。 

[分岐のみ表示] コマンドは、選択したトピックとその子孫のみを表示します。 

1. トピックを選択します。 

2. [表示] タブの [フィルタ] グループで [分岐のみ表示] をクリックします。 

F4 キーを押します。 

1 レベル上のトピックの表示 

1. [表示] タブの [フィルタ] グループで [分岐のみ表示] 矢印をクリックします。 

2. [1 つ上のレベルを表示] をクリックします。 

マップの中心トピックに達するまで、この方法でレベルを表示し続けることができます。 

すべてのトピックを表示 

非表示の親トピックを再度表示するには [他の分岐を表示] をクリックします。 

[トピックに焦点を合わせる] コマンド (マップ ビューでのみ使用可能) は、最適レベルまで拡張した選択済みのトピ

ック、兄弟トピック (折りたたまれた状態)、メイン トピック (折りたたまれた状態)、および中心トピックを表

示します。 

トピックの直接フィルタ 

表示または非表示にするトピックを選択するか、表示するトピックを 1 つ選択して、トピックとそのすべての子孫

に対して直接フィルタを適用できます。プロパティに基づいてトピックにフィルタを適用するには、[詳細フィル

タ] オプションを使用します。 

トピックのセットの表示または非表示 

1. マップのトピックまたは要素のセットを選択します。 

 この操作は複数の方法で実行できます。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [フィルタ] 矢印   をクリックします。 

 [表示] タブの [フィルタ] グループで [フィルタ] 矢印をクリックします。 

3. メニューにあるフィルタのモードをクリックします。 

 選択したトピックの非表示 - 選択されていないトピックのみを表示します (選択されたトピックはすべて

非表示になります)。 

 選択したトピックの表示 - 選択されているトピックのみを表示します (選択されていないトピックはすべ

て非表示になります)。 

 フィルタは累積的に行われます。マップにトピックを追加したり、マップの表示をさらに細かく調整したりす

る場合は、トピックをさらに選択し、もう一度 [フィルタ] をクリックして、表示されている残りのトピックに

フィルタを適用できます。 

プロパティとテキストによるトピックのフィルタ 

[詳細フィルタ] コマンドでは、クエリに基づいてトピックのセットにフィルタを適用できます。一致条件を選択す

ると、指定したプロパティと一致するトピックが検索されます。次のことを選択できます。 

 条件に一致するトピックのみを表示する (一致しないトピックは非表示にする)。 
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 条件に一致するトピックを非表示にする (一致しないトピックのみを表示する)。 

 特定のアイコン マーカーまたはタグ マーカーの付いたトピックを表示または非表示にするには、[クイック フィ

ルタ] コマンドを使用します。 

[詳細選択] コマンドの使用 

1. 次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [フィルタ] 矢印   をクリックします。 

 [表示] タブの [フィルタ] グループで [フィルタ] 矢印をクリックします。 

2. [詳細フィルタ] をクリックします。 

3. 次のいずれかを実行します。 

 条件の種類を選択し、一致条件を指定します。異なるカテゴリのプロパティを組み合わせて選択すること

もできます。 

 [保存されたクエリ] をクリックして、保存されたクエリとして一致条件を選択します。現在の選択を保存

されたクエリとして保存し、再利用することもできます。 

4. 一致する項目を含む分岐を自動的に展開するには、[分岐を展開して、一致するすべての項目を表示する] チェ

ック ボックスをオンにします。 

5. [フィルタ] をクリックし、[一致したトピックの非表示] または [一致したトピックの表示] をクリックします。 

 保存されたクエリに基づいて、トピックをフィルタすることもできます。この場合は、[フィルタ] 矢印をクリ

ックしてメニューで [表示] または [非表示] をクリックしてから、保存されたクエリ名をクリックしてフィルタ

条件として使用します。 

 

フィルタは累積的に行われます。マップにトピックを追加したり、マップの表示をさらに細かく調整したりす

る場合は、トピックをさらに選択し、もう一度 [フィルタ] をクリックして、表示されている残りのトピックに

フィルタを適用できます。 

フィルタの解除 (マップ全体の表示) 

フィルタがアクティブの場合は [表示] タブの [フィルタ] グループの [フィルタの解除] コマンドがアクティブにな

り、ステータス バーに表示されます。 

次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [フィルタの解除]  をクリックします。 

 [表示] タブの [フィルタ] グループで [フィルタの解除] をクリックします。 

 マップのワークブック タブを右クリックし、[フィルタの解除] をクリックします。 

タイマーの使用 

タイマー機能により、プレゼンテーション、ブレーンストーミング セッション、または会議の長さを示すカウントダウン 

タイマーを設定できます。クロックを使用すると、目立たない方法で残り時間を確認できるため、グループ内の他

の人に時間を知らせてくれるよう頼んだり、プレゼンテーション中に時間を気にしたりすることがなくなります。

時間になるとビジュアル アイコンが表示されます。タイマー表示は、画面内の使いやすい場所に移動できます。 

タイマーの開始 

1. [その他] タブの [ヘルパー] グループで [タイマー] をクリックします。 

2. ステータス バーの下部にタイマーが表示されます。  
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3. カウントダウン時間を設定するには、メニューの矢印をクリックして時間を選択するか、矢印  を使用して

時間を増減します。 

4. タイマーをクリックして開始します。 

ウォークスルー ビューでタイマーを使用し、プレゼンテーション中にリボンを表示しない場合は、タイマーを開

始してからウォークスルー ビューに切り替えてください (タイマーはリボンからでないと有効にできません)。 

タイマーの一時停止 

 タイマーが動作しているときにクリックすると、一時停止します。再開する場合は再度クリックします。 

タイマーのオプション 

タイマーのオプションを設定するには、[タイマー] メニューの矢印  をクリックします。 

[オーディオ アラーム] - このオプションを選択すると、タイマーが時間切れになったときに音声アラームが

鳴ります。 

[秒の表示] - 秒数の経過を表示しない場合は、このオプションをオフにします。 

[5:00 になるまで非表示] - このオプションをオンにすると、残り時間が 5 分を切るまでタイマーが非表示に

なります。タイマーは、リボンの [タイマー] ボタンをクリックすることでいつでも再表示できます。 

[0:00 で停止] - このオプションをオンにすると、タイマーは 0:00 に達したとき点滅します。オフにする

と、タイマーは時間切れになったとき点滅しますが、負の値でカウントを続け、時間切れからの経過時間を

示します。 

[リセット] - タイマーを停止し、00:00:00 にリセットします。タイマーの増分スクロール ボタンを使用する

か、または [タイマー] メニューを使用して、新しい時間を設定します。 
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編集 

トピックやオブジェクトの選択 

トピックまたはオブジェクトの修正、移動、または削除を行うには、トピックまたはオブジェクトを選択する必要

があります。この操作は複数の方法で実行できます。 

マップ ビューまたはアウトライン ビューで、マウスとキーボードを使用したり、[選択] コマンド オプションを使

用して、マップ上のトピックおよびオブジェクトを直接選択したりできます。 

[種類を選択] コマンドの種類により、[詳細選択] コマンドのプロパティ (マップ マーカー、仕事情報、レビュー情

報、および他のプロパティ) により、または [検索] コマンドのテキストの内容により、トピックおよびオブジェク

トを間接的に選択することもできます。 

トピックおよびオブジェクトの直接選択 

1 つのトピックまたはオブジェクトの選択 

 トピックまたはオブジェクトをクリックします。青色の強調表示により、選択されていることが示されます。 

 

複数のトピックおよびオブジェクトの選択 

 Ctrl キーを押しながらトピックおよびオブジェクトをクリックして、選択または選択解除します。 

 Shift キーを押しながら矢印キーを使用して、選択するトピックを追加します。 

複数のトピックを選択するためのキーボード ショートカット  

操作 ショートカット キー メニュー * 

すべてのトピックとオブジェクトの選

択 

CTRL + A すべて選択 

追加トピックの選択 SHIFT + 方向キー 該当なし 

すべての兄弟の選択 

(下のみ) 

(上のみ) 

CTRL + SHIFT + A 
SHIFT + END 
SHIFT + HOME 

兄弟の選択 

すべての兄弟と親の選択 

すべての兄弟とサブトピックの選択 

CTRL + SHIFT + ← 
CTRL + SHIFT + → 

該当なし 

トピックとすべての子孫の選択 (すべ

てのレベル) 

SHIFT + F3 子孫の選択 

* [ホーム] タブ、[編集中] グループ、[選択] コマンド 
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マップ上の特定領域内にあるすべてのトピックの選択 

 

マップ上をクリックして四角形をドラッグします。長方形内のすべて

のトピックが選択されます。 

 この "範囲" 選択が遅いと感じる場合、または選択領域内の網掛

けを表示したくない場合は、MindManager [視覚効果] オプショ

ンの [選択範囲で透明な塗りつぶしを表示する] を無効にします。 

[選択] コマンドの使用 

[ホーム] タブの [編集中] グループにある [選択] コマンドには、複数のトピックおよびオブジェクトの選択に使用で

きる次のオプションがあります。 

[すべて選択] は、すべてのトピック (吹き出しおよびフローティング トピックを含む) とオブジェクト (リレ

ーションシップ線および境界線を含む) を選択します。 

[兄弟の選択] は、同じレベル (または同じ複数のレベル) にあるすべてのトピックを現在のトピックとして

選択します。 

[子孫の選択] は、現在のトピックから分岐しているすべてのトピックを選択します。 

[種類を選択] は、種類によってトピックとオブジェクトを選択します。 

[選択の切り替え] は、現在選択されているトピックおよびオブジェクトを選択解除し、他のすべてのトピッ

クおよびオブジェクトを選択します。 

[クエリによる選択] および [詳細選択] は、トピックのプロパティに基づいてトピックを選択します。 

トピックの選択解除 

 個々のトピックを選択解除するには、Ctrl キーを押しながらトピックをクリックします。 

 すべてのトピックを選択解除するには、マップ ビュー内でマップの背景をクリックするか、アウトライン ビ

ュー内でアウトラインの下の空白の領域をクリックします。 

  

種類によるトピックおよびオブジェクトの選択 

[種類を選択] コマンドを使用すると、種類に基づいてマップ ビュー内のオブジェクトを選択できます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 マップの背景をクリックして、すべてのトピックから選択します (トピックが選択されていない場合)。 

 トピックを選択して、このトピックおよびその子孫からのみ選択します。 

2. [ホーム] タブの [編集中] グループで、[選択] の矢印をクリックしてから、[種類を選択] をクリックします。 

3. 選択する要素の種類のチェック ボックスをオンにします。 

4. [OK] をクリックします。 
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プロパティによるトピックの選択 

[詳細選択] コマンドを使用すると、プロパティ (一致するテキストなど) に基づいて一連のトピックを選択できま

す。選択した条件に一致する (または一致しない) すべてのトピックを選択できます。[クエリによる選択] では、保

存されたクエリを使用してトピックが選択されます。 

 トピックをそのプロパティに基づいて表示または非表示にする場合は、[詳細フィルタ] コマンドを使用しま

す。 

詳細選択の使用 

1. [ホーム] タブの [編集中] グループで、[選択] の矢印をクリックしてから、[詳細選択] をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [詳細選択] ダイアログ ボックスの左側で、プロパティの種類を選択します。次に、右側で一致条件を選択

します。異なる種類のプロパティを組み合わせて選択することもできます。 

 [保存されたクエリ] をクリックして、保存されたクエリとして一致条件を選択します。 

3. 一致する項目を含む分岐を自動的に展開するには、[分岐を展開して、一致するすべての項目を表示する] チェ

ック ボックスをオンにします。 

4. [選択] をクリックし、[一致したトピックの選択] または [一致しないトピックの選択] をクリックします。 

クエリによる選択 

1. [ホーム] タブの [編集中] グループで、[選択] の矢印をクリックしてから、[クエリによる選択] をクリックしま

す。 

2. 選択条件として使用する保存されたクエリの名前をクリックします。その条件に一致するトピックが選択され

ます。 

 一致しないトピックをすべて選択する場合は、[選択] の矢印をクリックしてから [選択の切り替え] をクリック

します。 

  

トピック テキストによるトピックの選択 

特定のテキストを含むトピックを選択するには、[詳細選択] 機能を使用するか、または [検索] コマンドを使用する

ことができます。 

 [詳細選択] 機能はより柔軟性に富んでおり、特定のテキストのみを含むトピックの検索や、他のトピック プロ

パティ (特定のマップ マーカー、仕事情報、トピック スタイル、レビュー情報など) を組み合わせた検索が可

能です。 

 

[検索] コマンドは、一致するテキストのみを検索します。 

[検索] コマンドを使用したトピックの選択 

1. リボンの右端にある [検索] ボックスにテキストを入力します。 

2. [検索] ボタン、[すべて検索] の順にクリックします。 

3. 一致するテキストを含むすべてのトピックが選択されます。 

[検索] コマンドには、ユーザーが必要に応じて検索設定を調整できる追加機能があり、一致したテキストを置換す

るオプションが用意されています。 
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トピックの編集 

マップ ビューまたはアウトライン ビュー内のトピックのテキストは、直接編集するか、[切り取り]、[コピー]、お

よび [貼り付け] コマンドを使用してテキストをトピックに貼り付けることで、置き換えたり編集したりできます。

トピックの幅を変更してテキストの折り返し位置を調整したり、1 つのトピックを複数のトピックに分割したりで

きます。 

トピック テキストの編集 

1. トピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 トピック全体を置換するには、新しいテキストを入力します(マップ ビューのみ)。 

 現在のテキストを編集するには、もう一度クリックするか、F2 キーを押します。カーソルを置き、新し

いテキストを入力します。 

 改行するには、Shift + Enter キーを押します。 

3. 入力し終えたら、Enter キーを押します。 

テキスト編集モードで使用するキーストロークの詳細については、「マップのドキュメント」を参照してください。 

  

トピック テキストの切り取り、コピー、または貼り付け 

また、[切り取り]、[コピー]、[貼り付け]、および [内部に貼り付け] のコマンドを使用して、トピック テキストを修

正できます。MindManager または他のアプリケーションからトピックにテキストを貼り付けることができます。 

トピックからのテキストの切り取りまたはコピー 

1. トピックを選択します。 

2. トピック テキストをもう一度クリックして、切り取りまたはコピーする対象を強調表示します。 

3. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [切り取り] または [コピー] をクリックします。 

Ctrl + C キーを押します。 

切り取ったまたはコピーしたテキストを既存のトピックに貼り付ける 

1. トピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼り付け] 矢印をクリックしてから、[内部に貼り付け] をクリッ

クします。 

 トピックを右クリックし、[内部に貼り付け] をクリックします。 

切り取ったまたはコピーしたテキストをトピック内部の特定の位置に貼り付ける 

1. トピックを選択します。 

2. もう一度クリックして、編集モードを開始します。 

3. テキストを貼り付ける位置でクリックします。 

4. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼り付け] をクリックします。 

Ctrl + V キーを押します。 

切り取ったまたはコピーしたテキストから新しいトピックを作成する 

1. 親トピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼り付け] をクリックします。 
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 右クリックして、[貼り付け] をクリックします。 

 書式設定せずに新しいトピックを貼り付けるには (書式設定はマップ スタイルで決まります)、[編集]、[形式を

選択して貼り付け] の順にクリックし、[書式なしテキスト] を選択します。 

  

トピック幅の変更 

トピックの幅によってテキストを折り返すかどうかが決まります。 

 

外側の境界線をドラッグすることにより、単一のトピックの幅を変更します。 

トピック テキストを 1 行に表示するには、トピックの外側の境界線にポインタを置きま

す。サイズ変更カーソルが表示されるので、ダブルクリックします。 

 優先するすべてのトピックの幅は、サイズの書式設定オプションを使用して制御します。 

  

1 つのトピックを複数のトピックに分割する 

スペースを区切り記号として使用して、1 つのトピックを複数のトピックまたは複数のサブトピックに分割できま

す。 

1. トピックを選択します。 

2. リボンにある [ホーム] タブの [編集中] グループで [分割] をクリックします。 

 右クリックして、[分割] をクリックします。 

複数のトピックに分割するには、Ctrl + Alt + Enter キーを押します。 

複数のサブトピックに分割するには、Ctrl + Alt + Ins キーを押します。 

また、トピック テキスト内の任意の場所にカーソルを置き、その右側を新しいトピックとして分割することもでき

ます。 

1. トピックを選択し、分割する場所でトピックの内側をクリックします。 

2. リボンにある [ホーム] タブの [編集中] グループで [分割] をクリックします。 

 右クリックして、[分割] をクリックします。 

3. カーソルの右側のテキストで作成するトピックの種類をクリックします。"複数" オプションの 1 つを選択す

ると、テキストはカーソル位置で分割され、区切り記号としてスペースが使用されます。 

分割して兄弟トピックを作成するには、Alt + Shift + ↓ キーを押します。 

分割してサブトピックを作成するには、Alt + Shift + → キーを押します。 

テキストの検索と置換 

[検索] コマンドを使用すると、現在のマップのテキストを検索できます。トピックを 1 つずつ検索して編集し、次

のトピックに移動できます。また、一致するすべてのトピックを一度に検索して選択することも可能なので、グル

ープとして編集したり (たとえば、目印としてアイコンや色を追加してフィルタを可能にします)、コピーしたり、

マップから削除したりできます。 

[置換] コマンドはテキストを検索して、入力されたテキストに置き換えます。一致したトピックを 1 つずつ表示す

ることも、マップ内の一致するテキストをすべて置き換えることもできます。 

[検索と置換] の [オプション] を使用すると、次のことができます。 
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 検索対象にするマップ要素を指定する (トピック テキスト、ノート、ハイパーリンク、または仕事情報の

選択) 

 検索対象をマップの特定のパーツに限定する (現在のトピックのサブトピックのみなど) 

 大文字と小文字を区別したり、完全に一致する単語だけを検索したりする 

 他のマップまたはファイル内のテキストを検索するには、[検索] コマンドを使用します。 

 

アイコン マーカーまたはタグ マーカーを基にトピックを検索することもできます。 

 

一致するテキストとその他のプロパティを組み合わせて、すべてのトピックを検索して選択するには、[詳細選

択] を使用します。 

テキストの検索 

1. 上部のメニュー バーの検索ボックス   に検索テキストを入力するか、矢印

をクリックして最近 10 回の検索履歴 (前回使用されたものから表示) から選択します。 

2. 検索するマップ要素、検索するマップ パーツ、および一致条件をさらに詳しく指定する場合は、  をク

リックし、[検索] をクリックしてから、[オプション] をクリックします。既定では、トピック テキストだ

けが検索されます。 

3. 次のいずれかを実行します。 

 [すべて検索] をクリックすると、マップ全体を検索し、一致するトピックがすべて選択されま

す。これで、選択されたトピックをグループとして編集 (目印としてアイコンや色を追加してフ

ィルタを可能にする) したり、マップからそれらのトピックをコピーまたは削除したりできま

す。 

 [次を検索] をクリックすると、次に見つかるテキストが検索されます。その後で、次の操作を行

う (または何も行わない) ことができます。 

o マップ内のテキストを編集します。 

o [次を検索] をクリックするか、Enter キーを押し (または、マップで作業している場合は 

Shift + F4 キーを押し)、現在のトピックから検索を再開します。 

o テキストを置換する場合は、  をクリックしてから、[置換] をクリックします。 

 検索を中止するには、Esc キーを押すか [閉じる] をクリックします。 

一致するテキストが見つからない場合は、メッセージが表示されます。 

 Enter キーのフォーカスは [次を検索] ボタン上にあります。このため Enter キーを押すだけで、マップ全体を

検索できます。 

テキストの置換 

1. 上部のメニュー バーで  をクリックしてから、[置換] をクリックします。 

2. [検索する文字列] ボックスに検索テキストを入力します。ドロップダウン リストには、最近 10 回の検索

履歴が (前回使用されたものから) 表示されます。 

3. "置換後の文字列" フィールドに置換テキストを入力します。ドロップダウン リストには、置換した語句の

最近 10 回の履歴が (前回使用されたものから) 表示されます。 

4. 検索するマップ要素、検索するマップ パーツ、および一致する条件をさらに詳しく指定する場合は、[オ

プション] をクリックします。既定では、トピック テキストだけが検索されます。 

5. 次のいずれかを実行します。 

 [次を検索] をクリックして、最初のテキストが検索されたら、次のいずれかを実行します。 

o [置換] をクリックしてそのテキストを置換し、次に一致するテキストを検索します。 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

61 

o [次を検索] をクリックしてこのテキストをスキップし、次に一致するテキストを検索し

ます。 

o 検索を中止するには、Esc キーを押すか [閉じる] をクリックします。 

 [すべて置換] をクリックすると、マップ全体を検索し、一致するテキストをすべて置換します。 

 [すべて置換] コマンドを使用して行ったマップの変更内容は、1 回 (複合) の [元に戻す] によって元に戻すこと

ができます。 

一致するテキストが見つからない場合は、メッセージが表示されます。 

検索が終了すると、検索が完了したことと実行された置換の数を示すメッセージ ボックスが表示されます。 

 Enter キーのフォーカスは [置換] ボタン上にあります。このため Enter キーを押すだけで、マップ全体のテキ

ストを連続的に変更することができます。 

検索開始位置の変更 

新しい検索は、それぞれ現在選択されているトピックから開始されます。複数のトピックが選択されている場合

は、最初の選択項目から開始されます。何も選択されていない場合は、中心トピックから開始されます。トピック

は時計回りに検索されます。 

別のトピックから検索を開始するには、そのトピックを選択します。 

マップを切り替えても MindManager は現在の検索トピックを "記憶" しているため、一度作業を中断したマップで

検索を再開することもできます。 

トピックの再整理 

マップ ビューまたはアウトライン ビュー内のマップ上のトピックは、1 つ以上のトピックを新しい場所にドラッ

グしたり、[切り取り]、[コピー]、および [貼り付け] コマンドを使用することで、再整理したりすることができま

す。トピックの自動配置機能を使用して、マップを整理したりバランスを調整したりすることもできます。トピッ

クを削除するときに、そのサブトピックと吹き出しは残しておくこともできます。 

マップ ビューでのトピックのドラッグ アンド ドロップ 

  

 
  

移動するトピックを選択して、マップ上の新しい位置にドラッグします。トピ

ックが追加される位置を示すビジュアル アイコンが表示されます。 

  

 コピーするには、Ctrl キーを押しながらドラッグ アンド ドロップします。 

 フローティング トピックを作成または移動するには、Shift キーを押しながらドラッグ アンド ドロップしま

す。 

 吹き出しを移動しても、その吹き出しは同じ親に付属したままです。吹き出しを異なる親に移動するには、

[切り取り] と [貼り付け] を使用します。 

 ドラッグ アンド ドロップ中にオブジェクトをグリッドに合わせる場合、MindManager の [ドラッグ アンド ド

ロップ時にグリッドに合わせる] オプションを有効にします。 

ドラッグ アンド ドロップを使用して、同時に表示しているマップ間でトピックを移動およびコピーできま

す。 
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メイン トピックの再配置 

通常、メイン トピックを移動すると、MindManager はその新しい最適な位置を自動的に判断します。この結果、

特に少数のメイン トピックしかないマップの場合、トピックが希望どおりの場所に配置されないことがあります。 

 メイン トピックを特定の位置に移動するには、次のいずれかを実行します。 

o ハンドルを使用してトピックをドラッグします。  

o Alt キーを押しながら、新しい位置までトピックをドラッグします。 

o マウスの右ボタンを使用してトピックをドラッグします。 

 トピック ハンドルが表示されない場合は、[表示/非表示] コマンドを使用して、[メイン トピックのハンドル] を

表示します。 

新しい位置にトピックをドロップすると、そのハンドルが黒に変わり、自由に配置されたことを示します。トピッ

クは、マップに追加またはマップを編集するときに、このおおよその位置を保持しますが、他のトピックと重なら

ないようにするために、若干ずれる場合があります。 

トピックの自動配置の使用 

既定の位置へのトピックの再配置 

 単一のトピックの場合は、右クリックしてから [位置のリセット] をクリックします。 

 すべてのトピックの場合は、マップの背景を右クリックしてから [すべてのトピックの位置のリセット] をク

リックします。 

トピックのバランス調整 

[新しいメイン トピックのバランスを調整する] オプションを有効にすることで、新しいメイン トピックを追加し

たときにそれらをマップ上で均等に配分できます。 

マップ上のトピックを任意の時点で均等に配分するには、次のいずれかを実行します。 

 [表示] タブの [詳細] グループで [マップのバランス調整] をクリックします。 

 マップの背景を右クリックし、[マップのバランス調整] をクリックします。 

 トピックの間隔とマップ トピックのレイアウトを制御する複数の書式設定があります。 

トピックを重ねて表示 

マップのサブトピックがフローティング トピックに重なるようにするには、フローティング トピックを右クリッ

クして [位置合わせ] オプションをオフにします。このオプションをオンにすると、フローティング トピックは新

しいサブトピックから離れます。フローティング トピックを移動すると、このオプションは自動的に再度有効にな

ることに注意してください。 

アウトライン ビューでのトピックのドラッグ アンド ドロップ 

 トピックを選択し、アウトライン内の新しい位置までドラッグします。トピックが追加される位置を示すビジ

ュアル アイコンが表示されます。 

o トピックを上下にドラッグして、順序を並べ替えます。 

o 対象のトピックの左半分をポイントして、兄弟 (同じレベルのトピック) を作成します。 

o 対象のトピックの右半分をポイントして、対象のサブトピックを作成します。 

 コピーするには、Ctrl キーを押しながらドラッグ アンド ドロップします。 
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トピックの切り取り、コピー、および貼り付け 

直接、ドラッグ アンド ドロップの方法を使用する以外にも、マップ ビューおよびアウトライン ビューで [切り取

り]、[コピー]、および [貼り付け] のコマンドを使用して、トピックの移動とコピーを行えます。この方法を使用し

て、トピックを別のマップにコピーしたり、吹き出しとしてトピックを貼り付けたりできます。 

1. コピーまたは移動するトピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [コピー]   または [切り取り]  をクリックします。 

Ctrl + C キーを押してコピーするか、Ctrl + X キーを押して切り取ります。 

3. (オプション) 貼り付け先のマップに切り替えます。 

4. 次のいずれかを実行します。 

 対象のトピックを選択します (貼り付けられたトピックは兄弟トピックまたはサブトピックになります)。 

 マップ上の空きスペースを選択します (貼り付けられたトピックはフローティング トピックになります)。 

5. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼り付け] をクリックします。 

Ctrl + V キーを押します。 

 Ctrl + Alt + V キーを押すか、[貼り付け] ボタン メニューの [次のトピックとして貼り付け] をクリックして、現

在のトピックの兄弟トピックを作成します。 

吹き出しとしてのトピックの貼り付け 

1. コピーまたは移動するトピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [コピー]   または [切り取り]  をクリックします。 

Ctrl + C キーを押してコピーするか、Ctrl + X キーを押して切り取ります。 

3. (オプション) 貼り付け先のマップに切り替えます。 

4. 対象のトピックを右クリックし、[吹き出しとして貼り付け] をクリックします。 

  

トピックの並べ替え 

このコマンドを使用すると、選択した一連のトピックとそのサブトピックを簡単に並べ替えることができます。中

心トピックを選択すると、マップ全体を並べ替えることができます。 

1. トピックを選択するか、マップ全体を並べ替える場合は中心トピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [書式] グループで [並べ替え] 矢印をクリックし、[並べ替えのオプション] をクリックしてか

ら、使用するオプションを選択します。 

 [並べ替え] コマンドが表示されない場合は、[トピックの並べ替え] アドインを有効にする必要があります。 

3. 現在の設定でマップを並べ替えるには、[OK] をクリックします。 

 分岐またはマップ全体をすぐに並べ替えるには、[ホーム] タブの [書式] グループで [並べ替え] をクリックし

て、既定の設定 (英数字順、並べ替えの深さはサブトピックのみ、昇順) でマップを並べ替えます。 

マップ トピックが並べ替えられ再整理されます。マップ ビューで、メイン トピックは右上から時計回りに並べら

れ、サブトピックは上から下に並べ替えられます。 
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トピックの削除 

すべてのサブトピックおよび吹き出しと共にトピックを "削除" することも、サブトピックおよび吹き出しはそのま

まにして、トピックだけを "削除" することもできます。マップ ビューとアウトライン ビューのどちらでも、トピ

ックを削除できます。 

 特定のマップ要素を表示しないようにするだけの場合は、[表示/非表示] コマンドと [フィルタ] コマンドを使用す

ると、その要素をマップから削除せずに非表示にできます。 

トピックとそのすべてのサブトピックの削除 

1. トピックを選択します。 

2. Del キーを押します。 

3. トピック (アイコン、画像、および図形を含む) と、それに付属するサブトピックおよび吹き出しがマップか

ら削除されます。 

トピックは削除するがそのサブトピックと吹き出しをすべて残す 

1. トピックを右クリックし、[トピックの削除] をクリックします。 

Ctrl + Shift + Del キーを押します。 

2. トピック (アイコン、画像、および図形を含む) は削除され、そのサブトピックは 1 レベル昇格します。削除

されたトピックに付属していた吹き出しは、フローティング トピックに変換されます(新しいフローティング 

トピックはアウトライン ビューでは表示されませんが、マップ ビューにすると表示されます)。 

 誤ってトピックを削除してしまった場合は、クイック アクセス ツール バーの [元に戻す]  をクリックして

トピックを復元します。 
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書式設定およびレイアウト 

マップ レイアウト 

メイン トピックの配置は、マップの [全般のレイアウト] オプションによって制御されます。  

[サブトピックのレイアウト] オプションでは、次のことを制御できます。 

 拡張方向 - マップ、ツリー、または組織図のレイアウト 

 線のスタイル - 接続線の図形 

 線のアンカー - サブトピックが親トピックに接続する位置 

 間隔 - 親トピックからサブトピックまでの距離、および兄弟トピック間の距離 

一部のトピックの位置を揃えたり、トピックやオブジェクトを定義済みグリッドに合わせるオプションを有効にし

たりすることもできます。 

マップの全般的なレイアウトを変更する 

[全般のレイアウト] のオプションは、中心トピックを選択している場合にのみ使用できます。これらのオプション

は、マップ全体に適用されます。これらのオプションはマップ ビューでのみ設定できます。 

1. 中心トピックを選択します。 

2. [ホーム] タブで [書式] ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。 

3. [全般のレイアウト] タブで、マップに必要な属性を選択します。 

 [手書き風] をオンにすると、メイン トピックのコネクタがより手書きの線らしくなります。 

 [影を表示する] をオンにすると、トピックのコネクタとトピックの図形に影を付けることができます。 

 [メイン トピックの線の幅] をオンにすると、中心トピックとメイン トピックをつなぐ線の太さを調整で

きます。 

 [メイン トピックの間隔] をオンにすると、メイン トピック間の間隔を調整できます。 

4. これらの設定をスタイル既定値として保存するか、トピックの書式設定を既定スタイルに再設定する場合は、

[スタイル] ボタンをクリックします。 

 中心トピックの周りのメイン トピックを均等に配分するには、マップの背景を右クリックしてから [マップの

バランス調整] をクリックします。  

  

サブトピックのレイアウトを変更する 

これらのオプションは、現在選択しているトピックのサブトピックに適用されます。中心トピックを選択している

場合は、マップ全体に適用されます。これらのオプションはマップ ビューでのみ設定できます。 

拡張方向および線のスタイル 

1. トピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [書式] グループで [拡張] および [トピックの線] をクリックして、これらのオプションを変更

します。 

 組織図のトピックの場合は、[拡張] 方向は既定で 3 つのレベルに適用されますが、含めるレベルの数を選択す

ることもできます。このレベル未満のトピックは、そのトピックに別の書式を指定しない限り、マップ トピッ

クに戻ります。 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

66 

その他のレイアウト オプション 

1. トピックを選択します。 

2. [ホーム] タブで [書式] ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。 

3. 必要に応じて、[サブトピックのレイアウト] タブの設定を変更します。 

 マップの "外観" を最適にするには、何度か試してみる必要があります。[適用] をクリックすると、ダイアログ

を閉じることなく設定内容を確認できます。 

4. これらの設定をスタイル既定値として保存するか、トピックの書式設定を既定スタイルに再設定する場合は、

[スタイル] ボタンをクリックします。 

  

トピックの配置 

複数のトピックの位置を互いに揃えることができます。 

1. 複数のトピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [編集] グループで [トピックの配置] 矢印をクリックします。 

3. マップ上でのトピックの位置揃えを選択します。 

 オブジェクトを常にグリッドに揃えた状態にするには、[ドラッグ アンド ドロップ時にグリッドに合わせる] オ

プションを有効にします。 

  

トピックやオブジェクトの書式設定 

マップ上のトピックとオブジェクトの自動書式設定は、マップのスタイルによって決まります。マップの全体的な

外観は、トピックを個別に書式設定する前に決めておくことをお勧めします。必要に応じて、適切なマップ スタイ

ルを適用することも、現在のスタイルを変更することもできます。 

スタイルを設定した後に、マップ上のトピックやその他のオブジェクトに書式設定を適用できます。選択する書式

設定は、現在選択しているトピックまたはオブジェクトに適用されます。 

リボンのボタンを使用して書式設定を変更したり、ダブルクリックするか Alt + Enter キーを押してオブジェクト

の書式設定オプションを確認したりできます。書式設定ダイアログで新しい書式設定オプションを設定するとき

に、その設定を保存して、そのオブジェクト タイプの新しい既定の書式設定として使用することもできます。 

マップをすばやく書式設定するため、書式設定を適用するときに複数のトピックを選択できます。[書式のコピー/

貼り付け] では、書式設定をトピック、境界線、またはリレーションシップ間で転送できます。書式設定の特定の

属性セットを頻繁に使用する場合は、他のトピックに簡単に再利用できるようにこれらの属性でトピック スタイルを

作成できます。 

一部の書式設定のオプション (フォントの色、塗りつぶしの色) は、マップ マーカーとして使用して、マップのト

ピックを分類 (たとえば、緑色のテキストのトピックは "Michael の仕事" を表す場合など) できるだけでなく、これ

らの属性を自由に使用して、マップの視覚的な効果と見やすさを向上させることもできます。これらの属性をマー

カーとして使用する方法の詳細については、「アイコン マーカーとタグ マーカー」を参照してください。 

トピックの図形と色の設定 

個々のトピックの図形と塗りつぶしの色は、[書式] タブの [トピック] グループにあるコマンドを使用して設定でき

ます。その他のオプション (透過率やカスタム図形の使用など) は、[トピックの書式設定] ダイアログ ボックス ラ

ンチャーから使用できます。これらのオプションはマップ ビューでのみ設定できます。 

トピックの図形と色の変更 

1. トピックを選択します。 
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2. [ホーム] タブの [書式] グループで、[トピックの図形] の矢印をクリックしてからトピックの図形をクリックす

るか、[ライブラリからの画像] をクリックします。 

 [ライブラリ] ウィンドウが開き、[図形] フォルダが表示されます。 

 下のウィンドウ内の図形をクリックします。 

線の色と塗りつぶしの色は、カスタム図形には適用されません。 

どの図形でも内容の余白を調整することができます。 

3. [ホーム] タブの [書式] グループで、[塗りつぶしの色]   または [線の色]  をクリックします。 

選択した [線の色] は、トピックのコネクタと図形の外枠の色に影響します。塗りつぶしの色は強調表示として (図

形のないトピックの場合)、またはトピック図形の内側で使用されます。塗りつぶしの透過率は、[書式] ダイアログ 

ボックス ランチャーを使用して設定できます。 

 塗りつぶしの色をマップのマーカーとして使用して、マップのトピックを分類することができます (たとえ

ば、赤で塗りつぶされたトピックは "重要な仕事" を表す場合など)。マーカーの使用方法の詳細については、

「アイコン マーカーとタグ マーカー」を参照してください。 

 

[視覚効果] オプションを使用して、グラデーション塗りつぶしを有効または無効にすることができます。 

図形と色に関するその他のオプション 

1. [ホーム] タブで [書式] ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。 

2. [図形と色] タブで、トピックに必要な属性を選択します。 

 このダイアログ ボックスで塗りつぶしの透過率を設定できます。 

 [ユーザー設定の画像の図形] を使用できます。 

a. [ユーザー設定の画像の図形] の下の [画像の選択] をクリックし、画像ファイルを選択して [挿入] 

をクリックします。 

b. この画像を再利用するために MindManager ライブラリに保存する場合は、[画像の保存] をクリ

ックし、保存先のフォルダに選択してから [保存] をクリックします。画像を既定の場所に保存す

る場合は、ライブラリの [図形] フォルダに画像が表示されます。 

c. 画像はトピックの図形に使用され、トピック テキストに合わせて伸縮します。トピック テキス

トは図形の上に重ねられます。 

3. これらの設定をスタイル既定値として保存するか、トピックの書式設定を既定スタイルに再設定する場合は、

[スタイル] ボタンをクリックします。 

  

トピックのフォントの設定 

フォント フェイスとフォント属性は、[ホーム] タブの [フォント] グループのコマンドを使用して設定できます。ま

た、[フォントの書式設定] ダイアログ ボックスのコマンドを使用すると、トピックの大文字と小文字に関するスタ

イルを変更できます。[大文字/小文字] の設定はスタイル設定なので、新しく作成するすべてのトピックに適用され

ます。これらのオプションは、マップ ビューまたはアウトライン ビューで設定できます。 

トピックのフォントの変更 

1. トピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [フォント] グループのコマンドを使用して、トピックのフォントと色を変更します。  
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 フォントの色をマップ マーカーとして使用して、マップのトピックを分類することができます (たとえば、緑

色のテキストのトピックは "Michael の仕事" を表す場合など)。マーカーの使用方法の詳細については、「アイ

コン マーカーとタグ マーカー」を参照してください。 

トピックのテキストの大文字/小文字の変更 

1. トピックを選択します。 

選択したトピック 大文字/小文字の変更対象 

中心トピック 中心トピックのみ 

メイン トピック すべてのメイン トピックのみ 

吹き出しトピック すべての吹き出しトピックのみ 

フローティング トピック すべてのフローティング トピック 

サブトピック、フローティング トピックのサブ

トピック、吹き出しのサブトピック 

このレベルのすべてのサブトピックとそれらのサブトピ

ック 

2. [ホーム] タブで [フォント] ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。 

3. [大文字/小文字] タブで、トピックの大文字/小文字のスタイルを選択します。 

4. これらの設定をスタイル既定値として保存するか、トピックの書式設定を既定スタイルに再設定する場合は、

[スタイル] ボタンをクリックします。 

 サブトピックのレベルごとに異なる大文字/小文字のスタイルを適用できます。たとえば、大文字/小文字の設

定が既にレベル 4 以上のサブトピックに設定されている場合、レベル 2 のサブトピックを選択して大文字/小文

字を設定すると、レベル 2 およびレベル 3 のみに反映されます。レベル 4 以上の大文字/小文字は変更されな

いまま残ります。 

  

トピックの番号設定 

マップ ビューまたはアウトライン ビューで [トピックの番号設定] コマンドを使用して、選択したトピックのサブ

トピックに番号設定を追加できます。トピックが選択されていない場合は、マップ全体に番号設定が適用されま

す。 

1. 必要に応じてトピックを選択します。番号設定は、サブトピックがあるトピックにのみ適用されます。 

2. [ホーム] タブの [編集] グループで次のいずれかの操作を行います。 

 [番号設定] 矢印をクリックして、使用する番号設定の種類を選択します。 

 [番号設定] 矢印、[番号設定のオプション] を順にクリックし、使用するオプションを選択して、[OK] をクリ

ックします。オプション    

 現在のオプションでマップの番号を設定するには、[番号設定] をクリックします。 

番号設定は、指定した深さまでのすべてのサブトピックで、そのトピック テキストの先頭に追加されます。トピッ

クを追加、削除、または再編成すると、マップの番号設定がもう一度自動的に行われます。アウトライン ビューに切

り替えると、アウトラインにも同じ番号設定が適用されます。 
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 一度追加された番号は、直接編集できません (トピック テキストの他の部分は編集できます)。番号を削除する

には、[番号の削除] コマンドを使用して番号設定を削除する必要があります。 

 マップの別のセクションには、別の種類の番号設定を適用できます。 

番号設定は、最初の番号設定手順を繰り返すことにより、いつでも変更、拡張、または縮小することができます。

既に番号が付いているサブトピックを持つトピック (またはマップ全体) に番号設定を追加すると、新しい番号設定

が古い番号設定より優先されるので、再度サブトピックに番号が付けられます。 

番号設定の削除 

1. 番号設定のルート トピックを選択します。 

 一度にマップ全体またはアウトライン全体に対して番号設定を行っていた場合は、ルート トピックを選択

する必要はありません。 

 マップまたはアウトラインの一部に対して番号設定を行っていて、その部分の番号を削除する場合は、番

号設定された部分のルート (ソース) トピックを選択する必要があります。 

 最初にマップまたはアウトライン全体に対して番号設定を行っていて、その後数か所で別々に番号設定を

やり直す場合は、中心トピックを選択することによってすべての番号設定を削除できます。 

2. [ホーム] タブの [編集] グループで、[番号設定] の矢印をクリックしてから、[番号の削除] をクリックします。 

番号設定されたマップのエクスポートに関する注意  

次の場合は、番号設定が行われます。 

 マップまたはアウトラインを印刷するとき。 

 トピックを新しいマップにコピーするとき。 

 マップを PDF ファイル、グラフィックス ファイル (BMP、GIF、JPG など)、または Word 文書にエクスポ

ートするとき。 

 Word のエクスポート時に行うマップの番号設定とは別に、ユーザー独自の番号設定を選択できます。 

次の場合は、番号設定が無視されます。 

 マップまたはトピックを PowerPoint にエクスポートするとき。PowerPoint のスライドで使用するマップ

画像にはマップの番号設定が表示されますが、スライドの内容には表示されません。 

 仕事を Outlook または Project にエクスポートするとき。 

 マップを、書式なしのテキスト形式または html 形式で、アウトライン ([名前を付けて保存] コマンドを使用) 

として保存するとき。番号設定は、自動番号設定 (1、1.1、1.11 など) によって置き換えられます。 

 マップを Web ページとして保存する場合、テキストに番号は設定されません (Web エクスポート オプシ

ョンのいずれかを使用して番号を追加する場合は個別に番号が設定されます)。 

トピックのサイズおよび余白 

個々のトピックのサイズと余白は、[書式] ダイアログ ボックス ランチャーを使用して設定できます。これらのオ

プションはマップ ビューでのみ設定できます。 

1. トピックを選択します。 

2. [ホーム] タブで [書式] ダイアログ ボックス ランチャーをクリックします。 

3. [サイズと余白] タブで、標準トピックの図形に適用する設定を選択します。カスタム図形を使用すると、プレ

ビュー画像が表示されるので、そこでテキスト領域を設定できます。画像付きのトピックにはスペースが適用

されます。使用する測定単位 (インチまたは mm) は、MindManager の [全般] オプションを使用して設定しま

す。 
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 マップの "外観" を最適にするには、何度か試してみる必要があります。[適用] をクリックすると、ダイアログ

を閉じることなく設定内容を確認できます。 

4. これらの設定をスタイル既定値として保存するか、トピックの書式設定を既定スタイルに再設定する場合は、

[スタイル] ボタンをクリックします。 

トピックのテキストと画像の配置 

[ホーム] タブのコマンドを使用して、個別のトピックに対してトピックのテキストと画像の配置を設定できます。

これらのオプションは、[書式] ダイアログ ボックス ランチャーからも使用できます。これらのオプションはマッ

プ ビューでのみ設定できます。 

トピック テキストと画像の配置の変更 

1. トピックを選択します。 

2. テキストの配置の場合は、[ホーム] タブの [書式] グループで [配置]  矢印をクリックして、テキストを

トピックに配置する方法を選択します。 

3. 画像の配置の場合は、[書式] グループで [画像の配置] をクリックしてオプションを設定します。 

 トピック内の画像は、ドラッグして配置を変更できます。 

メニューで [その他のオプション] をクリックすると [配置] ダイアログが表示されます。これらの設定をスタイル既

定値として保存するか、トピックの書式設定を既定スタイルに再設定する場合は、[スタイル] ボタンをクリックし

ます。 

境界線とリレーションシップの書式設定 

境界線またはリレーションシップを選択すると、リボン上に書式設定オプションが表示されるので、これらを使用

してオブジェクトの外観を変更できます。これらのオブジェクトの変更方法の詳細については、「境界線」および

「リレーションシップ」を参照してください。 

その他のオプションを使用するには、オブジェクトを右クリックしてから、[境界線の書式設定] または [リレーシ

ョンシップの書式設定] をクリックします (またはダブルクリックするか、Alt + Enter キーを押します)。 

1. 使用する書式設定オプションを選択します。 

2. 境界線またはリレーションシップの外観を確認するには、[適用] をクリックします。 

3. これらの設定をスタイル既定値として保存するか、オブジェクトの書式設定を既定スタイルに再設定する

場合は、[スタイル] ボタンをクリックします。 

 [書式のコピー/貼り付け] の使用 

[書式のコピー/貼り付け] を使用すると、あるオブジェクト (ソース オブジェクト) から別のオブジェクト (ターゲッ

ト オブジェクト) に書式設定を複写できます。通常は、同じ種類の別のオブジェクト (たとえば、トピックからト

ピック) に書式のコピー/貼り付けを行いますが、種類が異なるオブジェクト (たとえば、境界線からトピック) にも

書式のコピー/貼り付けを行うことができます。後者の場合は、ターゲット オブジェクトでサポートされている書

式設定の種類のみが適用されます。 

[書式のコピー/貼り付け] の開始 

1. 書式を複写するオブジェクト (ソース オブジェクト) を選択します。 

2. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで、[書式のコピー/貼り付け]  をクリックします。カーソルの形

がペンキ用のはけ  に変わります。 

3. ターゲット オブジェクトに書式をコピー/貼り付けします。 

 オブジェクトが 1 つの場合は、ターゲット オブジェクトをクリックします。 
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 オブジェクトが複数の場合は、Ctrl キーを押しながらクリックを繰り返して、数個のオブジェクトに同じ

書式をコピー/貼り付けします。 

[書式のコピー/貼り付け] の停止 

 マップ上の何もない場所をクリックします。 

   Esc キーを押します。 

 [書式のコピー/貼り付け] を使用してマップの広い部分で同じスタイルを複写する場合は、トピック スタイルの

作成またはスタイル設定の変更 (マップの自動書式設定) を行って同じことができないか検討してみてくださ

い。 

  

書式設定の削除 

マップ オブジェクトに適用した書式設定を削除し、自動スタイル設定に戻すことができます。 

1. ノートまたはトピック内で、オブジェクトまたはテキストを選択します。 

 複数のオブジェクトを選択して、それらの書式設定をクリアできます。マップ上のすべてのオブジェクト、ま

たはノート内のすべてのテキストを選択するには、Ctrl + A キーを押します。 

2. [ホーム] タブの [編集] グループで [クリア]  をクリックします。 

Ctrl + Space キーを押します。 

マップの背景の書式設定 

MindManager には、マップの外観を向上させるためにデザインされた適切な背景画像が数多く用意されていま

す。これらの背景画像を MindManager [ライブラリ] ウィンドウから追加したり、ファイルにあるユーザー独自の

画像を使用したりすることもできます。画像の透過率を調整して背景画像を純色と組み合わせられます。 

ライブラリからの背景の追加 

1. マップの背景を右クリックし、[マップの背景] をクリックしてから [ライブラリの画像を割り当てる] をクリッ

クします。 

2. [ライブラリ] ウィンドウで使用する画像を見つけます。 

3. [ライブラリ] ウィンドウの下部に表示されるプレビュー画像をクリックして、画像をマップに追加します。 

背景のプロパティを変更するコマンドを使用して、ファイルから画像を追加できます。 

ファイルからの背景画像の追加 

背景画像には、bmp、emf、wmf、gif、jpeg/jpg、pcx、または png 形式のファイルの画像を使用できます。 

1. マップの背景を右クリックし、[マップの背景] をクリックしてから [背景のプロパティ] をクリックします。 

2. [画像の選択] をクリックし、画像ファイルを選択します。 

3. ファイル一覧 (Windows Explorer など) からダイアログの画像プレビュー領域に画像をドラッグできます。 

背景の色、透過率、および並べて表示の変更 

1. マップの背景を右クリックし、[マップの背景] をクリックしてから [背景のプロパティ] をクリックします。 

2. 必要に応じて背景の色を選択します。 

3. 背景画像ファイルを選択します。(既に画像を選択している場合は、その名前が表示されます。)マップの外観

が損なわれないように、透過率を利用して背景画像を "フェード" 処理することができます。 

4. 画像は、選択した並べて表示のオプションに従って、並べて表示されます。 

5. 画像の透過率を設定します (0% は不透明)。 
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 背景画像は色の手前に描画されるので、画像が透過するように設定すると背景色が透けて見えます。 

背景画像の削除 

1. マップの背景を右クリックし、[マップの背景] をクリックしてから [背景のプロパティ] をクリックします。 

2. [画像の削除] をクリックしてから [OK] をクリックします。 

トピック スタイルの使用 

トピック スタイルは、一意の名前で保存でき、トピックに繰り返し適用できる書式設定属性のセットです。トピッ

ク スタイルはマップと共に保存され、後で使用できるように [マップ スタイル] に保存できます。 

トピック スタイルは [トピック スタイル] ウィンドウから適用および管理できます。また、[ホーム] タブの [書式] 

グループからトピック スタイルを適用することもできます。 

名前の付いたトピック スタイルを作成すると、書式設定属性の異なるセットを簡単に使用でき、(1 つのトピック

から別のトピックに書式をコピーするのに適している書式のコピー/貼り付けを使用するのに対して) 多くのトピッ

クにトピック スタイルを簡単に適用できます。トピック スタイルの書式設定は変更でき、スタイルを使用するト

ピックすべてに新しい書式設定が反映されます。 

トピック スタイルを含むマップのスタイルはマップ スタイルに保存でき、他のマップで再利用できます。 

[トピック スタイル] ウィンドウの表示 

 [ホーム] タブの [書式] グループで [トピック スタイル] をクリックしてから、[トピック スタイルの整理] をク

リックします。 

 ステータス バーで [作業ウィンドウ] をクリックしてから、[トピック スタイル] をクリックします。 

トピック スタイルの作成 

書式設定属性のセットを複数のトピックに使用する場合は、既に書式設定したトピックからトピック スタイルを作

成できます。 

1. 使用する属性でトピックを書式設定します。これらの属性には、トピックのフォント、図形と色、配置、サイ

ズと間隔、およびサブトピックのレイアウトが含まれます。 

2. [ホーム] タブの [書式] グループで [トピック スタイル] の矢印をクリックしてから、[選択したトピックからの

新しいスタイル] をクリックします。 

 [トピック スタイル] ウィンドウが既に開いている場合は、[選択したトピック] で [選択したトピックからの新し

いスタイル] をクリックします。 

[トピック スタイル] ウィンドウに新しいスタイルが一意の一般的な名前と共に表示されます。作成後、スタイルの

名前変更、修正、削除を行えます。 

トピック スタイルの使用 

トピック スタイルには、[ホーム] タブまたは [書式] タブの [書式] グループにあるコマンド、または [トピック スタ

イル] ウィンドウからアクセスできます。 

 [トピック スタイル] ウィンドウを開くには、[ホーム] タブの [書式] グループでダイアログ ボックス ランチャ

ーをクリックします。 

トピック スタイルの適用 

1. 1 つまたは複数のトピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [トピック スタイル] ウィンドウで、選択したトピックに使用するスタイルをクリックします。 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

73 

 [ホーム] タブの [書式] グループで [トピック スタイル] の矢印をクリックしてから、ギャラリー内のスタ

イルをクリックします。 

新しくスタイルを適用しても、既に適用している書式設定は変更されません。新しいスタイルの書式設定だけをト

ピックに反映したい場合は、最初にトピックの書式設定を削除します。 

 レビュー モードで作成または変更されたトピックのフォントおよび塗りつぶしの色が上書きされる場合は、トピ

ック スタイルを適用できません。 

トピックからトピック スタイルを削除する 

1. 1 つまたは複数のトピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [トピック スタイル] ウィンドウで、[選択したトピック] の下の [トピック スタイルのクリア] をクリック

します。 

 [ホーム] タブの [書式] グループで [トピック スタイル] の矢印をクリックしてから、[トピック スタイルの

クリア] をクリックします。 

トピックには既定のマップ スタイルの書式設定が表示されます。 

 マップでのトピック スタイルの使用をやめる場合は、トピック スタイルを削除することができます。 

同じトピック スタイルを使用するすべてのトピックの選択 

1. [トピック スタイル] ウィンドウで、スタイルの矢印をクリックします。 

2. [このスタイルを使用するトピックをすべて選択] をクリックします。 

トピック スタイルの管理 

[トピック スタイル] ウィンドウで、トピック スタイルを管理することができます。 

トピック スタイルの変更 

1. 変更するスタイルが使用されているトピックを選択し、使用する属性で書式設定します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [トピック スタイル] ウィンドウで、変更するスタイルの矢印をクリックします。 

 リボンの [ホーム] タブで [トピック スタイル] の矢印をクリックします。 

3. [選択したトピックに合わせてスタイルを更新] をクリックします。 

新しい書式設定属性がスタイルに反映され、このスタイルを使用するトピックにも反映されます。 

トピック スタイルの削除 

1. [トピック スタイル] ウィンドウで、削除するスタイルの矢印をクリックします。 

2. [削除] をクリックします。 

トピック スタイルが [トピック スタイル] ウィンドウから削除され、このスタイルを使用するトピックは自動書式

設定に戻ります。 

トピック スタイルの名前の変更 

1. [トピック スタイル] ウィンドウで、名前を変更するスタイルの矢印をクリックします。 

2. [名前の変更] をクリックします。 

3. スタイルの新しい名前を入力し、[OK] をクリックします。 
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トピック スタイルの再利用 

現在のマップのトピック スタイルを別のマップで再利用するには、現在のマップのスタイルからマップ スタイルを

作成します。その最も簡単な方法は、マップから新しいマップ スタイルを追加することです。 

このスタイルを使用して新しいマップを作成するとき、または既存のマップにスタイルを適用するときは、トピック スタ

イルが [トピック スタイル] ウィンドウに表示されます。 

現在のマップからマップ テンプレートを作成する場合、トピック スタイルはテンプレートの一部として保存されるの

で、そのテンプレートを使用して新しいマップを作成するときに利用できます。 
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マップ スタイルの使用 

マップの全体的な外観または既定の外観は、基礎となるマップ スタイルによって決まります。  

新しいマップ オブジェクトを追加する場合、その外観はマップの現在のスタイル設定によって決まります。スタイ

ルは、マップ内のさまざまな種類の要素で使用される自動書式設定の集合です。マップ スタイルには次の設定があ

ります。 

 中心トピック、メイン トピック、およびサブトピック (レベルごと) 

 組織図トピックとそのサブトピック 

 吹き出しトピックとそのサブトピック 

 フローティング トピックとそのサブトピック 

 フローティング組織図トピックとそのサブトピック 

 境界線 

 リレーションシップ 

 マップの背景 

 ノート (既定のフォント) 

マップ スタイルには、一連のトピック スタイルが含まれることもあります。現在のマップの自動スタイル設定を変更

するには、スタイルを変更することも、別のマップ スタイルを適用することもできます。 

新しいマップを作成するときには、白紙マップまたは作成に使用するテンプレートの既定のスタイルが使用されま

す。  

マップの全体的なスタイルを確定した後は、個別のトピックに対してトピック スタイルを適用し、書式設定を行うこ

とができます。この個別の書式設定は自動スタイル設定よりも優先され、現在のスタイルを変更したり、マップに

新しいスタイルを適用したりした場合でも保持されます(すべてのトピックを自動スタイルに戻す場合は、まずマッ

プの書式設定を削除することができます)。 

現在のマップのスタイル情報をスタイル ファイルとして保存して再利用できます。スタイルの保存の詳細について

は、「マップ スタイルの作成と変更」を参照してください。元の既定のスタイルを含むファイルは MindManager と

共にインストールされ、他のスタイルと同じように適用することができます。 

マップ スタイルの適用 

マップにはいつでも別のマップ スタイルを適用できます。既に個々のトピックに書式設定を適用している場合、新

しいマップ スタイルを適用してこれらのトピックを変更するには、まず適用されている書式設定を削除する必要が

あります (下記を参照)。 

1. [ホーム] タブの [スタイル] グループで [マップ スタイル] をクリックします。 

2. 目的のスタイルがギャラリー内にある場合は、それをクリックします。 

ない場合は、[テンプレート オーガナイザから割り当て] をクリックします。左側にスタイル名とフォルダが

示されたダイアログが表示されます。 

 スタイル名をクリックすると、そのスタイルの全体的なプレビューが表示されます。 

 使用するスタイルを選択し、[適用] をクリックします。必要に応じて最適なスタイルを選択します。スタ

イルは、必要に応じて変更し、再利用のために保存しておくことができます。 

 リンク マップ ビューでは、リンクしている 1 つまたは複数のマップに新しいスタイルを簡単に適用できます。マ

ップを選択してから、[割り当て] グループで [マップ スタイル] をクリックします。オーガナイザでスタイルを

選択し、[適用] をクリックします。 
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オーガナイザに表示されないファイルにあるマップ スタイルの適用  

 [ホーム] タブの [スタイル] グループで、[マップ スタイル] の矢印をクリックしてから、[ファイルから割

り当て] をクリックします。 

MINDJET CATALYST  

ワークスペースに保存されているファイルからスタイルを適用する場合は、最初にそのスタイル ファイル 

(.mmas ファイル) をローカルに保存する必要があります。その後、上記の手順に従って、ローカル ファイル

からスタイルを適用します。 

マップの書式設定のクリア 

特定のマップでしばらく作業した後、別のスタイルを使用することにした場合は、新しいマップ スタイルを適用す

る前に適用した書式設定をクリアすることができます。新しいスタイル設定より既に適用した書式設定の方が優先

されます。 

1. クリアする書式が設定されているトピック、境界線、またはリレーションシップを選択します (すべてのオブ

ジェクトを選択するには、Ctrl + A キーを押します)。 

2. [ホーム] タブまたは [書式] タブの [編集] グループで [クリア]   をクリックします。 

Ctrl + Space キーを押します。 

マップ スタイル設定の変更 

新しいスタイルの既定値の保存 

任意の書式設定ダイアログで、[スタイル] コマンドを使用して、選択したトピック、境界線、またはリレーション

シップの書式設定を、新しいスタイルの既定値として保存できます。 

 ダイアログで、[スタイル]、[新しいスタイルの既定値として保存] の順にクリックします。 

保存されるもの 

保存対象 クリック ダイアログ ([スタイル]、[新しいスタ

イルの既定値として保存] の順にクリ

ック) 

トピックの書式設定 [ホーム] タブ、[書式] ダイアログ ボックス ラ

ンチャー 

トピックの書式設定 

フォントの書式設定 [ホーム] タブ、[フォント] ダイアログ ボックス 

ランチャー 

フォントの書式設定 

境界線の書式設定 [ホーム] タブ、[境界線]、[境界線の書式設定] 

  

境界線の書式設定 

リレーションシップの

書式設定 

[ホーム] タブ、[リレーションシップ]、[リレー

ションシップの書式設定] 

リレーションシップの書式設定 

 トピックの書式設定をスタイルの新しい既定値として保存すると、現在のダイアログの設定だけでなく、トピ

ックのすべての書式設定が保存されます。 

既定のスタイルを使用しているトピックやオブジェクト (書式設定を追加していないもの) と、これから追加するト

ピックまたはオブジェクトは、新しい既定スタイルで表示されます。 

[スタイルの変更] ビューの使用 

マップ スタイルを直接変更できる特別なビューが用意されています。このビューでは現在のマップのスタイルを変

更できますが、テンプレートやスタイル ファイルのスタイル設定を変更することもできます。 
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このビューの使用方法の詳細については、「[スタイルの変更] ビューの使用」を参照してください。 

既定のマップ スタイルの使用 

MindManager には、既定のマップ スタイル Default.mmas が用意されています。マップをこの既定のスタイル

にリセットしたり、他のスタイルと同様に変更したり、現在のマップのスタイルを今後の既定として使用すること

ができます。 

現在のマップを既定のマップ スタイルにリセットする 

 [ホーム] タブの [スタイル] グループで [マップ スタイル] 矢印をクリックしてから、[現在のマップ スタイルを

既定値に戻す] をクリックします。 

 この既定スタイルは、上に述べたようにテンプレート オーガナイザからも適用できます。 

既定のマップ スタイルを現在のマップ スタイルで置き換える 

 [ホーム] タブの [スタイル] グループで [マップ スタイル] をクリックしてから、[現在のマップ スタイルを既定

値にする] をクリックします。 

MindManager には、このスタイルの "バックアップ" コピーである Default (original).mmas が組み込まれていま

す。  

[スタイルの変更] ビューの使用 

[スタイルの変更] を使用して、マップ、マップ テンプレート、またはマップ スタイルの既定のスタイル設定を変

更できます。このビューには、現在のスタイル設定の概要が表示されます。また、それらを対話的に変更できま

す。 

[スタイルの変更] ビューの開始 

現在のマップのスタイルの変更 

1. マップを開きます。 

2. [ホーム] タブの [スタイル] グループで、[マップ スタイル] の矢印をクリックしてから、[変更] をクリックしま

す。 

3. [スタイルの変更] ビューを使用して、新しい自動書式設定オプションを設定します。 

マップ テンプレートのスタイルの変更 

1. テンプレートを開きます。[ファイル]、[開く] の順にクリックします。[ファイルの種類] 一覧で、[Mindjet 

MindManager マップ テンプレート] を選択します。  

2. テンプレート ファイルを選択して、[開く] をクリックします。 

3. [ホーム] タブの [スタイル] グループで、[マップ スタイル] の矢印をクリックしてから、[変更] をクリックしま

す。 

4. [スタイルの変更] ビューを使用して、新しい自動書式設定オプションを設定します。 

既存のマップ スタイルの変更 

1. スタイルを開きます。[ファイル]、[開く] の順にクリックします。[ファイルの種類] 一覧で、[Mindjet 

MindManager スタイル] を選択します。 

2. スタイル ファイルを選択して、[開く] をクリックします。 

3. スタイルが [スタイルの変更] ビューに表示されます。このビューを使用して、新しい自動書式設定オプショ

ンを設定します。 

MINDJET CATALYST  

ワークスペースに保存されたスタイルは、他のワークスペース ファイルと同じ方法で編集できますが、適用

するためにスタイルをローカルに保存する必要があります。 
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[スタイルの変更] ビューの使用 

[スタイルの変更] ビューには、現在のスタイル設定に従って書式設定されたすべてのマップ オブジェクトが含まれ

た一般的なマップが表示されます。このビューでは、オブジェクトを選択して自動書式設定オプションを設定した

り、マップ背景やノートの自動フォントの書式を設定したりできます。 

オブジェクトのスタイルの変更 

 スタイルを変更するオブジェクトが表示されたら、サンプル オブジェクトをクリックし、ポップアップ メニ

ューから書式設定オプションを選択します。 

 トピックの場合は、次の自動書式を設定できます。 

トピックのフォントとテキスト ("サブトピック" など、新しいトピックの自動テキストを含みます) 

トピックの書式 (図形と色、配置、余白、レイアウトなど) 

 また、境界線とリレーションシップの書式も設定できます。 

 [表示] グループの [拡大] または [縮小] をクリックして、マップのビューを制御します。すべてのオブジェクト

を表示するには、縮小が必要な場合もあります。 

 オブジェクトを識別するのが困難な場合は、左上の一覧を使用して、サンプル マップ上で場所を特定しま

す。 

 より多くのサブトピック レベルを表示するには、[スタイル レベル数の定義] コントロールを使用します。書

式設定する特定のサブトピック レベルを選択するには、そのレベルのサンプル トピックをクリックするか、

[スタイル グループのレベルの選択] 設定を使用します。 

 オブジェクトを選択したら、[オブジェクトのスタイルの変更] をクリックし、変更する書式設定オプションを

選択します。 

システム既定の書式設定にオブジェクトをリセットする 

 オブジェクトを組み込みのシステム スタイルの既定値に戻すには、[オブジェクトのスタイルのリセット] を

クリックします。その後、最初からやり直して新しい設定を適用できます。 

背景のスタイルまたはトピック ノートの自動フォント設定の変更 

 [マップ] グループで、[マップの背景] または [ノートの書式] をクリックします。 

マップ スタイルを保存する前に説明またはコメントを追加するには、[ファイル] タブをクリックし、[情報] をクリ

ックしてから [プロパティ] をクリックします。"コメント" フィールドにスタイルの説明 (使用目的、プロジェクト

など) を入力します。 

スタイル設定の適用 

 [適用して閉じる] をクリックします。 

マップ スタイルを変更している場合、変更内容はマップ スタイル ファイルに即座に保存されます。  

マップまたはマップ テンプレートのスタイルを変更している場合は、マップまたはテンプレートを保存した場合に

のみ変更内容も保存されます。 

 現在のマップのスタイル設定を変更し、後で再利用するためにそれらの変更をマップ スタイルに保存する場合

は、これらの設定に基づいた新しいマップ スタイルを作成できます。 
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ビジュアル情報の追加 

アイコン マーカーとタグ マーカー 

 

関連した名前や説明を付けられたマーカーと呼ばれる独特の視覚的要素 (アイコン、テキスト注釈、フォントの

色、および塗りつぶしの色) を使用して、個々のトピックをコーディングできます。マーカーを使用すると、トピ

ックに特定の意味を付加したり、トピックをグループに分類したりすることができます。マーカーは、トピックの選

択およびフィルタ処理の基準として使用できます。 

マーカーの一覧はコーディングの一覧表であり、ここでは一連のマップ マーカーがグループに整理され、関連した

説明がそれぞれのマーカーに付けられています。[マーカー] ウィンドウを開くと、この一覧を使用できます。  

使用できるマーカーは、[マーカー] ウィンドウに表示されるマーカーには限定されていません。他のアイコンでも

トピックをコーディングでき、そのアイコンは一覧に動的に追加されます。特別な仕事アイコン (優先度、仕事の

進行状況) は、仕事情報が割り当てられると自動的にトピック上に表示され、まだマップ マーカーの一覧に含まれ

ていない場合は動的に追加されます。 

アイコン、フォントの色、および塗りつぶしの色マーカーとその説明を表示した [マーカー] ウィンドウから、凡例

トピックをマップに追加できます。  

すべてのマップに既定のマーカー一覧が用意されており、[マーカー] ウィンドウでこれらのマーカーを管理できま

す。マーカー グループを別のマップで再利用するために、マーカー グループをコピーして貼り付けることができます。

マーカー一覧全体をマーカーの一覧オーガナイザ(Marker Lists Organizer)で保存したり、適用したり、管理したりす

ることもできます。 

 アウトライン ビューでは、アイコン マーカーとフォントの色マーカーのみが表示されます。 

アイコン マーカーをトピックに追加する 

トピック上でアイコンを追加または削除するには、[挿入] タブの [マーカー] グループの [アイコン] コマンドを使用

するか、[マーカー] 作業ウィンドウから行います。現在のマーカー一覧からアイコンを選択したり、ライブラリか

ら別のアイコンを選択したりできます。1 つのアイコンを複数のトピックに割り当てることも、それぞれのトピッ

クに複数のアイコンを割り当てることもできますが、単一のトピックで同じアイコンを何度も繰り返すことはでき

ません。  

1. アイコンを割り当てる 1 つまたは複数のトピックを選択します。 

2. [挿入] タブの [マーカー] グループで [アイコン] をクリックします。 

3. アイコン マーカーの選択リストで、トピックに割り当てるアイコンを選択します。アイコンが追加された

後、上にポインタを重ねると、その説明が表示されます。[マーカー] ウィンドウでその説明を変更できます。 

 アイコンの中には互いに排他的なものがあります。その場合のマーカー グループからトピックに追加できるアイコン

は 1 つに限られます。同じグループから 2 つ目のアイコンを追加しようとすると、このアイコンが最初のアイコンに

置き換わります。グループのこの属性は変更可能です。排他的でないグループからは、複数のアイコンをトピックに

追加できます。 

 

選んだアイコンが、選択したトピックに既に割り当てられていた場合、そのアイコンは削除されます。この割り当ては

切り替えることができます。つまり、アイコンを 2 回目にクリックすると、選択したすべてのトピックにそのアイコンが追

加されます。 
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4. 追加するアイコンが見つからない場合は、[その他のアイコン] をクリックして、[ライブラリ] 作業ウィンドウ

を開きます。[ライブラリ] 作業ウィンドウ内のアイコンをクリックします。アイコンは、[マーカー] ウィンド

ウの [一般的なアイコン] グループに自動的に追加されます。 

 マップ上で大きなアイコンを表示するには、MindManager の [視覚効果] オプションを使用します。 

 

[ライブラリ] ウィンドウでより詳細なアイコンを表示するには、ウィンドウの内側を右クリックして [大きいプレビューの

表示] をクリックします。 

 

アイコンをあるトピックから別のトピックにコピーするには、新しいトピックへドラッグします。コピーする代わりに、Ctrl 

キーを押して移動します。 

 

[マーカー] 作業ウィンドウでトピックのマーカーを追加または削除するには、対象のトピックを選択してからウィンド

ウでマーカーをクリックします。 

アイコン ショートカット 

優先度 1 には Ctrl + Shift + 1 キー、優先度 2 には Ctrl + Shift + 2 キーというように、優先度アイコンを追加する

にはショートカット キーを使用します。Ctrl + Shift + 0 キーを使用すると、トピックからすべての優先度が削除

されます。 

[ライブラリ] ウィンドウ内の他のアイコンに対してショートカット キーを設定するには、右クリックして、ショー

トカット メニューから [ショートカット キー] をクリックします。 

トピック上のアイコン マーカーの変更 

アイコンをトピックに追加した後、次の複数の方法でアイコンを変更できます。 

 名前の付いたグループに所属するアイコンの場合は、アイコンをクリックしてグループ内の次のアイコン

を表示するか、アイコンを右クリックしてから表示されているグループ内の別のマーカーをクリックしま

す。 

 アイコンを右クリックして、[置換後の文字列] をクリックし、別のグループからアイコンを選択します。 

 アイコンを右クリックして、[その他のアイコン] をクリックし、現在のアイコンをライブラリの新しいア

イコンに置き換えます。新しいアイコンは、[マーカー] ウィンドウの [一般的なアイコン] グループに追加

されます。 

 アイコンを右クリックして、[マーカー名の編集] をクリックし、アイコンの説明を変更します。この新し

い説明は、マップの凡例に表示されます。 

アイコン マーカーのコピー、移動、削除 

 アイコンをコピーするには、新しいトピックへドラッグしてからドロップします。 

 アイコンを移動するには、Ctrl キーを押し、アイコンを新しいトピックへドラッグしてからドロップしま

す。 

 アイコンを削除するには、トピックのアイコンを右クリックして、[削除] をクリックするか、[すべてのア

イコン マーカーの削除] をクリックしてトピックのすべてのアイコンを削除します。 

 Ctrl + 0 キーを使用するとすべてのアイコン マーカーが削除されます。Ctrl + Shift + 0 キーを使用するとすべて

の優先度アイコンが削除されます。 

 

アイコンを表示しないが削除したくない場合、マップ ビューで [表示/非表示] コマンドを使用してアイコンを非

表示にできます。アウトライン ビューでは、アイコン列を非表示にできます。列のヘッダーを右クリックし

て、[アイコン] チェック ボックスをオフにします。 
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アイコンのエクスポート - 注  

Web ページにマップをエクスポートすると、自動的にアイコンの凡例ポップアップがエクスポートに含められます。

Web ページをカスタマイズするオプションを使用すると、この処理を無効にできます。アイコンの凡例ポップア

ップ オプションは、[詳細設定] ページの [表示] セクションにあります。 

仕事アイコン - 注  

仕事アイコン (優先度、仕事の進行状況) は、トピックに割り当てられた仕事情報に動的にリンクされます。これら

は次のような独特の方法で機能します。 

 仕事情報をトピックに割り当てる場合、対応する仕事アイコンが自動的にマップ上に表示され、該当する

グループのマーカーの一覧に追加されます (まだ含まれていない場合)。これらのアイコンは、名前を付け

られるまで、動的な状態のままになっています。アイコンが動的な場合、その名前は淡色表示になりま

す。マップで使用されなくなると、マーカーの一覧から削除されます。マップで使用されているかどうか

にかかわらず動的なアイコンを一覧内で保持する場合は、そのアイコンに名前を付ける必要があります。 

 仕事アイコン (優先度、仕事の進行状況) をマップ マーカーの選択リストから追加した場合、対応する仕

事情報が自動的にトピックに割り当てられます。 

優先度と仕事の進行状況のアイコンは、他のアイコンと同様に "循環表示" できます。 

 アイコンをクリックすると、利用可能な次の優先度または仕事の進行状況の設定に変わります。  

 使用する優先度および仕事の進行状況の設定だけを含めるように、[マップ マーカー] ウィンドウのマーカーの

一覧を調整できます。たとえば、連続した値全体ではなく、0%、25%、50%、および 100% のアイコンだけ

を一覧に含めることができます。このようにすることにより、使用しないアイコンをすべて循環表示してしま

うことが避けられます。 

タグ マーカーをトピックに追加する 

タグ マーカーは短いテキストで、トピックの下にテキストとして情報を表示します。各トピックで複数のタグを使

用できますが、1 つのトピックで同じタグを複数回使用することはできません。トピック上でタグを追加または削

除するには、[タグ] リボン コマンドを使用するか、[マーカー] ウィンドウから行います。 

タグは、トピックまたは仕事を分類するために使用できます。 

1. 1 つまたは複数のトピックを選択します。 

2. [挿入] タブの [マーカー] グループで [タグ] をクリックします。 

 [仕事] グループの [リソース] コマンドを使用してリソースを追加することもできます。 

3. タグの選択リストで、グループをクリックし、トピックに割り当てるタグをクリックします。 

 マーカーの中には互いに排他的なものがあります。その場合のグループからトピックに追加できるタグは 1 つ

に限られます。同じグループから 2 つ目のマーカーを追加しようとすると、このマーカーが最初のマーカーに

置き換わります。この属性は変更可能です。 

 

複数のトピックにマーカーを割り当てようとするときに、選んだマーカーが選択したトピックのいずれかに既

に割り当てられていた場合、そのマーカーは削除されます。この割り当ては切り替えることができます。つま

り、マーカーを 2 回目にクリックすると、選択したすべてのトピックにそのマーカーが追加されます。 

3. 使用するマーカーが見つからない場合は、新しいタグを追加するか、新しいタグを追加するか、新しいマーカー 

グループを追加します。 

 [マーカー] 作業ウィンドウを使用してマーカーを追加または削除するには、対象のトピックを選択してからマ

ーカーをクリックします。 

 

トピックを右クリックしてから [タグ] をクリックする方法でも、マーカーを追加または削除できます。 
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マップ上のタグにグループ名を表示または非表示にするには、[表示] タブの [詳細] グループで [表示/非表示] を

クリックし、[タグ グループ名](Tag Group Names) チェック ボックスをオンまたはオフにします。 

トピック上のタグを変更する 

 マーカーを右クリックして、マーカー グループ名をクリックし、表示するマーカーを選択します。 

 相互排他 (上記参照) とマークされているグループからは 1 つのマーカーしか選択できません。 

 他の種類のマーカー (アイコン、塗りつぶし、フォント、および強調表示) と同様に、複数のグループのタ

グをトピック上に表示できます。 

タグをコピーまたは移動する 

タグを別のトピックへコピーまたは移動することができます。 

1. トピックに付けられているコピーしたいタグをクリックし、コピー先のトピッ

クまでドラッグします。 

 コピーする代わりに、Ctrl キーを押しながらタグをドラッグして移動します。 

2. 移動先にタグをドラッグしたら、マウス ボタンから指を放してドロップしま

す。 

既にタグが割り当てられているトピックにタグをドラッグすると、新しいタグが一

覧に追加されます。 

 
タグの選択 

タグを削除する 

 すべてのタグを削除するには、トピックを右クリックしてから、[すべてのタグの削除] をクリックします。 

 特定のタグを削除するには、それを右クリックしてから [削除] をクリックします。 

 トピックを右クリックして、ショートカット メニューからタグを追加または削除します。 

 タグを表示しないが削除したくない場合、マップ ビューで [表示/非表示] コマンドコマンドを使用してアイコン

を非表示にできます。アウトライン ビューではタグは表示されません。 

タグのエクスポート - 注  

タグは、Web ページ、PDF ファイル (マップ画像とアウトライン)、および Word ドキュメントへエクスポートさ

れます。PowerPoint スライドまたは Project にはエクスポートされず、アウトライン ビューから印刷したとき

や、テキスト形式または HTML のアウトラインとして保存するときには含められません。 

Web エクスポートの場合、タグを表示するかどうかを選択でき、詳細設定のカスタマイズで使用されるセクション 

ラベルを変更できます。 

Word エクスポートの場合、マップのプロパティの [全般] タブで、タグをドキュメントに含めるかどうかを選択で

きます。 

  

アイコン マーカーとタグ マーカーを使用するトピックを検索またはフィルタする 

特定のアイコンまたはタグを使用するトピックを検索する 

1. トピック上で、検索するマーカーを右クリックします。 

2. [次を検索] または [前を検索] をクリックして、このマーカーを使用する次のトピックまたは前のトピック

を選択します。 
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特定のアイコンまたはタグを使用するトピックの表示/非表示を切り替える 

1. トピック上で、一致させるマーカーを右クリックします。 

2. [クイック フィルタ] をクリックし、[このマーカーの付いたトピックの表示] または [このマーカーの付い

たトピックの非表示] をクリックします。 

フィルタは累積的に行われます。新しいフィルタを適用したときに既に非表示だったトピックは、非表示のまま残

ります。 

すべてのトピックを再度表示するには、次のいずれかを実行します。 

 マーカーを右クリックし、[クイック フィルタ] をクリックしてから、[フィルタの解除] をクリックします。 

 [表示] タブの [フィルタ] グループで [フィルタの解除] をクリックします。 

 ステータス バーで [フィルタの解除]  をクリックします。 

 マップのワークブック タブを右クリックし、[フィルタの解除] をクリックします。 

 フィルタ処理の追加の基準を使用するには、[詳細フィルタ] オプションを使用します。 

フォントの色および塗りつぶしの色マーカーをトピックに追加する 

フォントの色および塗りつぶしの色もマーカーとして使用できます。つまり、マップで使用する色に特定の会議を

関連付けることができます。最初の手順は、マップの書式設定コマンドを使用してフォントの色と塗りつぶしの色

を適用することです。これらの色はマーカー一覧に表示されるので、[マーカー] ウィンドウからトピックに適用で

きます。説明を割り当てることもできます。  

[マーカー] ウィンドウでフォントの色または塗りつぶしの色に名前を付けると、マップの凡例に表示されるように

なります。名前の付いたフォントの色および塗りつぶしの色は、マップで使用されない場合でも、マーカー一覧に

残ります。マーカー一覧のコマンドを使用してマーカーの色と説明を変更できます。 

 色に説明を割り当てない場合、マップで使用されなくなるとマーカー一覧から消去されます。 

凡例をマップに追加する 

凡例は、マーカー一覧グループと、そのグループ内のすべての名前付きマーカーを表示します。凡例は、現在選択

されているトピックのサブトピックとして追加されますが、トピックが選択されていない場合はメイン トピックと

して追加されます。 

1. 凡例を付けるトピックを選択します。 

 既定で、凡例は新しいメイン トピックまたはサブトピックとして追加されますが、切り離すことにより、フロ

ーティング トピックに変更できます。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [作業ウィンドウ] ボタン  をクリックしてから、[マーカー] をクリックします。 

 [挿入] タブの [マーカー] グループで [マップ マーカー] ダイアログ ボックス ランチャーをクリックして 

[マップ マーカー] 作業ウィンドウを開きます。 

3. [整理] の下にある [マップに凡例を挿入] をクリックします。 

4. 凡例のマーカーをすべて表示するか、マップ上に使用するものだけを表示するかを選択します。 

マーカー グループと説明を表示した一連の新しいトピックが、マップに追加されます。凡例には、[一般的なアイ

コン] グループのマーカーは表示されません。これらのマーカーを凡例に含める場合は、名前を付ける必要があり

ます (全般マーカーは、名前を付けると、[単一のアイコン] グループへ移動します)。 

 凡例は自動的に更新されません。そのため、一覧のマーカーを並べ替えたりグループの名前を変更したりする

と、凡例が最新の状態ではなくなります。現在の凡例を使用するには、既存の凡例トピックを削除してから、

[マップ マーカー] ウィンドウから凡例を再度追加します。 
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画像 

 

画像は、トピックに付加することも、新しいトピックまたは自由に移動可能なフローティング画像として追加する

こともできます。プロがデザインした MindManager ライブラリのマップ画像、またはファイルにあるユーザー独

自の画像を使用できます。マップの背景に画像を使用し、テキスト ノートに画像を追加することもできます。ユー

ザーの画像を構成および編集するコマンドは、[ライブラリ] 作業ウィンドウから使用できます。 

 アウトライン ビューでは画像は表示されません。 

  

 

さらに画像を追加する場合 

視覚的に鮮やかな高解像度の画像については、Mindjet.com を参照してくださ

い。これらを利用することで、MindManager マップの表現を豊かにすることが

できます。これらの強力なグラフィックスをタスク リスト、会議の議題、プロ

ジェクト計画、または任意のマップ コンテンツに追加することで、表現力に深

みを加えたり、重要な情報を強調したりできます。 

  

ライブラリからの画像の追加 

ライブラリを開く 

次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーで [作業ウィンドウ] ボタン   をクリックしてから、[ライブラリ] をクリックします。 

 [挿入] タブの [トピック要素] グループで [画像] 矢印をクリックしてから、[ライブラリから画像を挿入] を

クリックします。 

 より詳細な画像を表示するには、ライブラリの背景を右クリックして [大きいプレビューの表示] をクリックし

ます。  

トピックへの画像の付加 

1. トピックを選択します。 

2. [ライブラリ] で [画像] カテゴリをクリックして、追加する画像に移動します。 

3. 画像のプレビューをクリックします。 

4. 必要に応じて、トピック スペース内で画像のサイズまたは位置を変更します。 

 画像を検索するには、[ライブラリ] ウィンドウの上部の [画像のキーワードを入力します] ボックスにキーワー

ドを入力し、[検索] をクリックします。この検索結果は、[ライブラリ] ウィンドウのプレビュー ウィンドウに

表示され、ここから画像を選択できます。画像キーワードをカスタマイズできます。 

http://www.mindjet.com/


MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

85 

フローティング画像の作成 

 ライブラリからマップへ画像をドラッグします。 

 

赤色のビジュアル アイコンは、この画像が強調表示されたトピックのサブ

トピックとして挿入されることを意味します。 

フローティング トピックを作成するには、画像を移動するときにトピック

に追加されないように、Shift キーを押しながら画像をマップにドラッグし

ます。 

 

緑色のビジュアル アイコンは、画像がそのトピックに挿入されることを示

します。続いて、画像をドラッグしてトピック スペース内の上下左右のい

ずれかの位置に配置することができます。 

  ビジュアル アイコンがない場合 (画像が空きスペースにある場合)、その画

像はフローティング画像として追加されることを意味します。画像をドラ

ッグし、その位置を微調整できます。 

  ファイルからの画像の追加 

bmp、emf、wmf、gif、jpeg、pcx、または png 形式の画像をファイルから追加できます。 

透過型 GIF と透過型 256 色 PNG はサポートされます。 

トピックへの画像の付加 

1. 次のいずれかを実行します。 

 トピックを右クリックして、[画像] をクリックしてから [ファイルから] をクリックします。 

 トピックを選択します。[挿入] タブの [トピック要素] グループで [画像] 矢印をクリックしてから、[ファイ

ルから画像を挿入] をクリックします。 

2. 画像ファイルを選択して、[挿入] をクリックします。 

3. 必要に応じて、トピック スペース内で画像のサイズまたは位置を変更します。 

 MindManager は自動的にファイルからの画像のサイズを変更して、その最大サイズが 480 ピクセルを超えな

いようにします。必要に応じて、インポート後に画像のサイズ変更を実行できます。 

フローティング画像の作成 

1. 次のいずれかを実行します。 

 マップの背景を右クリックし、[フローティング画像の挿入] をクリックしてから [ファイルから] をクリッ

クします。 

 マップの背景をクリックします。[挿入] タブの [トピック要素] グループで [画像] 矢印をクリックしてか

ら、[ファイルから画像を挿入] をクリックします。フローティング画像の場所をクリックします。 

2. 画像ファイルを選択して、[挿入] をクリックします。 

3. 画像をドラッグし、その位置を微調整できます。Shift キーを押しながらドラッグすると、移動中に画像がト

ピックに付加されません。 

 アウトライン ビューでは画像は表示されません。 

 [表示/非表示] コマンドを使用すると、マップ上で画像を表示するかどうかを選択できます。 

 

MindManager ライブラリにファイルにあるユーザー独自の画像を追加して、再利用できます。 
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他のアプリケーションからの画像の貼り付け 

他のアプリケーションから MindManager トピックに既存の画像を貼り付けることができます。また、他のアイテ

ム (Word の表や Excel のデータ範囲など) も画像として貼り付けることができます。[形式を選択して貼り付け] コ

マンドを使用すると、利用できる形式がわかります。 

既存の画像の貼り付け 

1. 元のアプリケーションから画像をコピーします (通常、Ctrl + C キー)。 

2. 画像の貼り付け先をクリックします。 

 トピックを選択すると、貼り付けた画像は新しいサブトピックになります。 

 トピック テキストの内側をクリックすると、画像はトピック内部に貼り付けられます (付加されます)。 

 マップの背景をクリックすると、画像は新しいフローティング トピックとして貼り付けられます。 

3. Ctrl + V キーを押します。 

画像としてのアイテムの貼り付け 

1. 作成元のアプリケーションからアイテムをコピーします (通常、Ctrl + C キー)。 

2. 画像の貼り付け先をクリックします。 

 トピックを選択すると、画像を内側に貼り付けたり、新しいサブトピックにできます。 

 マップの背景をクリックすると、画像は新しいフローティング トピックとして貼り付けられます。 

3. [ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼り付け] 矢印をクリックしてから、[形式を選択して貼り付け] 

をクリックします。 

4. [形式を選択して貼り付け] ダイアログで、コピーしたアイテムが利用可能な形式が表示されます。[ピクチャ] 

または [ビットマップ] をクリックしてから、 

 [貼り付け] をクリックしてサブトピックまたはフローティング画像を作成します。 

 [内部に貼り付け] をクリックして、選択したトピックに画像を貼り付けます。 

 [ピクチャ] と [ビットマップ] の選択肢は、アイテムがこの形式で利用できる場合にのみ表示されます。 

  

画像のサイズ変更、移動、コピー、および削除 

画像のサイズ変更 

1. トピックを選択してから、画像をクリックします。選択されていることを示すハンドルが表示されます。 

2. ハンドルをドラッグして、画像のサイズを変更します。隅のハンドルを使用すると縦横比が維持されます。横

側のハンドルを使用すると伸縮します。 

 画像を元のサイズに戻すには、右クリックしてから [画像サイズのリセット] をクリックします。 

フローティング画像の移動 

フローティング画像は、マップの周りを自由に移動できます (ドラッグするだけです。Shift キーを押したままドラ

ッグすると、マップへの添付を防止できます)。添付された画像は、それが関連付けられたトピックに付属していま

すが、他のトピックにコピーまたは移動したり、フローティング画像に変更したりすることができます。 

 ドラッグ アンド ドロップ中に画像をグリッドに合わせる場合、MindManager 編集オプションの [ドラッグ ア

ンド ドロップ時にグリッドに合わせる] を有効にします。 
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添付された画像の移動またはコピー 

1. 移動またはコピーする画像を含むトピックを選択します。 

2. 画像をクリックします。選択されていることを示すハンドルが表示されます。 

3. 画像を新しい位置までドラッグします。 

4. ビジュアル アイコンにより、画像がどのように追加されるかが示されます。緑色はトピックに添付されるこ

とを示し (上、下、左、または右の方向)、赤色は新しいトピックになることを示し、ビジュアル アイコンが

ない場合は、画像がフローティング画像になることを意味します。 

5. 画像を新しい位置でドロップします。 

 Ctrl キーを押しながらドロップすると、画像が (移動ではなく) コピーされます。 

 

Shift キーを押しながらドロップすると、任意の位置にフローティング画像が作成されます。 

 

コピーして貼り付ける画像のサイズを制御するオプションを設定できます。 

画像の削除 

1. トピックを選択してから、画像をクリックします。選択されていることを示すハンドルが表示されます。 

2. Del キーを押します。 

 [表示/非表示] コマンドを使用すると、マップ ビューで画像を一時的に非表示にすることができます。 

  

画像を含むマップのエクスポート 

ビットマップは、Word 文書にエクスポートされるときに、メタファイルに変換されます。[エクスポート時の変換 

( RTF)] に対する MindManager ノート オプション設定を使用して、この処理を無効にできます。 

Web ページにエクスポートする場合、すべての画像は、256 色 GIF ファイル (メタファイル透過率を保持するた

め、以前にメタファイルであったビットマップを含む) か、JPEG ファイル (256 色以上の色数を持つすべてのビッ

トマップ) のどちらかに自動的に変換されます。 
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リレーションシップ 

 

マップ上の 2 つ (以上) のトピックの間にリレーションシップが存在するときは、マップにそのリレーションシッ

プを描くことが必要になる場合があります。2 つのトピックを結ぶリレーションシップ線を追加し、必要に応じて

ラベルを付けることができます。線の既定の書式設定は、マップのスタイル設定で決まります。 

仕事の依存関係を示すときには、特別な種類のリレーションシップを使用します。 

 アウトライン ビューではリレーションシップは表示されません。 

リレーションシップによるトピックの接続 

1. [ホーム] タブの [挿入] グループで [リレーションシップ] をクリックします。 

2. 1 つ目のトピックをポイントすると、カーソルがリレーションシップ矢印   に変わります。 

3. 最初のトピックをクリックしてから、次のトピックをクリックします。 

4. 2 つのトピックを連結するリレーションシップ線が表示されます。 

リレーションシップ線は、その [自動調整] 属性が有効になっているので、既定で最適な軌道で引かれます。リレー

ションシップによって接続されているトピックのどちらかまたは両方を移動すると、その線はトピック間で最適な

経路をたどるように自動調整されます。 

リレーションシップに吹き出し (ラベル) を追加する 

1. リレーションシップ線を右クリックします。 

2. [吹き出しの挿入] をクリックします。 

3. 汎用の吹き出しが表示されたら、吹き出しを選択してテキストを入力します。 

 MindManager の [編集] オプションで、リレーションシップを追加するたびに吹き出しの追加を求めるオプショ

ンを設定することで、リレーションシップの吹き出しを自動的に挿入することもできます。 

リレーションシップの変更 

 

リレーションシップを選択すると、ハンドルが表示されるため、形状を変更

したり、接続ポイントを変更したりできます。 

線の形の変更 

 リレーションシップを選択してから、長方形の黄色のハンドルをドラッグします。 

 線の形状を変更した場合、[自動調整] オプションが自動的に無効になります。線を元の軌道に戻す場合は、シ

ョートカット メニューおよび、[リレーションシップの書式設定] ダイアログ (下記を参照) で、[自動調整] オプ

ションを再度有効にします。 

異なるトピックへの接続 

 リレーションシップを選択してから、赤色の丸い接続ハンドルを別のトピックにドラッグします。 
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リレーションシップの削除 

1. リレーションシップ線を右クリックします。 

2. [リレーションシップの削除] をクリックします。 

 リレーションシップを一時的に非表示にするには、[表示/非表示] コマンドを使用します。 

リレーションシップの書式設定 

線のスタイルと色の変更 

1. リレーションシップ線を選択します。 

2. [ホーム] タブで、[書式] グループのコマンドを使用して、[線のスタイル] と [線の色] を変更します。 

その他の書式設定のオプション 

1. 次のいずれかを実行します。 

 リレーションシップ線を右クリックし、[リレーションシップの書式設定] をクリックします。 

 リレーションシップを選択します。[ホーム] タブの [リレーションシップ] 矢印をクリックしてから、[リレ

ーションシップの書式設定] をクリックします。 

 リレーションシップをダブルクリックします。 

2. 必要な線の属性を選択します。 

3. リレーションシップのすべての書式設定をリレーションシップの自動スタイルとして保存する場合、またはス

タイルを既定の書式設定に戻す場合は、[スタイル] をクリックします。 

 端のスタイルをすばやく反転させるには、リレーションシップ線を右クリックして [反転] をクリックします。 

リレーションシップ トピックへのジャンプ 

リレーションシップを追加したら、線のどちら側からでも、トピックへ簡単にジャンプできます。この機能は、リ

レーションシップの線が長い大きなマップで特に役立ちます。 

1. リレーションシップ線を右クリックします。 

2. [ジャンプ: {トピック名}] をクリックします。[ジャンプ] コマンドは、矢印の両側のトピックに対して表示され

ます。 
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境界線 

 

境界線には、グループ化境界線とサマリー境界線の 2 つの基本的な種類があります。 

グループ化境界線はトピックとサブトピックのリレーションシップを強調する場合に使用し、マップ上の特定の領

域をユーザーが選択した線で囲みます。境界線内を塗りつぶすこともできます。 

サマリー境界線は、一連のサブトピックを単一のサマリー トピックにまとめ、このトピックをもう一度展開する場

合に使用します。 

境界線内に境界線を追加することもできます。既定の境界線の書式設定は、スタイル設定によって決まります。ア

ウトライン ビューでは境界線は表示されません。 

境界線の作成 

1. 境界線を使用してグループ化するサブトピックが所属するトピックを選択します。 

2. [ホーム] タブの [挿入] グループで [境界線] 矢印をクリックしてから、境界線の種類をクリックします。 

境界線へのサマリー トピックの追加 

1. 境界線を選択します (青色のボックスは選択されていることを示します)。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ホーム] タブの [挿入] グループで [吹き出し] をクリックします。 

 境界線を右クリックして、[サマリー トピックの挿入] をクリックします。 

サマリー トピックにサブトピックを追加すると、そのサマリー トピックを新しいトピック ツリーに拡張できま

す。 

境界線の書式設定 

 

境界線を選択すると、選択されていることを示す青色のボックスが表示されま

す。これで、境界線の書式設定を変更できます。 

境界線の書式設定 

1. 境界線を選択します。 

2. [ホーム] タブの [書式設定] グループ コマンドを使用して、[塗りつぶしの色]、[線の色]、および [線] の種類を

変更します。 

その他の書式設定のオプション 

1. 次のいずれかを実行します。 

 境界線を右クリックし、[境界線の書式設定] をクリックします。 

 境界線を選択します。[ホーム] タブの [境界線] 矢印をクリックしてから、[境界線の書式設定] をクリック

します。 
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 境界線をダブルクリックします。 

2. 必要な境界線の属性を選択します。 

3. 境界線のすべての書式設定を境界線の自動スタイルとして保存する場合、またはスタイルを既定の書式設定に

戻す場合は、スタイルをクリックします。 

  

境界線のコピーまたは移動 

境界線のコピー 

既存の境界線と同じスタイルの境界線を作成するには、その境界線を新しいトピック ツリーにコピーします。 

 境界線を右クリックして、[ホーム] タブの [クリップボード] グループで [切り取り]、[コピー]、および [貼り付

け] のコマンドを使用します。 

境界線の削除 

 境界線を右クリックし、[境界線の削除] をクリックします。 

 [表示/非表示] コマンドを使用すると、マップ上で境界線を一時的に非表示にできます。 
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詳細情報の追加 

トピックのノート 

 

マップ トピックは、簡潔にまとめられていると読みやすくなります。詳細を必要とするトピックの場合、トピック 

ノートを追加することにより、書式付きテキストや画像などの大容量の情報を含めることができます。テキストを

入力することも、別のドキュメントからテキストをコピーすることもできます。この付加的な文書化機能は、特に 

Word ドキュメントや Web ページへエクスポートするマップの場合に役立ちます。 

ノートが添付されると、トピック上に [ノート] アイコン   が自動的に表示されます。マップ ビューではトピッ

クの隣に、アウトライン ビューでは [ノート] 列に表示されます。マップ ビューでこれらのアイコンの表示と非表

示を選択するには、[表示/非表示] コマンドを使用します。アウトライン ビューで非表示にするには、列のヘッダ

ーを右クリックして、[ノート] オプションをオフにします。 

ノートを印刷する方法については、「印刷」を参照してください。 

 [詳細選択] コマンドおよび [詳細フィルタ] コマンドを使用して、ノートを添付するトピックの選択およびフィル

タ処理を行えます。 

 

複雑なドキュメントをマップに追加する場合は、トピックからドキュメントへのハイパーリンクを作成するか、

添付を使用してマップ ファイルにドキュメントを組み込みます。 

ノート テキストの入力 

ノートを入力するには、キーボードから入力することも、別のノートやドキュメントから貼り付けることもできま

す。入力を始める前にマップ スタイルを変更して、マップ上のすべてのノートに使用する自動フォントを選択でき

ます。 

1. トピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで [ノート] をクリックします。 

 トピックを右クリックして [ノートの追加] をクリックします。 

 アウトライン ビューで [ノート] 列をクリックします。 

Ctrl + T キーまたは F11 キーを押します。 

3. [トピックのノート] ウィンドウが開きます(サイズと方向 を制御できます)。 

独自のツール バーがあることに注意してください。 

次のいずれかの方法を使用して、このウィンドウを既定で垂直に表示するか、水平に表示するかを選択しま

す。 

 ウィンドウを右クリックして [ウィンドウの配置] をクリックします。 

 [ホーム] タブの [トピックの要素] グループで [ノート] 矢印をクリックして方向を選択します。 

 MindManager の [ノート] オプションで [ノート ウィンドウの配置] を設定します。 

垂直ウィンドウを拡張するには、上部のツール バーで [大きく]  ボタンをクリックします。また、左手ま

たは上部の輪郭をドラッグして、ノートの表示領域を拡大しマップの表示領域を縮小できます。 

4. テキストを入力します。テキストは、既定のフォント を使用して、自動的に書式設定されます。 
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このマップのノートに使用される既定のフォントを制御するには : 

  [ホーム] タブで [マップ スタイル] をクリックしてから、[ノートの書式] をクリックします。 

この設定はマップ スタイルの一部として保存されます。 

 マップを Web ページにエクスポートし、改行をテキストに挿入する場合は、改行する位置で、Shift + Enter キー

を押します。 

 

ノートを簡単に追加するには、別のアプリケーションからノートを貼り付けます。テキストをコピーし、[ノート] ウィンド

ウ内にカーソルを置いてから、[貼り付け] コマンドを使用するか、Ctrl + V キーを押します。 

5. [トピックのノート] ツール バーのコマンドを使用して、テキストの書式を設定します。ノートには、表、ハ

イパーリンク、および画像も含めることができます。 

 ノート テキストの書式設定を行うには、このツール バーを使用する必要があります。リボンの [フォント] オプション

は、マップ テキストを書式設定するためだけのものです。 

6. ノートの入力を終えたら、次の操作を行えます。 

 [トピックのノート] ウィンドウを閉じるには、[トピックのノート] ツール バーで [x 閉じる] をクリックし

ます。 

 [トピックのノート] ウィンドウを開いたままにしておくには、マップをクリックします。選択したトピッ

クごとにノートの内容が表示されます。 

 [トピックのノート] ツール バーで、[次のトピック]  (または Shift + PageDown キーを押します) また

は [前のトピック]  (または Shift + PageUp キーを押します) をクリックして、マップ内を移動しま

す。 

ノート アイコン がトピックに表示され、ノートが含まれていることを示します。[表示/非表示] コマンドを使用

すると、これらのアイコンを表示または非表示にできます。 

ノートへの画像の追加 

MindManager 画像ライブラリまたはファイルから、テキスト ノートへピクチャを追加できます。ファイルからの

画像は、マップ ドキュメントに埋め込んで保存することも、マップ ファイルを小さくしておくためにリンクを介

して参照することもできます。最初、画像は元のサイズで追加されますが、必要に応じサイズの変更と編集を行え

ます。ノートに追加された画像は、ディスク上で保存できます。 

ライブラリからノートへの画像の追加 

1. 画像を追加するトピック ノートの内側をクリックします。 

2. ステータス バーで [作業ウィンドウ] ボタン  をクリックしてから、[ライブラリ] をクリックします。 

3. [ライブラリ] 作業ウィンドウの下部にある [画像] をクリックして、追加する画像を特定します。 

4. ノートに画像をドラッグします。(注意 - 画像をクリックしただけでは、ノートではなく現在のトピックに追

加されます。) 

ファイルからノートへの画像の追加 

1. 画像を追加するトピック ノートの内側をクリックします。 

2. [トピックのノート] ツール バーの [画像]  をクリックします。 

3. 追加する画像を特定します。 

4. 次のいずれかを実行します。 

 画像をマップ内に埋め込む (画像をマップ ファイルに含める) には、[挿入] をクリックします。 
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 画像にリンクさせる (画像ファイルへの参照のみをマップ ファイルに含める) には、[挿入] の隣にある矢印

をクリックして、[挿入とリンク] をクリックします。 

どちらを実行するかわからない場合は、「画像のリンクと埋め込み 」を参照してください。 

画像のリンクと埋め込み 

次の理由により、画像を埋め込むのではなく、ファイルから画像へリンクさせた方がよい場合があります。 

 マップ ファイルのサイズを小さくしておく場合 

 画像が変更され、現在のバージョンのみを表示する場合 

画像の挿入時に [挿入とリンク] オプションを選択すると、ソース画像にリンクします。ノートを表示するたびに、

画像は更新されます。 

画像の手動での更新 

1. 画像を右クリックします。 

2. [画像の更新] をクリックします。 

画像の追加後、リンクするか埋め込むかの選択 

1. 画像を右クリックします。 

2. [画像の書式設定] をクリックします。 

3. 必要に応じて、[画像にリンクする] オプションを有効または無効にします。 

4. リンクを有効にする場合、ファイルの保存場所を入力 (参照) します。 

 ソース ファイルを移動または削除すると、画像は表示されず、壊れた画像リンクが表示されます。上記の手順

を使用して、移動した画像のファイルの保存場所を修正します。 

MindManager の [ノート] オプション設定で [エクスポート時の変換 (RTF)] を使用すると、Word へマップをエクス

ポートするときにリンクした画像を埋め込めます。この場合、単に参照を含めるのではなく、エクスポートしたフ

ァイルに画像が組み込まれます。 

リンクされた画像のパス 

リンクされた画像の相対パスまたは完全パスは、[プロパティ] - [ファイルの概要] にあるハイパーリンクのオプショ

ンに応じて保存されますが、個々の画像に対してこの設定を変更できます。 

個々の画像のパスの相対パスまたは完全パスへの設定 

1. 画像を右クリックします。 

2. [画像の書式設定] をクリックします。既定のパス設定が表示されます (相対または完全)。 

3. 必要に応じて、[この画像のパスの保存方法] オプションを設定します。 

 これ以降に追加される画像すべてに対する既定のパス設定を変更するには、[既定値] をクリックします。 

インポートできる画像の種類の詳細については、「画像」を参照してください。 

 クリックすると Web ページへジャンプしたり、電子メールを起動するハイパーリンクを、ボタン画像などの

画像に追加したりできます。 

 

別のアプリケーションから切り取ったりコピーしたりした画像をノートに貼り付けることができます。画像を

配置するノートの内側をクリックし、Ctrl + V キーを押すか、[ホーム] タブの [クリップボード] グループで [貼

り付け] をクリックします。 
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トピック ノートの画像の編集 

画像のサイズ変更 

1. ノート内の画像をクリックします。 

2. ハンドルをドラッグして、画像のサイズを変更します。 

 画像のアスペクト比を維持するには、Ctrl キーを押したまま隅のハンドルをドラッグします。 

 

画像の具体的なサイズ (ピクセル単位) がわかっている場合は、画像を右クリックして [画像の書式設定] をクリ

ックし、寸法を指定します。 

3. 右クリックして [画像サイズのリセット] をクリックすると、元のサイズに画像を戻せます。 

リンクした画像のその場での編集 

リンクした画像をその場で編集できます。ライブラリからノートにドラッグした画像やファイルから挿入した画像

は、その場では編集できません。代わりに、ライブラリ画像を編集したり、元のファイルを外部で編集して修正した

画像を再度追加したりする必要があります。 

1. 画像を右クリックして [ソースを開く] をクリックします。 

2. 関連付けられたアプリケーションで画像が開き、そこで編集できます。 

 画像を変更するには、関連付けられたアプリケーションが編集可能である必要があります。 

3. 編集した後、編集アプリケーションで修正した画像を保存します。 

4. MindManager で、画像を右クリックして [画像の更新] をクリックすると、更新されたピクチャが表示されま

す。また、トピックが選択されるごとに、画像は自動的に再読み込み (および更新) されます。 

トピック ノートの画像の保存 

ノートに含まれた画像はすべて、挿入元がどこかにかかわらずファイルに保存できます。 

1. 画像を右クリックします。 

2. [画像の保存] をクリックし、ファイルの保存場所と名前を入力します。[ファイルの種類] 一覧で、画像の元の

形式に応じた複数の形式から選択します。 

3. [保存] をクリックします。 

ノートへのハイパーリンクの追加 

ノートへのハイパーリンクの追加は、マップ トピックへのハイパーリンクの追加に似ています。 

1. [トピックのノート] ウィンドウでハイパーリンクを追加する位置をクリックします (何らかのテキストまたは

画像を選択した場合、選択したオブジェクトは "ホット" になり、クリックするとリンクが開きます)。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [トピックのノート] ツール バーで [ハイパーリンク] をクリックします。 

 トピック ノートの内側を右クリックし、[ハイパーリンクの追加] をクリックします。 

Ctrl + K キーを押します。 

3. リンクを定義します。追加できるリンクのさまざまな種類の詳細については、「ハイパーリンク」を参照してく

ださい。 

 Web ページにマップをエクスポートする場合、どのようにノート内のハイパーリンクとターゲット ファイルを処

理するかを選択できます。[ホーム] タブの [スタイル] グループで [マップ スタイル] をクリックし、[ノートの

書式] をクリックしてから [ハイパーリンクのオプション] をクリックします。選択した設定は、現在のマップ

に適用されます。 
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ノートへの表の追加 

1. [トピックのノート] ウィンドウで表の場所をクリックします。 

2. [トピックのノート] ツール バーの [表の挿入]  をクリックします。 

3. [挿入] をクリックしてから [表] をクリックします。 

4. 使用する行および列の数を入力します。次に追加する表の既定サイズを設定する [サイズの設定を既定値とし

て保存する] をクリックします。 

5. [OK] をクリックします。 

6. ノート内に空の表が表示されます。セルごとに表の内容を入力します。 

表の編集 

[表] ツール バーの表示 

[表] ツール バーには、表を構成し、書式設定するための特別なコマンドがあります。 

 [トピックのノート] ツール バーで [表] 矢印  をクリックしてから [[表] ツール バーの表示] をクリック

します。 

表のセルの選択 

これらのコマンドを使用して、編集と書式設定のために表要素を選択します。これらのコマンドを利用できるよう

にするには、表内をクリックする必要があります。 

選択対象 表のメニュー クリック箇所 

表 [選択] - [表] 表の左上隅 

列 [選択] - [列] 列の最上部 

行 [選択] - [行] 行の左端 

セル [選択] - [セル] クリック アンド ドラッグしてセ

ルを強調表示する 

表要素の挿入、削除、または結合 

オプション 表のメニュー [表] ツール バー 

列の挿入 [挿入] - [左に列] 

[挿入] - [右に列] 
 

 

行の挿入 [挿入] - [上に行] 

[挿入] - [下に行] 
 

 

削除 [削除] - [表] 

[削除] - [列] 

[削除] - [行] 

[削除] - [セル] 

- 
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セルの結合 [セルの結合] 該当なし 

セルの分割 [セルの分割] 該当なし 

上揃え 

縦位置中央揃え 

下揃え 

該当なし 
 

 

 

塗りつぶしの色 該当なし 
 

表の書式設定およびレイアウト 

通常のノート テキストと同じ方法で、表内のテキストを編集および書式設定できます。異なる表領域を選択する方

法は他にもいくつかあります。表の書式設定およびレイアウトのオプションは、[表] メニューおよび [表] ツール バ

ーを使用して利用することもできます。 

表テキストの書式設定 

1. 書式設定する領域 (セル、行、列、または表全体) を選択します。 

2. [トピックのノート] ツール バーの 書式設定コマンドをクリックします。 

表の輪郭と網掛け、表と列の幅の書式設定 

輪郭および網掛けの書式設定は、表全体にも、個々のセルにも行えます。また、Web エクスポートでの表および

列幅の設定も行えます。 

1. 表の内側をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ノート] ツール バーで [表の挿入] 矢印  をクリックしてから [表の書式設定] をクリックします。 

 表を右クリックし、[表の書式設定] をクリックします。 

 [トピックのノート] ウィンドウの [表] ツール バーで [表のプロパティ]  をクリックします。 

3. [罫線と網掛け] タブ オプションを使用して表の外観を変更します。[表と列の幅] タブ オプションを使用して

エクスポートした表のプロパティを設定します。 

ノートの移動、削除、またはコピー 

既にノートが含まれているトピック間では、トピック ノートをコピーできます。 

ノート全体の移動またはコピー 

1. トピックのノート アイコン  をクリックして、[トピックのノート] ウィンドウを開きます。 

2. コピー元のトピックのノート アイコンを右クリックします。 

3. [ノートの切り取り](移動する場合) または [ノートのコピー](コピーする場合) をクリックします。 

4. 移動先またはコピー先のトピックを右クリックします。 

5. [貼り付け] をポイントし、[ノートの貼り付け] をクリックします。トピックに既にノートが含まれている場

合、貼り付けられたノートは既存のノートの下部に追加されます。 

単一のノートの削除 

 トピックのノート アイコンを右クリックしてから [ノートの削除] を選択します。 

複数のトピックからのノートの削除 

トピックを選択してから、次のいずれかを実行します。 
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 いずれかのトピックのノート アイコンを右クリックしてから [ノートの削除] を選択します。 

 [ホーム] タブの [編集中] グループで、[クリア] の矢印をクリックしてから、[ノート] をクリックします。 

[表示/非表示] コマンドを使用すると、マップ ビューでノート アイコンを一時的に非表示にすることができま

す。 

その他のオプション 

[ノート] ウィンドウを開き、[ホーム] タブの [クリップボード] グループの [切り取り]、[コピー]、および [貼り付け] 

コマンドを使用すると、次の操作を実行できます。 

 トピック ノートのすべてまたは一部を移動またはコピーします。 

 別のアプリケーションからノートにテキストを貼り付けます。 

 ノートからトピックにテキストを貼り付けます。詳細については、「トピック テキストの編集」と「テキス

トの貼り付けによるトピックの作成」を参照してください。 
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ハイパーリンク 

 

マップ トピックおよびノートにハイパーリンクを追加して、外部ドキュメント (他のマップを含む)、Web アドレ

ス、または電子メール アドレスへの参照として使用できます。これにより、マップを煩雑にする情報の挿入や重複

を回避でき、リンクをアクティブにする (クリックするだけでリンク先へジャンプします) たびに、最新の内容に更

新されたドキュメントまたはページを表示できます。 

これは、単一の大きなマップを複数の小さなリンクされたマップに分割して、マップを簡潔にする優れた方法でも

あります。 

 ドキュメントを、マップ ファイル自体の一部に組み込む場合は、添付機能を使用します。 

ハイパーリンクは、マップ ビューでもアウトライン ビューでも追加できます。ハイパーリンクを追加すると、1 

度クリックするだけで、リンク先へジャンプできます。 

次の対象へのリンクを追加できます。 

 既存のファイル (別のマップを含む)、Mindjet Catalyst ワークスペースまたはワークスペース ドキュメン

ト、Web ページ 

 現在のマップ内の別のトピック 

 新しいドキュメント (リンクを追加したときに作成) 

 電子メール アドレス 

トピックごとに 1 つのリンクしか追加できません (ただし、トピック ノート内には複数のリンクを追加できま

す)。ハイパーリンクを挿入したら、ハイパーリンク アイコン、ファイルの種類アイコン、一般ブラウザ アイコ

ン、またはファビコン (たとえば Google の場合は ) がトピック上に表示されます。アイコン上にポインタを重

ねると、リンク先が表示されます。 

[表示/非表示] コマンドを使用して、マップ ビューでのトピック上のハイパーリンク アイコンの表示を抑制できま

す (マップの印刷時にそれらを表示しない場合など)。アウトライン ビューでは、列ヘッダー  を右クリック

し、[ハイパーリンク] チェック ボックスをオフにすると、[ハイパーリンク] 列が非表示になります。 

 [詳細選択] コマンドおよび [詳細フィルタ] コマンドを使用して、ハイパーリンクが付いているトピックの選択お

よびフィルタ処理を行えます。 

 

他のマップへのハイパーリンクは、新しいリンク マップへトピックをエクスポートすると自動的に作成されま

す。 

ファイル、フォルダ、Web ページ、または Mindjet Catalyst アイテムへのリンク 

既存のファイル (別のマップを含む)、Web ページ、またはフォルダにリンクする場合は、このオプションを使用し

ます。Mindjet Catalyst のユーザーは、ワークスペースやワークスペース ドキュメントにもリンクできます。別の

マップにリンクする場合は、特定のトピックをリンク先として選択できます。 

1. トピックを選択するか、リンクを設定するトピック ノート内の位置をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 
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 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで、[ハイパーリンク] をクリックします。 

 トピックを右クリックし、[ハイパーリンクの追加] をクリックします。 

Ctrl + K キーを押します。 

3. [ハイパーリンクの追加] ダイアログで [既存のファイルまたは Web ページ] ボタンをクリックします。 

4. 次のいずれかを実行します。 

ファイル、フォルダ、または Web ページへのリンク  

[リンク先] ボックスで、ファイルの名前とパス、フォルダ パス、または URL を入力します。 

保存場所が不確かな場合は、ファイル 、フォルダ 、および URL   用の参照ボタンをクリック

してリンク先を探します。(Web ページの場合、ブラウザから URL をコピーして、[リンク先] ボックスに

貼り付けます。) 

ハイパーリンク パスを、親マップの保存場所に対して絶対、相対のどちらで保存するかを選択できます。 

別のマップへのリンク  

[リンク先] ボックスで、MindManager マップ ファイルの名前を参照または入力します。 

オプション : 特定のトピックをリンク先として選択 

 [トピックの選択] をクリックしてから、トピックまたはラベルをクリックします。 

マップを一緒にリンクする場合は、リンク マップ ビューを使用して、リンクしたすべてのマップを一度に表

示したり、それらを開く、印刷する、およびエクスポートするコマンドを実行したり、1 つの大きなマップ

に結合したりできます。 

MINDJET CATALYST:ワークスペースまたはワークスペース ドキュメントへのリンク   

ワークスペースの参照ボタン   をクリックして、目的のワークスペースを選択します。特定のドキュメ

ントを選択するには、[ドキュメントの選択] をクリックします。 

リンクがマップに追加された後にユーザーがリンクをたどるには、Mindjet Catalyst に接続していて、目的

のワークスペースのメンバである必要があります。 

5. [オプション] をクリックして、マップを他のドキュメント書式または Web ページにエクスポートする場合、

またはハイパーリンクで引数を渡す場合に使用する特別オプションを設定します。 

6. 追加したリンクの種類に応じて異なるリンク アイコンが、トピック上に表示されます。たとえば、マップに

リンクした場合は、マップ リンク アイコン   が表示され、Word ドキュメントにリンクした場合は、Word 

アイコン  が表示されます。Web アドレスによっては、リンクすると、ファビコン (カスタム アイコン) 

が使用される場合があります。Catalyst アイテムへのリンクでは、ワークスペースへのリンク   とドキュ

メントへのリンク  にそれぞれ異なるリンク アイコンが表示されます。  

 リンク先を確認するときは、ポイントします。 

 Web ページへのハイパーリンクを持つマップを作成すると、既定ではそれらのリンクに対してファビコンが表

示されます。その場合、マップを開くと、MindManager はインターネットへの接続を試みます。この動作を無

効にするには、MindManager の [視覚効果] オプションを使用します。 
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ハイパーリンクを自動作成する 

次に、ハイパーリンクを簡単に作成する方法をいくつか示します。 

 リンクをマップにコピーして貼り付けます。 

マップ ビューで、ウィンドウの下部にあるマップのドキュメント タブを右クリックして、[ハイパーリン

クとしてコピー] をクリックします。次に、リンクを MindManager マップまたは別のドキュメントに貼り

付けることができます。MindManager で、トピックを右クリックして [ハイパーリンクの貼り付け] をク

リックします。他のアプリケーションの場合は、ドキュメント内の場所を選択して、[貼り付け] コマンド

を使用します。 

 リンクをトピックにコピーして貼り付けます。 

マップ ビューまたはアウトライン ビューで目的のトピックを右クリックし、[ハイパーリンクとしてコピ

ー] を選択してから、トピック上で右クリックし、[貼り付け] (ソース テキストとリンクを貼り付ける場合) 

または [内部に貼り付け] (リンクだけを貼り付ける場合) を選択します。 

リンクを別のドキュメント、電子メール、またはチャット メッセージに貼り付けることもできます。 

 リンクをファイルまたは Web ページに貼り付けます。 

場所を示すテキスト (C:\My Documents\myfile.doc や http:\\www.mindjet.com\ など) をコピーします。   

MindManager で、トピックを右クリックして [ハイパーリンクの貼り付け] を選択します。 

 内部または外部のブラウザから現在のマップにリンクを送信します。 

MindManager ブラウザ内で Web ページまたはファイルを表示している場合は、[ブラウザ] 作業ウィンド

ウのツール バーで、[マップに追加]  ボタンをクリックします。 

外部ブラウザから Web ページへのハイパーリンクを作成するには、ブラウザ ツール バーの [Mindjet 

MindManager に送信]  ボタンをクリックして、表示しているページへのハイパーリンクを持つ新し

いトピックを作成します。 

 リンクをファイルまたは Web ページにドラッグ アンド ドロップします。 

o ファイルへのハイパーリンクを作成するには、Windows エクスプローラやその他の外部ソース 

(デスクトップや、ファイル一覧を含むダイアログ) からそのファイルをドラッグして、マップへ

ドロップします。また、リンクを添付ファイルとして追加することもできます。 

o Web ページへのハイパーリンクを作成するには、ブラウザのアドレス バーからリンク アイコン

をドラッグして、マップへドロップします。 

ビジュアル アイコン により、リンクがどのように追加されるかが示されます。 

ドロップする位置 結果 

マップ上の空きスペース (アイコンなし) ハイパーリンク付きの新しいフローティング トピック ; 

ハイパーリンク アドレスが新しいトピック テキスト 

マップ上の空きスペース (赤色のアイコン) ハイパーリンク付きの新しいメイン トピック ; 

ハイパーリンク アドレスが新しいトピック テキスト 

トピックの中心 (緑色のアイコン) ハイパーリンクがトピックに追加されます ;  

トピック テキストは変更されません。 

トピックの端 (緑色のアイコン) ハイパーリンク付きの新しいサブトピック ; 

トピック テキストがハイパーリンク アドレス 

リンクを追加すると、トピック テキストを編集できます。これは、リンク自体に影響しません。 

ドロップの位置に関係なくフローティング トピックを作成するには、ハイパーリンクをドロップするときに、

Shift キーを押します。 
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MINDJET CATALYST 

リンクをワークスペースやワークスペース ドキュメントにコピーして貼り付けます。 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウで、ワークスペースまたはドキュメントを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ワークスペース] タブの [ワークスペース] グループで [コピー] の矢印をクリックしてから、[ワークスペ

ースをハイパーリンクとしてコピー] をクリックします。  

 [ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [コピー] の矢印をクリックしてから、[ドキュメント

をハイパーリンクとしてコピー] をクリックします。  

3. トピックを右クリックして [貼り付け] (ワークスペースまたはドキュメント名とリンクを貼り付ける) または 

[内部に貼り付け] (リンクだけを貼り付ける) を選択します。 

組み込みのブラウザの使用 

MindManager の [ブラウザ] 作業ウィンドウで、サポートされているハイパーリンク ターゲットを表示できます。

サポートされているターゲットには、ブラウザで表示できるあらゆるファイル (HTML ファイルなど) が含まれま

す。 

組み込みのブラウザを使用してハイパーリンクを表示するには 

 [挿入] タブで、[ハイパーリンク] の矢印をクリックしてから、[ハイパーリンクに組み込みのブラウザを使

用] をクリックします。 

 ブラウザでは、お使いのシステムの Microsoft Internet Explorer セキュリティ設定が使用されます。  

 

このオプションが表示されない場合は、対応するアドインがインストールされていて有効になっていることを確

認してください。 

 別のページに移動してマップにリンクを追加する場合は、[ブラウザ] 作業ウィンドウのツール バーで [マップ

に追加]  ボタンをクリックします。マップ上で現在選択されているトピックにリンクが追加されます。何も

選択していない場合は、中心トピックに追加されます。 

[ハイパーリンクに組み込みのブラウザを使用] オプションを無効にする 

[ハイパーリンクに組み込みのブラウザを使用] オプションが有効になっているときに、MindManager の外部でハイ

パーリンクを開くには 

 ハイパーリンク アイコンを右クリックして、[MindManager 外でハイパーリンクを開く] をクリックしま

す。 

 Ctrl キーを押したままハイパーリンク アイコンをクリックします。 

外部のブラウザ ウィンドウでハイパーリンクを開く 

組み込みのブラウザで表示されているハイパーリンク ターゲットを外部のシステム ブラウザで開く場合

は、ブラウザ ツール バーで  [MindManager 外で開く] ボタンをクリックします。 

エクスプローラまたは [ワークスペース] ウィンドウでのターゲット ファイルまたはフォルダの表示 

ハイパーリンクがローカル システム上のファイルまたはフォルダ、あるいはワークスペースのドキュメントを指し

ている場合、リンクのターゲットを Windows エクスプローラまたは [ワークスペース] ウィンドウに表示できま

す。 

 ハイパーリンク アイコンを右クリックし、[エクスプローラに表示] または [ワークスペースに表示] を

クリックします。 
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このマップ内のトピックへのリンク 

1 つのマップ トピックから別のマップ トピックへリンクすること、またはマップ トピックへのリンクを別のアプ

リケーションにコピーすることができます。 

1. トピックを選択するか、リンクを設定するノート内の位置をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで、[ハイパーリンク] をクリックします。 

 トピックを右クリックし、[ハイパーリンクの追加] をクリックします。 

Ctrl + K キーを押します。 

3. [ハイパーリンクの追加] ダイアログで、[このマップ内のトピック] をクリックします。すべてのマップ トピッ

クの一覧が表示されます。 

4. 既にマップ内でラベルを作成している場合は、トピックの一覧で、ラベルの付いたトピックだけを表示するよ

うに選択できます。(これは特に、大きなマップで役立ちます。) 

5. リンクを設定するマップ トピックまたはラベルをクリックします。 

6. [オプション] をクリックして、マップを他のドキュメント書式または Web ページにエクスポートする場合、

またはハイパーリンクで引数を渡す場合に使用する特別オプションを設定します。 

ショートカット メニューからトピックへのリンクを作成するには、ハイパーリンクのコピーと貼り付け のコマンドを

使用します。 

1. 対象のトピック (リンクの設定先) を右クリックして、[コピー] をクリックします。 

2. ソース リンク (リンクの設定元) を右クリックして、[ハイパーリンクの貼り付け] をクリックします。 

別のドキュメントからマップ内のトピックへのリンク 

1. リンク先のトピックを右クリックし、[ハイパーリンクとしてコピー] を選択します。 

2. 別のアプリケーションに切り替え、ハイパーリンクを設定する位置でクリックします。 

3. Ctrl + V キーを押します。 

トピック テキストがドキュメントに貼り付けられます。このトピック テキストには、マップ トピックへのリンク

が含まれています。 

ラベルによるトピックへのマーク付け 

 

MindManager では、ラベルはマップ上の特定のトピックを識別するために使用されます。これ

は、同様の名前のトピックがマップに複数ある場合に役立ちます。他のマップへのハイパーリンク

を作成するときに、そのトピックへ直接ジャンプするラベル名を含めることができます。同じマップ

上のトピックへのハイパーリンクでも、ラベルを使用できます。 

ラベルの追加 

1. ラベルを付けるトピックをクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで [ラベル] をクリックします。 

 アウトライン ビューでは、トピックのラベル列  をクリックします。 

Ctｒｌ + Shift + F5 キーを押します。 

3. 既定で、ラベル名にはトピック テキストが使用されますが、新しい名前を入力することによりこの名前を変

更できます。 

ラベル名では空白、数字、特殊文字を使用できません。これらは下線文字に変換されます。 
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4. [追加] をクリックします。 

[詳細選択] コマンドおよび [詳細フィルタ] コマンドを使用して、ラベルが添付されたトピックの選択およびフィ

ルタ処理を行えます。 

 

[表示/非表示] コマンドを使用すると、ラベルを表示するかどうかを選択できます。 

トピックのラベルの修正または削除 

1. 次のいずれかを実行します。 

 ラベル アイコン   をクリックします。 

 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで [ラベル] をクリックします。 

Ctｒｌ + Shift + F5 キーを押します。 

2. ラベルの一覧からラベルをクリックします。 

3. 次のいずれかを実行します。 

 ラベルを削除するには、[削除] をクリックします。 

 ラベルを修正するには、ラベル名に新しいテキストを入力して、[変更] をクリックします。 

 ラベル アイコンを右クリックして、[ラベルの変更] または [ラベルの削除] をクリックします。  

 複数 (またはすべて) のラベルを削除するには、トピックを選択します (すべてのトピックを選択するには Ctrl 

+ A キーを押します)。[ホーム] タブの [編集中] グループで [クリア] の矢印をクリックしてから、[ラベル] をク

リックします。 

新しいドキュメントへのリンク 

ドキュメントへのハイパーリンクの作成時に、リンク先の新しいドキュメントを作成することができます。その場

で新しいドキュメントに内容を追加することも、後でドキュメントを編集することもできます。 

1. トピックを選択するか、リンクを設定するノート内の位置をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで、[ハイパーリンク] をクリックします。 

 トピックを右クリックし、[ハイパーリンクの追加] をクリックします。 

Ctrl + K キーを押します。 

3. [ハイパーリンクの追加] ダイアログで、[新規ドキュメント] をクリックします。 

4. [新しいドキュメントの名前] ボックスにファイル名を入力します。Word ドキュメントには .doc、Excel スプ

レッドシートには .xls のように、適切な拡張子を使用します。 

5. [完全パス] には、ドキュメントが保存される場所が示されます。[変更] をクリックして、別の保存場所を指定

します。 

6. [今すぐ編集] をクリックして、適切なアプリケーションに切り替えてすぐにコンテンツをファイルに追加する

か、[後で編集] をクリックして空のドキュメントだけを作成します。 

7. ハイパーリンク パスを、マップの保存場所に対して絶対、相対のどちらで保存するかを選択します。 

8. [オプション] をクリックして、マップを他のドキュメント書式または Web ページにエクスポートする場合、

またはハイパーリンクで引数を渡す場合に使用する特別オプションを設定します。 
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電子メール アドレスへのリンク 

電子メール アドレスへのハイパーリンクを使用すると、ハイパーリンクをクリックするたびに電子メール メッセ

ージを自動的に作成できます。 

1. トピックを選択するか、リンクを設定するノート内の位置をクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで、[ハイパーリンク] をクリックします。 

 トピックを右クリックし、[ハイパーリンクの追加] をクリックします。 

Ctrl + K キーを押します。 

3. [ハイパーリンクの追加] ダイアログで、[電子メール アドレス] をクリックします。 

4. アドレスを入力するか、[最近使った電子メール アドレス] の一覧でアドレスをクリックします。 

5. このリンクによって作成されるメッセージで使用する [件名] を入力します。 

6. [オプション] をクリックして、マップを他のドキュメント書式または Web ページにエクスポートする場合、

またはハイパーリンクで引数を渡す場合に使用する特別オプションを設定します。 

トピックに電子メール ハイパーリンクのアイコン  が表示されます。クリックすると新しい電子メール メッセ

ージが始まります。 

ハイパーリンクの編集、コピー、または削除 

ハイパーリンクの編集 

1. 次のいずれかを実行します。 

 マップ ビューまたはアウトライン ビューで、トピックのハイパーリンク アイコン (たとえば  や ) 

を右クリックするか、トピック ノート内のリンク テキストまたは画像を右クリックして、[ハイパーリン

クの編集] をクリックします。 

 マップ トピックをクリックするか、リンクを持つノート テキストまたは画像をクリックします。その

後、[挿入] タブの [トピックの要素] グループで [ハイパーリンク] をクリックします。 

Ctrl + K キーを押します。 

2. 変更を加え、[OK] をクリックします。 

あるトピックから他のトピックへのハイパーリンクの切り取りまたはコピーと貼り付け 

1. トピックのハイパーリンク アイコンを右クリックし、[ハイパーリンクの切り取り] または [ハイパーリンクの

コピー] をクリックします。 

2. リンクを追加するトピックまたは位置を右クリックして、[ハイパーリンクの貼り付け] をクリックします。 

ハイパーリンクの削除 

 トピックのハイパーリンク アイコンを右クリックするか、リンク テキストまたは画像を右クリックしてか

ら、[ハイパーリンクの削除] をクリックします。 

 複数 (またはすべての) ハイパーリンクを削除するには、トピックを選択します (すべてのトピックを選択する

には Ctrl + A キーを押します)。[ホーム] タブの [編集中] グループで [クリア] の矢印をクリックしてから、[ハ

イパーリンク] をクリックします。 

 [表示/非表示] コマンドを使用して、マップ ビューでのトピック上のハイパーリンク アイコンの表示を抑制で

きます (マップの印刷時にそれらを表示しない場合など)。 
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壊れたファイルおよびフォルダ ハイパーリンクの調査 

リンク先のドキュメントを移動、名前変更、または削除した場合、そのドキュメントへのすべてのハイパーリンク

は "壊れて" しまいます。マップを調べて、ファイルおよびフォルダへのリンクに壊れたものがないかどうかを確認

できます。 

 このコマンドでは、Web サイトやその他の Web 上の場所、および Mindjet Catalyst ワークスペース ドキュメ

ントへのリンクは確認されません。 

1. [挿入] タブの [トピックの要素] グループで、[ハイパーリンク] の矢印をクリックしてから、[ファイルとフォ

ルダのハイパーリンクの確認] をクリックします。 

2. 壊れたリンクが見つかった場合、リンクを修復するファイルを参照することも、リンクをマップから削除する

こともできます。 

 壊れたハイパーリンクをクリックすると、すぐに修復するためのオプションを示すメッセージが表示されま

す。 
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添付ファイル 

 

ドキュメントをマップに添付する場合、ドキュメントの内容はマップ ファイルの一部として保存されます。これに

より、ドキュメントはマップと共に単一のファイルに保持されます。このため、マップを新しい場所に移動したり

同僚へ配布したりするときに、ドキュメントも同時に移動させることができます。単一のトピックに複数のドキュ

メントを添付できます。 

既存のファイルを添付することも、その場で新しく作成した空のドキュメントを添付することもできます。 

 多数のファイルが添付したマップは、サイズが非常に大きくなることがあります。これが問題となる場合は、

代わりに、ドキュメントの一部またはすべてにリンクしたハイパーリンクを追加することができます。ハイパー

リンクは外部ドキュメントを参照するだけなので、マップのサイズが大幅に増加することはなく、ファイルは 

MindManager の外部で修正できます。添付とは異なり、1 つのトピックにつき 1 つのハイパーリンクしか使用

できません。 

トピックへのドキュメントの添付 

1. ドキュメントを添付するトピックをクリックします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 右クリックしてから [添付ファイルの追加] をクリックします。 

 [挿入] タブの [トピックの要素] グループで [添付ファイルの追加] をクリックします。 

 アウトライン ビューでは、トピックの [添付ファイル] 列をクリックします。 

Ctrl + Shift + H キーを押します。 

3. その後、次のどちらかを実行します。 

 [添付ファイルとして既存のファイルを追加する] をクリックし、ファイルを参照して選択します。 

 [添付ファイルとして新しい空のドキュメントを作成する] をクリックします。マップ内部に保存する新し

いドキュメントの名前を入力します (拡張子は付けません)。その後、拡張子を選択します。ドキュメント

の種類は、使用するファイル名の拡張子によって決まります。たとえば .doc の拡張子は、このファイル

が新しい Microsoft Word ファイルであることを示します。 

4. すぐにドキュメントを開いて表示または編集する場合は、[今すぐ添付ファイルを編集する] をクリックしま

す。 

 添付されたドキュメントは、表示や編集のできるシステム上のアプリケーションに関連付けられている必要がありま

す。 

5. [OK] をクリックします。ドキュメントをすぐに編集する場合は、アプリケーションでドキュメントを編集し

てから保存します。MindManager に戻ります。 

トピックに添付ファイルがあることを示すアイコン  がマップ上に表示されます。[表示/非表示] コマンドを使

用すると、このアイコンを表示または非表示にできます。 

 [詳細選択] コマンドおよび [詳細フィルタ] コマンドを使用すると、添付ファイルを持つトピックを選択およびフ

ィルタ処理できます。 

既存のファイルの添付 

既存のファイルを添付する場合、ドキュメントはコピーされ、マップ ファイルの一部として保存されます。元のド

キュメントはこれ以降使用されません。添付した後は、元のファイルを削除しても、マップの添付ファイルには影

響しません。添付したドキュメントを修正する場合、MindManager を使用してこれを行う必要があります。元の
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ドキュメントを修正しても、添付ファイルには影響しません。元のファイルを保持した上で修正を加えた場合、添

付ファイルを削除して再度ファイルを添付した場合にのみ、その変更点が表示されます。 

 ドラッグ アンド ドロップを使用した添付ファイルの作成 : 

Windows エクスプローラまたはその他の外部ソース (デスクトップやファイル一覧が表示されたダイアログ) 

で、ファイル名をクリックし、Ctrl キーを押したままマップ内にドラッグ アンド ドロップします。アイテム

を添付ファイルとして追加します。 

MINDJET CATALYST 

ウイルス保護 

 
ワークスペース マップを編集しているときに、ウイルスに感染したファイルを添付ファイルとして追加した

場合、影響を受けるのは添付ファイルだけです。そのようなファイルが検出されると、ウイルスに関する通知

が表示され、添付ファイルを破棄してマップから削除することができます。 

 

添付ファイルを直ちに削除しなかった場合は、トピックの [添付ファイル] リストにプレースホルダが追加され

ます。 

 

後でこのプレースホルダ添付ファイルをトピックから削除するには、添付ファイルのアイコンを右クリックし

て、[感染した添付ファイルの削除] をクリックします。 

新しい添付ファイルの作成 

新しいドキュメントを添付する場合、その内容は、ドキュメントの作成時でも、後からでも入力できます。ドキュ

メントは、マップ ファイル内部に添付ファイルとしてのみ存在しますが、MindManager の外部からアクセスでき

るように、ハードディスク上に別ファイルとして保存できます。 

添付ファイル付きマップのエクスポート 

マップを Word にエクスポートする場合、添付ファイルをエクスポートするかどうかを選択できます。添付したドキ

ュメントは、エクスポート フォルダに個々のファイルで保存され、添付ファイルへのリンクが、Word ドキュメン

トの適切な位置に挿入されます。 

Project および PowerPoint へマップまたは仕事をエクスポートする場合は、添付ファイルは無視されます。 

Web ページとして保存するときに、添付ファイルは自動的に含められます。添付ファイルは、エクスポート フォル

ダに個々のファイルで保存され、添付ファイルへのリンクが、Web ページの適切な位置に挿入されます。 

メール受信者へ圧縮されたマップを送信する場合、または [ドキュメント圧縮] コマンドを使用してアーカイブにマ

ップを圧縮する場合、添付ファイルは変更されず (マップの一部として) そのまま含められます。マップを Mindjet 

Player ファイルとして送信またはエクスポートする場合、添付ファイルは含まれません。 

添付ファイルを開く 

添付されたドキュメントを編集または表示するには、MindManager 内からそのドキュメントを開く必要がありま

す。このドキュメントは、関連付けられたアプリケーションで開かれます。スタンドアロン アプリケーションまた

は組み込みの MindManager ブラウザ ウィンドウで開くことができます。 

MINDJET CATALYST 

Mindjet Catalyst ワークスペース マップ内の添付ファイルは読み取り専用で開かれます。添付ファイルの表示

は行えますが、編集することはできません。 

添付ファイルを開く 

トピックの添付ファイル アイコン   をクリックして、[開く : ] をクリックします。ここで、 は開こうとしてい

るドキュメントになります。(添付ファイルが 1 つしかない場合は、そのファイルが自動的に開きます。) 
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 システムにインストールされているアプリケーションが編集および表示できるファイル タイプに関連付けられ

ていないと、添付ファイルを開くことはできません。 

組み込みのブラウザの使用 

MindManager の [ブラウザ] ウィンドウで、サポートされている種類の添付ファイルを開くことができます。サポ

ートされているファイルの種類には、Microsoft Office ドキュメント、テキスト ファイル、およびブラウザで表示

できるあらゆるファイル (HTML ファイルなど) が含まれます。Microsoft Office 添付ファイルをブラウザで直接編

集してから、マップに変更を含めて保存できます。 

組み込みのブラウザを使用して添付ファイルを表示するには 

 [挿入] タブで、[添付ファイル] の矢印をクリックしてから、[添付ファイルに組み込みのブラウザを使用] 

をクリックします。 

 このオプションが表示されない場合は、対応するアドインがインストールされていて有効になっていることを確

認してください。 

 

ブラウザでは、お使いのシステムの Microsoft Internet Explorer セキュリティ設定が使用されます。 

ブラウザで表示できない添付ファイルは、MindManager の外部のネイティブ アプリケーションで表示されます。 

[添付ファイルに組み込みのブラウザを使用] オプションの設定を無効にする 

[添付ファイルに組み込みのブラウザを使用] オプションが有効になっているときに、MindManager の外部で添付フ

ァイルを開くには 

 添付ファイル アイコンを右クリックして、[MindManager 外で開く : ] をクリックします。ここで、 は開

こうとしているドキュメントになります。 

 Ctrl キーを押したまま添付ファイル アイコンをクリックします。 

トピックの添付ファイルが 1 つの場合は、MindManager の外部のネイティブ アプリケーションで表示され

ます。 

トピックに添付ファイルが複数ある場合は、ポップアップ メニューで [MindManager 外で開く : ] をクリッ

クします。ここで、 は開こうとしているドキュメントになります。 

外部のブラウザ ウィンドウで添付ファイルを開く 

ブラウザで表示されている添付ファイルを外部のネイティブ アプリケーションで開く場合は、ブラウザ ツ

ール バーで  [MindManager 外で開く] ボタンをクリックします。 

添付ファイルの管理 

[添付ファイルの管理] コマンドを使用すると、トピックに添付したすべてのドキュメントの一覧を表示でき、添付

ファイルを管理するコマンドを使用できます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 マップ ビューでトピックの添付ファイル アイコン  をクリックしてから、[添付ファイルの管理] をク

リックします。 

 アウトライン ビューでは、トピックの [添付ファイル] 列をクリックします。 

2. [添付ファイルの管理] ダイアログで、一覧から 1 つまたは複数のドキュメントを選択します。次に、以下のい

ずれかを実行します。 

[開く] : 選択した添付ファイルを表示または編集するために開きます。 
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[名前を付けて保存] : MindManager の外部からアクセスできるように、添付したドキュメントをディスク上

の別のファイルに保存します。この外部ファイルは添付ファイルとは関連しません。独立して編集でき、添

付ファイルの内容を変更しません。 

[追加] : トピックに新しい添付ファイルを挿入します。 

[名前の変更] : 選択した添付ファイルの名前を変更します。 

[削除] : 添付ファイルの一覧からドキュメントを削除します。 
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仕事情報 

 

マップ上の仕事には、さまざまなソースを利用できます。手動で入力したり、Outlook クエリから追加したり、

Project からインポートしたりできます。 

仕事の情報を定義するには、[仕事情報] 作業ウィンドウを使用します。この情報を別のトピックにコピーまたは移

動することもできます。  

[仕事管理] のオプションは、マップ上の仕事情報を自動的に計算して更新するために、マップの仕事情報と連携し

て使用されます。計算された仕事情報は、特別なマーカー付きで表示され、変更することはできません。  

ガント ビューを使用して、仕事を別の形式で表示できます。このビューで、仕事を追加したり一部の仕事情報を変更

したりすることもできます。  

リソースの作成と管理、および使用状況の分析には、リソース計画のオプションを使用します。 

仕事情報として、Project からインポートする仕事、Outlook の仕事のトピッ、が自動的に表示されます。 

 読み取り専用の仕事情報 (灰色のテキストで表示) を変更することはできません。重ね合わせる仕事の場合、す

べての仕事情報は読み取り専用です。また、Outlook および、一部の仕事情報が読み取り専用になる場合があ

ります。 

仕事情報の定義 

1. 仕事情報を定義するトピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブで [仕事情報] をクリックします。 

 ステータス バーで [作業ウィンドウ] ボタン  をクリックしてから、[仕事情報] をクリックします。 

3. [仕事情報] ウィンドウを使用して、選択したトピックの仕事プロパティの一部またはすべてを定義できます。 

 [優先度] を選択します。対応するアイコンが、マップ上のトピックに自動的に追加されます。 

 カレンダーから、[開始日] および [期限] を選択します。 

 仕事情報カレンダーまたはマップ カレンダーでは、就業日としてマークされている開始日および期限のみを割

り当てることができます。 

 [進行状況] オプションを設定します。対応するアイコンが、トピックに自動的に追加されます。 

 [期間] に、時間数、日数、週数、または月数 (仕事に必要と予想される日数) を入力します。 

 ドロップダウン リストからリソースを選択するか、新しいリソースを入力します。"リソース" フィールド

に複数の項目を入力する場合は、それらの名前をコンマで区切ります。 

 仕事に対するリソースの負荷は 100% 以下の値で設定できます。詳細については、「仕事の管理」を参照して

ください。 

 カテゴリ情報は、[タグ] コマンドを使用して入力できます。 

 以前のバージョンの MindManager からのマップのカテゴリ情報は、自動的にタグへ変換されます。 

マーカー アイコンで表示されない仕事情報は、トピック テキストの下の小さなウィンドウに表示されます。マッ

プ ビューで仕事情報を表示または非表示にするには、[仕事情報を表示する] チェック ボックスをオンまたはオフ
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にして、表示日時に年を含めるかどうかを選択します。日付の書式は、システムの [コントロール パネル] - [地域と

言語のオプション] で設定できます。日付表示の書式を変更した場合、MindManager を再起動する必要がありま

す。 

 マップ ビューで仕事情報を表示または非表示にするには、[表示/非表示] コマンドを使用します。 

 

[アイコン] コマンドを使用して、仕事アイコン ([優先度]、[進行状況]) をトピックに追加すると、対応する仕事情

報が自動的にトピックに割り当てられます。 

 

[詳細選択] コマンドおよび [詳細フィルタ] コマンドを使用すると、その仕事情報設定に基づいてトピックの選択

またはフィルタ処理を行えます。 

 

仕事を選択し、[仕事情報] ウィンドウで変更を加えることで、仕事情報を編集できます。 

  

仕事情報のコピーまたは移動 

テキスト ベースの仕事情報 (開始日、期限、期間、リソース) を、1 つのトピックから別のトピックへコピーする

ことができます。 

1. トピック上で、コピーする仕事情報の項目をクリックしてコピー先のトピック

にドラッグします。 

 コピーする代わりに、Ctrl キーを押しながら仕事情報をドラッグして移動しま

す。 

2. 移動先に仕事情報をドラッグしたら、マウス ボタンから指を放してドロップし

ます。 
 

仕事情報の項目の選

択 

開始日または期限を、既にその情報が割り当てられているトピックにドラッグすると、日付は変更されます。 

既に 1 つ以上のリソースが割り当てられているトピックにリソースをドラッグすると、新しいリソースがリストに

追加されます。 

仕事情報の削除 

トピックからすべての仕事情報のテキストを削除するには、トピックを右クリックしてから [すべての仕事情報テ

キスト項目の削除] をクリックします。(この操作では、達成率と優先度のアイコンは削除されません。) 

特定の仕事情報の項目を削除するには、アイテムを右クリックしてから [削除 {項目名}] をクリックします。 
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スプレッドシート 

 

MindManager のスプレッドシート機能を使用すると、トピック固有の数値データを取り入れることができます。

ユーザーが使い慣れている他のスプレッドシートに類似した標準的なインターフェイスが採用され、基本的なスプ

レッドシート関数とデータのグラフ表示機能が備わっています。 

スプレッドシートはサイズを変更でき、表示と非表示を切り替えられます。データは、スプレッドシート形式 (デ

ータ テーブル) でもグラフ形式 (グラフィック表示) でも表示できます。 

 Excel で入力したデータが既に用意されている場合は、Excel データへリンクできます。 

スプレッドシートの挿入 

1. トピックを選択します。[挿入] タブの [トピックの要素] グループで [スプレッドシート] をクリックします。   

空のスプレッドシートが、トピック上に表示されます。 

2. スプレッドシートにデータを入力するには、スプレッドシート編集モードを開始する必要があります。次のい

ずれかを実行します。 

 トピックのスプレッドシート アイコン を右クリックして、[スプレッドシートの編集] をクリックしま

す。 

 トピックを選択してからスプレッドシートをダブルクリックします。 

編集モードが開始すると、スプレッドシートのコマンドに対応するボタンを備えたツール バーと、編集モードの終

了時に使用する [OK] または [キャンセル] のオプションが表示されます。編集モードでは、データを直接入力する

ことも、別のアプリケーションからデータを貼り付けることもできます。 

 別のスプレッドシートから、またはタブ区切りのデータ値を持つドキュメントからデータを貼り付けることが

できます。 

 

表示する行または列数を増やすには、スプレッドシートを選択し、下端または右端をドラッグしてスプレッド

シートを拡大します。 

スプレッドシートの表示/非表示の切り替え 

 トピックの表示  ボタンまたは非表示 ボタンをクリックします。 

トピックからのスプレッドシートの削除 

 スプレッドシート トピック アイコン を右クリックして、[トピックからスプレッドシートを削除] をクリ

ックします。 
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スプレッドシートの書式設定とカスタマイズ 

データの入力が終わると、必要に応じてこのデータを並べ替えたり書式設定を行ったりできます。スプレッドシー

ト関数は、標準的なスプレッドシートの規則に基づいているため、ユーザーには見慣れたものになります。 オプシ

ョン   

スプレッドシートをさらにカスタマイズするには、スプレッドシートのプロパティを設定します。トピックのスプ

レッドシート アイコンを右クリックして、[スプレッドシートのプロパティ] をクリックします。オプション   

スプレッドシート データを入力し書式設定を終えた後は、データだけを表示することも、そのデータのグラフ表示

を表示する場合はグラフを作成することもできます。 

  

スプレッドシートのグラフ表示 

1. (オプション) まだスプレッドシート編集モードになっていない場合は、次の操作を行います。 

2. トピックのスプレッドシート アイコン を右クリックして、[スプレッドシートの編集] をクリックしま

す。 

3. トピックを選択してからスプレッドシートをダブルクリックします。 

2. [グラフ ビュー]  をクリックします。 

3. グラフのデータ範囲を選択するには、範囲を入力するか、データをクリック アンド ドラッグして選択した後

に Enter キーを押します。 

4. 既定のグラフが表示されます。[グラフのプロパティ]  をクリックして、好みに合うようにグラフをカスタ

マイズします。一部のオプションは、グラフのツール バー ボタンを使用して直接設定できます。また、グ

ラフ上で右クリックして [プロパティ] をクリックすると、すべてのオプションを設定できます。オプショ

ン    

グラフ ビューとスプレッドシート ビューの切り替え 

1. (オプション) まだスプレッドシート編集モードになっていない場合は、次の操作を行います。 

2. トピックのスプレッドシート アイコン を右クリックして、[スプレッドシートの編集] をクリックしま

す。 

3. トピックを選択してからスプレッドシートをダブルクリックします。 

2. 次の操作を行って、表示するビューを選択します。 

 グラフを表示するには、スプレッドシートのツール バーの [グラフ ビュー] ボタン  をクリックしま

す。 

 スプレッドシートを表示するには、スプレッドシートのツール バーの [スプレッドシート ビュー] ボタン 

 をクリックします。 
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仕事の計画と管理 

仕事の管理 

マップ上の仕事には、さまざまなソースを利用できます。手動で入力したり、Outlook クエリから追加したり、

Project からインポートしたりできます。仕事には、開始日や期限などの仕事情報が定義されています。 

[仕事管理] のオプションは、マップの仕事情報で使用し、これによりマップ上の仕事情報を自動的に計算して更新

できます。  

 これらのオプションが表示されない場合は、対応するアドインがインストールされて有効になっていることを確

認してください。 

仕事情報が自動的に計算される分岐を指定するには、トピックをロールアップ トピックとしてマーク付けします。

これらの仕事間に依存関係を作成する場合は、リレーションシップを追加し、依存関係の種類を指定できます。計

算で使用する就業日は、[マップ カレンダー] から取得します。 

計算された仕事情報は、特別なマーカー付きで表示されます。[仕事管理] 分岐上でリスクがある仕事と期限を過ぎ

た仕事は、特別な塗りつぶしの色を付けて表示することができます。 

仕事管理のためにロールアップ トピックをマーク付けする 

トピックをロールアップ トピックとしてマーク付けすると、トピック分岐全体の仕事情報が入力した仕事情報から

計算されます。ロールアップ トピックまでの (ロールアップ トピックを含む) 仕事のすべての親トピックについ

て、開始日、期限、期間 (使用する場合) および進行状況 (使用する場合) が計算されます。(リソースは使用されま

せんが、入力したときは保持されます。)計算された仕事情報は、特別なマーカー付きで表示されます。 

1. サブトピックが少なくとも 1 つあるトピックを選択します。 

2. [仕事情報] ウィンドウの [仕事管理] のオプションで、[ここに仕事情報を重ね合わせる] をクリックしま

す。ロールアップ トピックには特別なアイコン   が表示されます。 

3. (オプション) ロールアップ トピックのサブトピックに仕事情報を入力します。 

 トピックをロールアップ用にマーク付けできるのは、そのサブトピックのロールアップ設定 (オンまたはオフ) 

がすべて同じである場合のみです。一部のサブトピックしかロールアップ用にマーク付けされていない場合

は、その親をロールアップ トピックとして指定することはできません。サブトピックのロールアップ設定がす

べて同じになるように変更します (すべてロールアップする、またはすべてロールアップしない)。 

計算された仕事情報 

計算された仕事情報は、特別なマーカー付きで表示されます。この計算された仕事情報は編集できませんが、計算

されていない他の仕事情報 (リソースなど) を追加および編集できます。 

 

初期の仕事情報 

 

計算された仕事情報 

(親トピックはロールアップ トピックとしてマーク付けさ

れ、 

マップが更新されています) 
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仕事情報は次のように計算されます。 

 仕事の期間がすべて日数に変換されます。 

 開始日だけが指定されているすべての仕事に、開始日に等しい期限および 1 日の期間が自動的に割り当て

られます。 

 進行状況情報は必要ありません。 

 進行状況は、期間が 0 より長い仕事だけに設定できます。 

 期間は必要ありません(仕事の期間をなくすには期間を 0 に設定します)。 

 フィルタで非表示になっているトピックの仕事情報も計算に含まれます。  

リスクがある仕事と期限を過ぎた仕事を表示する 

[仕事管理] のオプションを使用すると、リスクがある仕事と期限を過ぎた仕事に特別なトピック用の塗りつぶしの

色を使用できます。 

 [期限直前の表示方法] および [期限切れの表示方法] オプションを選択し、色を選びます。 

現在の進行状況からすると期限までに完了しないおそれがある仕事は、リスクがあると見なされます。特に、開始

日から期限までの期間が 75% 以上経過しているのに、進行状況が 75% に満たない場合、その仕事にはリスクがあ

ることを示すマークが付けられます。 

達成率が 100% 未満であり、期限の日が本日またはそれ以前の場合、その仕事は期限切れです。 

 

リスクのある仕事 

 

期限切れの仕事 

仕事の間に依存関係を追加する 

トピックを特別の種類のリレーションシップでリンクすることにより仕事間の依存関係を示します。[仕事管理] の

オプションを使用すると、依存関係の種類を選択できます。 

依存関係は、仕事をクリックする順序で定義します。リレーションシップを作成するときは、「この仕事 (トピッ

ク 1) がその仕事 (トピック 2) に影響を及ぼす」と考えながら、その順序で仕事をクリックします。トピック 1 は

「影響を及ぼす」仕事です。トピック 2 は「依存する」仕事です。 

 依存関係は、ロールアップ分岐内のトピック間にのみ作成できます。ロールアップ分岐内にないトピックを含

むリレーションシップは、通常のリレーションシップとして扱われ、仕事情報の計算に影響しません。  

 

詳細については、以下の「仕事管理のルール」を参照してください。 

依存関係の追加 

1. 影響を及ぼす仕事 (もう 1 つの仕事が依存する仕事) を選択し、開始日、期限、および期間を割り当てま

す。 

 期限または期間を割り当てない場合は、依存関係の計算時に、開始日と同じ期限および 1 日の期間がその仕事

に割り当てられます。 

2. [ホーム] タブで [リレーションシップ] をクリックします。  

3. 影響を及ぼす仕事、依存する仕事の順にクリックします。 
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依存関係の種類の選択 

 単一の依存関係、または依存関係のある複数のトピックを選択してから、依存関係の種類を選択します。 

 依存関係の種類は、リレーションシップ上のアイコンで示されます。 

ここでは、最初に選択するトピック (影響を及ぼす仕事) を仕事 1 とし、2 番目に選択するトピック (依存する仕事) 

を仕事 2 とします。仕事 2 の開始日と期限は、仕事 1 への依存関係に従って調整されます。 

依存関係の種

類 

意味 更新時の調整* 

終了 - 開始 仕事 2 の開始日を仕事 1 の期限よりも早

くすることはできません。 

仕事 2 の開始日が仕事 1 の期限の後に調

整されます。 

開始 - 終了 仕事 2 の期限を仕事 1 の開始日よりも遅

くすることはできません。 

仕事 2 の期限が仕事 1 の開始日の前に調

整されます。 

開始 - 開始 仕事 2 の開始日を仕事 1 の開始日よりも

遅くすることはできません。 

仕事 2 の開始日が仕事 1 の開始日と同じ

かそれ以前に調整されます。 

終了 - 終了 仕事 2 の期限を仕事 1 の期限よりも早く

することはできません。 

仕事 2 の期限が仕事 1 の期限と同じかそ

れ以降に調整されます。 

* 依存関係の条件に従う必要がある場合のみ。 

依存関係の変更 

依存関係の種類は、依存関係の線を選択し、[仕事情報] ウィンドウで新しい依存関係の種類を選択して変更できま

す。 

依存関係を選択し、赤いハンドルを新しいトピックへとドラッグして、依存関係の終端を

別のトピックへと移動することもできます。  
 

 許可されない依存関係もあり、そのような依存関係を作成しようとした場合は削除されます。詳細について

は、以下の「仕事管理のルール」を参照してください。 

依存関係の線の書式設定 

依存関係の線のスタイルは、リレーションシップを書式設定するのと同じ方法で変更できます。書式設定オプショ

ンを表示するには、線をダブルクリックします。  

就業日と休日を定義する 

新しいマップの既定の就業日 (マップ カレンダー) は、[仕事情報] オプションのカレンダーによって定義されます。

[マップ カレンダー] オプションを使用して、現在のマップの就業日を変更できます。  

[マップ カレンダー] を使用して、このマップでのみ就業日と見なされる日を指定できます。この設定により、[仕

事情報] オプションで既に定義されている就業日が上書きされます。就業日として使用する曜日を選択し、[追加] 

および [削除] 機能を使用して、カレンダーで休日 (非就業日) を追加または削除します。 

マップ カレンダーでは、就業日としてマークされている仕事情報の開始日と期限のみを割り当てることができま

す。 
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仕事管理のルール 

ロールアップのルール 

 計算には、カレンダーで就業日としてマークされている日だけが含まれます。 

 ロールアップ分岐に沿ったトピックの元の開始日と期限は、仕事情報の計算時に失われます。 

 進行状況は、進行状況が割り当てられているサブ仕事からのみ計算されます。進行状況の値を持たないサ

ブ仕事は、計算時に無視されます。 

 ロールアップ分岐に沿って発生する仕事には、開始日と期限の両方が設定されている必要があります(一方

だけを割り当てた場合、他方は自動的に割り当てられます)。 

 ロールアップは、吹き出しトピックや境界線ではサポートされません。 

依存関係のルール 

 依存関係は、ロールアップ分岐内のトピック間にのみ作成できます。ロールアップ分岐内にないトピック

を含むリレーションシップは、通常のリレーションシップとして扱われ、仕事情報の計算に影響しません。  

 以下の種類の仕事は、依存関係内の要因を決定するのみの (依存関係がない) 仕事となっている場合があり

ます。 

o ロールアップ分岐内にあり、仕事情報が計算される仕事 

o Outlook の仕事にリンクされた読み取り専用の仕事  

 依存関係の循環を引き起こす依存関係を作成することはできません。依存関係の循環は、1 つのトピック

が依存関係内の他のトピックの開始日または期限に影響を与える場合に発生します。 

 作成可能な依存関係のルールに違反している場合、その依存関係は削除されます。 
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仕事リソースの作成と管理  

マップ上の 1 つ以上のプロジェクトに仕事を割り当てることができます。このマップ上のプロジェクトで作業する

リソースを作成および定義してから、それらを仕事に割り当てることができます。 

リソースとその稼動時間を管理し、[リソース] 作業ウィンドウのオプションを使用して使用率の低いリソースまた

は使用率の高いリソースを見つけることができます。 

リソースの作成と管理 

リソースを作成する方法は 3 つあります。 

 [仕事情報] ウィンドウまたはガント チャートで仕事にリソースを入力して作成します。 

 トピックに新しいリソース マーカーを追加して作成します。 

 [リソースの管理] ダイアログ ボックスで定義して作成します。 

最後の方法では、リソースの稼動時間を指定できます。リソースの追加または削除、およびリソースの稼動時間の

変更は [リソースの管理] ダイアログ ボックスで行うことができます。 

リソースの作成 

[仕事情報] ウィンドウまたはガント チャートでのリソースの入力 

[仕事情報] ウィンドウまたはガント ビューで仕事のリソースを入力できます。リソースがまだ存在していない場合

は、新しいリソースが自動的に作成されます。新しいリソースの稼動時間は自動的に週あたり 40 時間として定義

されます。リソースの稼動時間は [リソース] 作業ウィンドウの [リソースの管理] ダイアログ ボックスで変更でき

ます。 

トピックへのリソース マーカーの追加 

1. 1 つまたは複数のトピックを選択します。 

2. リボンの [挿入] タブの [仕事] グループで、[リソース]、[新しいリソース マーカーの追加] の順にクリック

します。 

3. マーカーの名前を入力し、[追加] をクリックします。別のリソース マーカーを追加するか、[閉じる] をク

リックすることができます。 

4. 新しいリソースは、選択したトピックに自動的に割り当てられます。 

新しいリソースの稼動時間は自動的に週あたり 40 時間として定義されます。リソースの稼動時間は [リソース] 作

業ウィンドウの [リソースの管理] ダイアログ ボックスで変更できます。 

[リソースの管理] ダイアログ ボックスでのリソースの定義 

 [リソース] 作業ウィンドウで、[リソースの管理] をクリックします。 

 [リソースの管理] ダイアログ ボックスで、リソース名および稼動時間 (このマップ上でその人がすべての仕事で

作業できる週あたりの時間数) を入力します。 

リソースの管理 

 [リソース] 作業ウィンドウで、[リソースの管理] をクリックします。 

 [リソースの管理] ダイアログ ボックスで、リソースの稼動時間の変更や、リソースの追加または削除を行うこ

とができます。  

使用率の計算で稼動時間を使用する方法の詳細については、「使用率の定義と計算」を参照してください。 
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リソースの使用率 

マップおよびガント チャート上の仕事情報には、リソースの使用率の競合を知らせる網掛けが自動的に表示されま

す。リソースの使用率は、仕事の期間、1 日あたりの勤務時間、リソースの稼動時間、リソース負荷、およびマッ

プ カレンダーを使用して計算されます。  

作業日の長さを定義する 

これは、すべてのリソースに対して予想される 1 日あたりの作業時間数で、仕事の作業日の長さです。  

 [リソース] 作業ウィンドウで、[1 日あたりの勤務時間] をクリックします。 

通常、これは 8 に設定されますが、1 ～ 24 の値に設定することができます。たとえば、個人の 1 週間あたりの作

業が 50 時間と予想される場合は、[1 日あたりの勤務時間] を 10 に設定できます。 

使用率の計算でこの値を使用する方法の詳細については、「使用率の定義と計算」を参照してください。 

リソース負荷 

仕事にリソースを割り当てると、リソース負荷は自動的に 100% に設定されます。つまり、その人はこの仕事に必

要な時間のすべてをこの仕事での作業に費やすと予想されます。 

負荷を 50% に変更した場合、その人はこの仕事に必要な時間の半分を作業に費やすと予想されます。 

仕事のリソース負荷を変更するには : 

 マップで、トピックの仕事情報内のリソース名を右クリックします。 

 ショートカット メニューで、[読み込み] をクリックし、負荷の値を選択または入力します。 

 負荷情報は、100% 未満か 100% を超える場合にのみ、仕事に対して表示されます。 

使用率の計算で負荷を使用する方法の詳細については、「使用率の定義と計算」を参照してください。 

使用率の分析 

リソースの使用率を分析すると、仕事やリソースを整理して結果を効果的なものにすることができます。使用率

は、指定した期間に対して週単位と日単位で分析されます。リソースの使用率が指定した期間では低いが特定の日

では高い、またはその逆の場合があります。 

1. [リソース] ウィンドウで、分析する期間の日付を [開始] および [終了] フィールドに入力します。ここで日

付を入力しない場合、分析は、マップ上の仕事の期間全体に対して実施されます。 

2. 実施する分析のチェック ボックス ([使用率が高いリソースを検索する]、[使用率が低いリソースを検索す

る]、またはその両方) をオンにします。 

3. [検索] をクリックします。 

結果は、ウィンドウの下部に報告され、マップおよびガント チャート (表示されている場合) では特別な網掛けを

使って表示されます。 

 エントリごとに、  をクリックすると、そのリソースの分析の詳細が表示されます。 

 

リソースの使用率の問題に対処するための最も簡単な方法は、ガント チャート ビューの使用です。このビューで

は、仕事の概要がスケジュール上に表示され、仕事をドラッグして整理することで効率性を高めることができ

ます。  
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使用率の定義と計算 

使用率は、分析するために選択した期間に対して、週単位と日単位の両方で判断されます。 

週単位の使用率 

週ごとに、割り当てられたそれぞれの仕事の作業時間数を計算します。各仕事のリソースの負荷と (この週の) 期間

を使用して、必要な作業時間を計算します。  

仕事に必要な作業時間 = この週の仕事 * リソース負荷 

すべての仕事に必要な作業時間を合計して、その週の必要な作業時間を判断します。この週の必要な作業時間をリ

ソースの稼動時間と比較して、リソースの週単位の使用率を算出します。 

週単位の使用率 = [この週の必要な作業時間/稼動率] * 100% 

使用率の高いリソースとは、使用率が 100% を超えているリソースです。その週に必要な作業時間がリソースの稼

動時間を上回ります。  

使用率の低いリソースとは、使用率が 100% 未満のリソースです。その週に必要な作業時間がリソースの稼動時間

を下回ります。 

日単位の使用率 

日ごとに、割り当てられたそれぞれの仕事の作業時間数を計算します。各仕事のリソースの負荷と (この日の) 期間

を使用して、必要な作業時間を計算します。 

仕事に必要な作業時間 = 今日の仕事 * リソース負荷 

すべての仕事に必要な作業時間を合計して、その日の必要な作業時間を判断します。この日の必要な作業時間を 1 

日あたりの勤務時間と比較して、リソースの日単位の使用率を算出します。 

日単位の使用率 = [その日に必要な作業時間/1 日あたりの勤務時間] * 100% 

使用率の高いリソースとは、使用率が 100% を超えているリソースです。その日に必要な作業時間が 1 日あたりの

勤務時間を上回ります。  

使用率の低いリソースとは、使用率が 100% 未満のリソースです。その日に必要な作業時間が 1 日あたりの勤務時

間を下回ります。 
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Microsoft Office との連携 

Microsoft Office との連携 

MindManager を使用すると、さまざまな方法で Microsoft Office アプリケーションのデータをマップに統合した

り、マップの内容を新規または既存の Office ドキュメントに追加したりできます。 

Excel マップ トピックから Excel のデータ範囲へのアクティブなリンクを作成します。 

Outlook 一致するアイテムを Outlook にクエリし、マップ トピックから 1 つ以上のアイテムへ

のアクティブなリンクを作成します。MindManager で新しい Outlook アイテムを作成

して、新しいアイテムにリンクされたマップ トピックを作成します。 

PowerPoint  トピックで箇条書きを使用するテキスト アウトラインまたは PowerPoint オブジェク

トとして表示されるプレゼンテーションとしてスライドをエクスポートします。 

Project Project ファイルからマップにタスクをインポートしたり、マップから Project にタス

クをエクスポートしたりします。 

Word Word 文書 (またはその選択部分) をトピックとしてマップにインポートしたり、マッ

プ (または選択したトピック) を Word にエクスポートしたりします。 

Microsoft Office 統合化機能は、MindManager のインストール時にインストールされるアドインにより実現されま

す。 

 MindManager 内でそれらの機能を有効にするには、それらをサポートするプログラムがインストールされてい

る必要があります。たとえば、Microsoft Project がシステムにインストールされていない場合には、Microsoft 

Project 用の MindManager コマンドは表示されません。 

Office アドインのトラブルシューティング 

MindManager にコマンドが表示されない 

Microsoft Office アドインにより、次の場所にコマンドが追加されます。 

 [ファイル] タブの [エクスポート] メニュー。 

 [ファイル] タブの [保存して送信する](Save and Send) の [ファイルの種類の変更]、[その他の書式] - [ファ

イルの種類] の一覧。 

 MindManager リボン - [挿入] タブ、[Microsoft Office] グループ。 

 トピックのショートカット (右クリック) メニュー - [送信] コマンド。 

使用するコマンドが表示されない場合は、アドインが無効になっている可能性があります。MindManager でアド

インを有効にしてください。 

 [ファイル] タブ、[オプション]、[アドイン] の順にクリックします。 

 使用するアドインがオンになっていることを確認します。 

使用するアドインが表示されない場合は、正しくインストールされていない可能性があります。MindManager の

修復を実行してください。詳細は、オンラインのサポート ページを参照してください。これにより、Office プログ

http://www.mindjet.com/
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ラムへのアドインの再インストールおよび再登録が試みられます。インストールまたは修復を実行する前に、すべ

ての Office プログラムを必ず閉じてください。 

アドインだけでなく、サポートするプログラムもシステムにインストールされている必要があります。  

Office アプリケーションにコマンドが表示されない 

Microsoft Office アドインにより、Office アプリケーションのインターフェイスに [Mindjet MindManager にエクス

ポート] ボタンが追加されます。使用しているアプリケーションのバージョンに応じて、このボタンがメイン ツー

ル バーまたはリボンの [アドイン] タブに表示されます。使用する Office アプリケーションにこれらのコマンドが

表示されない場合は、アドインが無効になっている可能性があります。Office アプリケーションでアドインを有効

にしてください。 

 64 ビット版 Office から、アドインによってアプリケーションにボタンが追加されることはなくなりました。

32 ビット版の Office を 32 ビットまたは 64 ビット システムで実行している場合、アドインが有効になってい

る場合はアドインからのボタンが表示されるはずです。Office でのアドインの使用の詳細については、

Microsoft Office のヘルプを参照してください。 

アプリケーションのアドインの確認 

 Office 2007 ユーザー :[ヘルプ]、[使用できないアイテム] の順にクリックします。 

 Office 2010 ユーザー :[ファイル] タブ、[オプション]、[アドイン] の順にクリックします。[管理] 一覧で、

[使用できないアイテム] を選択してから、[有効にする](Go) をクリックします。 

[Mindjet MindManager にエクスポート] が一覧に表示されたら、クリックして有効にし、アプリケーションを再起

動します。アドイン ボタンがリボンに再び表示されます。 

[Mindjet MindManager にエクスポート] アドインが一覧に表示されない場合は、オンライン サポート セクションに

詳細が説明されている MindManager の修復を実行してください。これにより、Office プログラムへのアドインの

再登録が試みられます。インストールまたは修復を実行する前に、すべての Office プログラムを必ず閉じてくださ

い。 

アドインのトラブルシューティングに関するその他の手順については、Web サイトのサポート セクションを参照し

てください。 

http://www.mindjet.com/support/overview
http://www.mindjet.com/support/overview


MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

124 

Microsoft Excel との連携 

Microsoft Excel リンカを使用すると、Microsoft Excel 内のデータにリンクされたスプレッドシートまたはグラフを

含むトピックを作成できます。 

 この機能を使用するには、システムに Excel 2003 以降がインストールされている必要があります。 

Excel ワークシートの特定の範囲のデータを、マップ トピックのオブジェクトとして組み込むことができます。

Excel ワークシートへのリンクが維持されるので、Excel のデータに加えられた変更内容は MindManager のデータ

にも反映されます。このデータは、Excel でのみ編集できます。MindManager でデータの編集を開始すると Excel 

が開くので、そこでデータを編集できます。 

MindManager スプレッドシートのグラフ作成機能を使用すると、データからグラフを作成できます。また、マップ

上のデータの表示と非表示を選択することもできます。 

Excel データへのリンクを解除して、MindManager スプレッドシートを Excel から切り離すことができます。これ

によりデータは通常のスプレッドシート データとなり、MindManager で編集できます。 

Excel データへのリンク 

マップには、Excel データにリンクし、そのデータを表示するトピックを含めることができます。データへのリン

クは、MindManager 側または Excel 側から確立できます。 

Excel からトピックと Excel データをリンクする 

1. Excel ワークシートの範囲を強調表示します。 

2. [標準] ツール バーまたは Excel リボンの [アドイン] タブの [範囲を Mindjet MindManager にリンクします] 

 ボタンをクリックします。 

MindManager が起動している場合は、新しいトピックがメイン トピック (何も選択されていない場合) として、ま

たは現在選択しているトピックのサブトピックとして、現在のマップに追加されます。新しいトピックに、ワーク

シートのデータが組み込まれます。 

MindManager が起動していない場合は起動し、新しいマップのメイン トピックにワークシートのデータが組み込

まれて表示されます。 

 Excel に [範囲を Mindjet MindManager にリンクします] ボタンが表示されない場合は、「Office アドインのトラブ

ルシューティング」を参照してください。 

MindManager からトピックと Excel データをリンクする 

1. (オプション) トピックを選択します。データを含む新しいサブトピックが作成されます。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [Microsoft Office] グループで、[Excel の範囲] をクリックします。 

 [マップ パーツ] 作業ウィンドウ タブをクリックします。 

[マップ パーツ] 作業ウィンドウで、[マップ パーツ] の下の [Microsoft Excel リンカ] をクリックし、[範囲] 

トピックをマップまでドラッグします。 

 [挿入] タブに [Excel の範囲] ボタンが表示されない場合、または [マップ パーツ] ウィンドウに [Microsoft 

Excel リンカ] が表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してください。 

3. Excel が起動していない場合は起動し、ワークシートを開くよう求められます。起動している場合は、現在の

ワークシートが表示されます。 

4. Excel のデータ範囲を強調表示するよう求められます。範囲を強調表示し、[OK] をクリックします。 

 選択した範囲は後で変更できます。 
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5. MindManager に戻ります。Excel データがスプレッドシートとして新しいトピックに組み込まれて表示され

ます。 

 データの一部しか表示されていない場合は、以下で説明するようにスプレッドシートのサイズを変更できます。 

6. いつでも Excel を閉じることができます。MindManager のリンクを保存するために、ワークシートを保存す

るよう求められます。 

 MindManager は、Excel の式をサポートしません。 

データの表示と変更 

スプレッドシートのサイズ変更 

最初、データの一部しか表示されないことがあります。すべてのデータを表示するには、スプレッドシートのサイ

ズを変更します。 

1. トピックを選択してからもう一度クリックし、スプレッドシートを選択します。 

2. 隅のハンドルを使用してデータ領域のサイズを変更します。 

MindManager ではスプレッドシート形式でデータが表示されます。書式、行の高さ、および列の幅はスプレッド

シートで決められます。 

選択した範囲の変更 

1. トピックの Microsoft Excel アイコン  を右クリックします。 

2. [Microsoft Excel の範囲を更新] をクリックします。 

3. Excel が開き、新しい範囲を指定するよう求められます。 

ワークシート データの編集 

Excel のワークシート データにリンクしている場合は、次のいずれかの方法でデータを編集できます。 

Excel でワークシートを直接編集してから、MindManager のデータを更新します。 

1. 通常どおり、Excel でワークシートを開いて編集します。 

2. MindManager で Excel トピックを右クリックし、[最新の情報に更新] をクリックします。 

Excel へのリンクのある複数のトピックを更新するには、マップの背景を右クリックしてから [すべてのトピックの

更新] をクリックするか、Shift + F5 キーを押します。  

MindManager 内から編集処理を開始します。 

1. スプレッドシートをダブルクリックします。 

2. スプレッドシートが Excel で開きます。Excel に切り替えてデータを編集します。 

3. MindManager で Excel トピックを右クリックし、[最新の情報に更新] をクリックします。 

データのグラフ表示 

1. Excel トピック アイコン  を右クリックし、[グラフ ビュー] をクリックします。 

2. トピック スプレッドシートでグラフのデータ範囲を強調表示します。 

グラフの外観の変更 

 Excel トピック アイコン  を右クリックし、[グラフのプロパティ] をクリックします。 

一部のオプションは、グラフのツール バー ボタンを使用して直接設定できます。また、グラフ上で右クリックし

て [プロパティ] を選択すると、すべてのオプションを設定できます。オプション     
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Excel からのトピックの切断 

マップ スプレッドシートは Excel から切断できます。これによってリンクは壊れますが、データは MindManager 

スプレッドシートとしてマップ内に残ります。MindManager でデータを変更しても、Excel スプレッドシートに影響

しなくなります。また、その逆も同様です。 

1. トピックで Microsoft Excel アイコン  を右クリックします。 

2. [Microsoft Excel への接続を切断] をクリックします。 

データはスプレッドシートとしてマップ内に残ります。 
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Microsoft Outlook との連携 

マップには、Outlook アイテムにリンクされた Outlook トピックを含めることができます。それらは、対応する 

Outlook アイテムに同期された状態でリンクされています。そのため、Outlook で直接または MindManager 内で、

これらの Outlook アイテムを編集することができます。 

Outlook トピックには、リンクされているアイテムの種類を示す特別なアイコンが表示されます。 

 

仕事 
 

連絡先 
 

ノート 

 

メール 
 

予定     

Outlook トピックをマップに追加する方法はいくつかあります。 

 Outlook クエリを使用して、指定した条件に一致する Outlook アイテムを見つけてから、以下の操作を行

います 

o クエリとその結果をマップに追加します 

o クエリ結果から選択したアイテムをマップに追加します 

 マップ内のトピックを仕事または予定として Outlook に送信する 

 Outlook 内のアイテムまたはフォルダを Outlook トピックとしてマップに送信します 

これらの機能を使用するには、システムに Outlook 2003 以降がインストールされている必要があります。 

Outlook クエリをマップに追加する 

MindManager には、ユーザーが使用できる定義済み Outlook クエリのセットが付属しています。これらのクエリ

をそのまま使用したり、必要に応じて編集したりすることができ、独自のクエリを作成することもできます。 

Outlook クエリをマップに追加すると、一致するすべての Outlook アイテムがサブトピックとして返されます。ク

エリはいつでも同期して最新の結果を見ることができます。 

1. (オプション) トピックを選択します (このトピックのサブトピックとしてクエリが追加されます)。 

2. [挿入] タブの [Microsoft Office] グループで、[Outlook アイテム] をクリックします。 

 これらのコマンドが表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してください。 

3. 使用するクエリをクリックします。  

Outlook 作業ウィンドウからクエリを追加することもできます。この方法を使用することで、クエリをテストしてか

ら追加できます。 

1. [挿入] タブの [Microsoft Office] グループで、[Outlook アイテム] をクリックします。 

2. [Outlook クエリを整理する] を有効にします。 

3. Outlook 作業ウィンドウで、使用するクエリを選択してマップにドラッグするか、またはクエリを右クリ

ックしてから [マップに追加] を選択します。 

クエリ結果から選択した Outlook アイテムをマップに追加する  

クエリ結果から特定のアイテムをマップに追加できます。 

1. [挿入] タブの [Microsoft Office] グループで、[Outlook アイテム] をクリックします。 
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2. [Outlook クエリを整理する] を有効にします。 

3. Outlook 作業ウィンドウで、使用するクエリを選択して  [クエリの実行] をクリックします。 

4. ウィンドウの下部にクエリ結果が表示されます。 

5. 結果内の特定のアイテムをマップにドラッグします。 

 列のヘッダーをクリックすることで、[結果] 一覧内のアイテムを並べ替えることができます。 

Outlook でアイテムを開くには、その名前をダブルクリックします。 

クエリの作成、編集、および管理 

Outlook クエリと連携するには、[Outlook クエリ] 作業ウィンドウを使用します。このウィンドウを表示するには、

次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブの [Microsoft Office] グループで、[Outlook アイテム] をクリックします。[Outlook クエリを整

理する] を有効にします。 

 下部のステータス バーにある  [作業ウィンドウ] ボタンをクリックして、[Outlook] をクリックしま

す。 

 これらのコマンドが表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してください。 

一覧内のクエリの順序を変更する 

 [Outlook クエリ] 作業ウィンドウでクエリ名を上または下にドラッグすると、一覧が並べ替わります。 

新しいクエリの作成 

1. [Outlook クエリ] 作業ウィンドウで、 [クエリの追加] をクリックするか、またはクエリ一覧内の空白

の領域を右クリックしてから [クエリの追加] をクリックします。 

2. これらのフィールドに情報を入力します。 

3. [OK] をクリックします。 

クエリが自動的に実行されて一致するアイテムがウィンドウ下部の [結果] 一覧に表示されるので、予期したとおり

にクエリが機能するかどうかを確認できます。  

 列のヘッダーをクリックすることで、[結果] 一覧内のアイテムを並べ替えることができます。  

Outlook でアイテムを開くには、その名前をダブルクリックします。 

既存のクエリの編集 

1. (オプション) 既存のクエリから新しいクエリを作成し、元のクエリはそのまま残しておく場合は、

[Outlook クエリ] 作業ウィンドウでそのクエリを右クリックしてから、ショートカット メニューで [複製] 

をクリックします。 

2. [Outlook クエリ] 作業ウィンドウで、編集するクエリを選択してから、  [クエリの編集] をクリックす

るか、または編集するクエリを右クリックして [編集] をクリックします。 

3. これらのフィールドの情報を変更します。 

4. [OK] をクリックします。 

クエリが自動的に実行されて一致するアイテムがウィンドウ下部の [結果] 一覧に表示されるので、予期したとおり

にクエリが機能するかどうかを確認できます。 

既にマップに追加されているクエリを編集することもできます。 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

129 

クエリの実行 

 [Outlook クエリ] 作業ウィンドウで、実行するクエリを選択してから、  [クエリの実行] をクリックす

るか、またはテストするクエリを右クリックして [テスト] をクリックします。 

クエリから返されたアイテムが [結果] 一覧に表示されます。 

クエリの削除 

 [Outlook クエリ] 作業ウィンドウで、削除するクエリを選択してから (さらに別のクエリを選択するときは 

Ctrl キー、範囲を選択するときは Shift キーを押します)、  [クエリの削除] をクリックするか、また

はそのクエリを右クリックして [削除] をクリックします。 

 クエリを削除しても、既にマップに追加しているクエリには影響しません。マップ上のクエリを削除するに

は、クエリを選択して Del キーを押します。 

 

既定のクエリのいずれかを誤って削除してしまった場合でも、復元できます。クエリ一覧の背景を右クリック

し、[既定のクエリを復元] をクリックします。 

マップ内のトピックを仕事または予定として Outlook に送信する 

トピックを Outlook に送信すると、Outlook 内に新しい仕事または予定が作成されます。マップ トピックは、対応

するアイテムにリンクされた Outlook トピックになります。 

1. トピックを右クリックし、[送信] をクリックしてから [Microsoft Outlook 仕事] または [Microsoft Outlook 予定] 

をクリックします。 

 これらのコマンドが表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してください。 

2. 新しい Outlook アイテムが作成され、必要なアイテムのデータを入力できるように適切な Outlook フォーム

が表示されます。 

3. 次の操作を行います。 

 [保存して閉じる] をクリックして Outlook で新しいアイテムを保存します。新しい Outlook トピックが、

アイテムのデータが入力された状態でマップ上に表示されます。 

 Outlook アイテムの作成をキャンセルして Outlook トピックをマップから削除する場合は、[キャンセル] 

をクリックします。 

Outlook アイテムまたはフォルダをマップに送信する 

Outlook 内のアイテムをマップに送信すると、新しい Outlook トピックがマップ上に作成されます。これらのトピ

ックは、対応する Outlook アイテムにリンクされています。 

1. MindManager で目的のマップを開くか、新しいマップの場合はそれを保存します。新しい Outlook アイテム

のトピックをサブトピックにする場合は、親となるトピックを選択します。 

2. Outlook で、次のいずれかを実行します。 

 1 つ以上のアイテムを選択し、リボンの [アドイン] タブまたは [標準] ツール バーの [選択されたアイテム

を Mindjet MindManager にエクスポートします] をクリックします。 

 フォルダをクリックし、リボンの [アドイン] タブまたは [標準] ツール バーの [フォルダを Mindjet 

MindManager にエクスポートします] をクリックします。 

 これらのボタンが Outlook に表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してくださ

い。 

Outlook アイテムは Outlook トピックとして追加されます。つまり、選択したトピックの下のサブトピック、何も

選択されていない場合にはメイン トピックとして追加されます。 
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マップ上の Outlook クエリやアイテムを編集する 

マップ上のクエリの編集 

マップに追加したクエリを編集することができます。  

 マップ クエリが変更されるだけで、[Outlook クエリ] 作業ウィンドウの元のクエリには影響しません。 

1. [Outlook クエリ] トピック アイコン を右クリックしてから、[クエリの編集] をクリックします。 

2. これらのフィールドの情報を変更します。 

3. [OK] をクリックします。 

変更したクエリが自動的に実行されて、新しい結果が Outlook サブトピックとして表示されます。 

 Outlook クエリ結果トピックに独自のサブトピックを追加することもできます。これらのトピックは、親がク

エリ結果に含まれている間は、親に同期されています。 

Outlook アイテムの編集 

Outlook 内でマップ トピックにリンクされているアイテムを編集すると、そのアイテムまたはその親クエリ トピッ

クを次に同期したときにマップ上に変更が反映されます。 

次のいずれかの操作を行うことで、マップから Outlook アイテムを直接編集することもできます。 

 マップ トピック上でアイテムの属性やプロパティを編集します。変更は、そのトピックを次に同期したと

きに Outlook に送信されます。MindManager 内の情報は、読み取り専用の場合があります。 

 MindManager から Outlook アイテムを開いて編集します。変更はすぐに Outlook 内で記録され、そのト

ピックを次に同期したときにマップ上に反映されます。 

マップ トピック上でアイテムの属性やプロパティを編集する 

Outlook トピックは、通常のマップ トピックと同じ方法で編集できます。たとえば、トピック テキストまたは仕事

情報を変更してから、トピックを同期して Outlook アイテムのプロパティを変更できます。 

アイテム プロパティの中には、トピック上でカスタム プロパティとして取り込まれているものがあります。これ

らの情報を編集するには : 

1. トピック上の Outlook アイテムのアイコンを右クリックします。 

2. [カスタム プロパティの編集] をクリックします。 

 Outlook トピックの属性やプロパティは、読み取り専用の場合があります。Outlook 内で読み取り専用の情報は

すべて、トピック上でも読み取り専用になります。たとえば、予定は所有者以外のすべての人に読み取り専用

になります。それ以外にもマップ トピック上で読み取り専用の情報がある可能性がありますが、Outlook でそ

のアイテムを開いて編集することはできます。読み取り専用の属性は、マップ上、およびガント ビューで表示

される仕事に対しては灰色で表示されます。 

変更は、そのトピックを次に同期したときに Outlook に送信されます。  

Outlook アイテムを開く 

1. トピック上の Outlook アイテムのアイコンを右クリックします。 

2. [Microsoft Outlook アイテムを開く] をクリックします。 

編集できるようにアイテムが Outlook で開きます。トピックを同期すると、変更がマップ上に反映されます。 

Outlook からのトピックの切断 

1. トピックの Outlook アイテムのアイコンを右クリックします。 
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2. [Microsoft Outlook への接続を切断] をクリックします。 

クエリやアイテムを Outlook と同期する 

マップに追加したクエリを同期して結果を更新したり、クエリ内の結果トピックやマップに追加した Outlook アイ

テムを個別に同期したりできます。 

クエリの同期 

 マップ上で、親トピック上の [Outlook クエリ] トピック アイコンを右クリックしてから、[クエリ ト

ピックを Outlook と同期する] をクリックします。 

クエリが再度実行されて最新の結果が表示されます。 

すべての Outlook アイテムの同期 

 [挿入] タブの [Microsoft Office] グループで、[Outlook アイテム]、[マップ内のすべての Outlook アイテム

を同期する] の順にクリックします。 

個別のアイテムの同期 

 同期するトピックを選択します。[挿入] タブの [Microsoft Office] グループで、[Outlook アイテム]、[選択

した Outlook アイテムを同期する] の順にクリックします。 

 トピック上で [Outlook アイテム] アイコンを右クリックしてから、[Outlook と同期する] をクリックしま

す。  

 F5 キーを押します。 

MindManager 内でアイテムを編集した場合、変更は Outlook に送信されます。Outlook 内で編集した場合は、

MindManager に送信されます。  

同期ルール 

あるアイテムが前回の同期以降に Outlook と MindManager の両方で変更されていることがあります。そのような

場合は、競合の解決を求められます。同期はこれらのルールに従って行われます。 
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Outlook 同期のルール 

Outlook トピックまたは Outlook クエリを同期するとき、Outlook アイテムのトピックは、Outlook と 

MindManager の両方で行ったアクションに基づき、次のルールに従って同期されます。 

Outlook でのアクシ

ョン 
マップでのアクション 同期動作 

アイテムが削除される なし 
削除された Outlook アイテムにリンクし

ているトピックがマップから削除される 

アイテムが削除される 
同じ Outlook アイテムにリンクしているトピ

ックが削除される 

削除された Outlook アイテムにリンクし

ているその他のすべてのトピックがマッ

プから削除される 

アイテムが削除される 
削除された Outlook アイテムにリンクしてい

るトピックが更新される/注釈が付けられる 

削除された Outlook アイテムにリンクし

ているトピックがマップから削除される 

      

アイテムが追加される 
マップで使用されるクエリが新しい Outlook 

アイテムに一致する 

新しい Outlook アイテムにリンクするト

ピックがマップに追加される 

アイテムが追加される 
マップで使用されるクエリが新しい Outlook 

アイテムに一致しない 
変更なし 

      

アイテムが更新される なし 
更新された Outlook アイテムにリンクし

ているトピックがマップで更新される 

なし 
Outlook アイテムにリンクしている 1 つのト

ピックが削除される 

対応する Outlook アイテム、および同じ 

Outlook アイテムにリンクしているその

他のトピックが更新される 

なし 
同じ Outlook アイテムにリンクしている複数

のトピックが異なる情報で更新される 
解決を促す 

アイテムが更新される 
同じ Outlook アイテムにリンクしているトピ

ックが更新される 

更新された Outlook アイテムにリンクし

ているトピックがマップで更新される 

(Outlook の変更が優先される) 

アイテムが更新される 
アイテムにリンクしているトピックが削除さ

れる 
変更なし 

      

例外  例外 解決を促す 

 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

133 

Microsoft PowerPoint との連携 

MindManager で基本的な構想を描き、スライドを作成して選択したトピックを表示し、スライドを PowerPoint にエ

クスポートしてインパクトの強いグラフィックやアニメーションを追加することができます。すべてのスライドま

たは選択したスライドのみをプレゼンテーションとしてエクスポートしたり、既存のプレゼンテーションにスライ

ドを追加したりすることができます。スライド上のトピックは、箇条書きのテキストまたは PowerPoint オブジェ

クトとしてエクスポートできます。 

MindManager で PowerPoint エクスポートを開始すると、いくつかのエクスポート オプションを確認するダイア

ログ ボックスが表示された後、PowerPoint と直接通信してプレゼンテーションが作成されます。続いて、必要に

応じて PowerPoint 内でプレゼンテーションを編集できます。 . 

 これらの機能を使用するには、システムに Microsoft PowerPoint 2003 以降がインストールされている必要があ

ります。   

すべてのスライドを PowerPoint にエクスポートする 

1. プレゼンテーションで使用するスライドを作成します。 

 表示されているトピックだけがエクスポートされます。これは、フィルタを適用してプレゼンテーションに含

めないトピックを非表示にできることを意味します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [表示] タブで、[スライド] ボタンのプルダウン メニューをクリックし、[Microsoft PowerPoint にスライド

をエクスポート](Export Slides to Microsoft PowerPoint) の順にクリックします。 

 [スライド] ウィンドウで、[スライド] プルダウン メニューをクリックし、[Microsoft PowerPoint にスライ

ドをエクスポート](Export Slides to Microsoft PowerPoint) の順にクリックします。 

 これらのメニューに [Microsoft PowerPoint にスライドをエクスポート](Export Slides to Microsoft PowerPoint) 

が表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してください。 

3. [形式を選択してマップをエクスポート] ダイアログ ボックスで、プレゼンテーションの既定の名前はマップ

名になりますが、名前と保存場所は変更することができます。[保存] をクリックします。 

MINDJET CATALYST  

[ファイル] タブの [名前を付けて保存] コマンドを使用して、ワークスペースにプレゼンテーションを保存

できます。 

     [ファイルの種類] 一覧で Microsoft PowerPoint プレゼンテーションを選択します。 

     [Mindjet Catalyst で保存] をクリックし、ワークスペースを選択します。 

4. プレゼンテーションのグローバル設定のダイアログ ボックスが表示されます。使用するオプションのチェッ

ク ボックスをオンにします。オプション     

5. [エクスポート] をクリックします。 

エクスポートされたスライドに対する変更 

エクスポートしたスライドには以下の変更がある場合があります。 

PowerPoint オブジェクトとしてエクスポートされないマップ要素  

 画像 

 アイコン 

 リッチ テキスト形式 

 スプレッドシート、カスタム プロパティ 
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 仕事情報 

 トピックのノート 

 添付ファイル 

 ハイパーリンク 

 タグ 

 トピックのコメント 

エクスポートされるが書式が変更される可能性のあるマップ要素  

 リレーションシップ 

 境界線 

 吹き出し 

 トピックの図形 (すべてのトピックが長方形になります) 

 トピックのコネクタ 

トピック拡張方向の変更  

[トピックの拡張方向] が [サブトピックの拡張方向] になることで、以下が変更されます。 

 [マップの組織図] が [すべての組織図] になります 

 [マップへのツリー] が [すべてのツリー] になります 

 [組織図へのマップ] が [すべてのマップ] になります 

選択したスライドを PowerPoint に送信する 

1. マップ上で 1 つまたは複数のトピックを選択します。 

2. トピック上のスライド アイコン  を右クリックし、[Microsoft PowerPoint へスライドを送信] をクリックし

ます。 

 これらのメニューに [Microsoft PowerPoint へスライドを送信] が表示されない場合は、「Office アドインのトラブ

ルシューティング」を参照してください。 

 PowerPoint プレゼンテーションが既に開いている場合、スライドは既存のプレゼンテーションに追加されま

す。それ以外の場合は、新しいプレゼンテーションが作成されます。 

3. プレゼンテーションのグローバル設定のダイアログ ボックスが表示されます。使用するオプションのチェッ

ク ボックスをオンにします。    

4. [エクスポート] をクリックします。 
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Microsoft Project との連携 

MindManager のマップ上の仕事を Microsoft Project にエクスポートしたり、Project の仕事をマップにインポート

したりできます。  

 これらの機能を使用するには、システムに Microsoft Project 2003 以降がインストールされている必要がありま

す。   

Project のインポートおよびエクスポートは 1 回限りの処理で、Project タスクと MindManager トピックの間にリ

ンクは保持されません。  

Project エクスポートを開始すると、エクスポート形式を設定するよう求めるダイアログ ボックスが表示されま

す。 

MindManager で Project から仕事のセットをインポートするときには、Project の仕事情報が、MindManager の対

応する仕事情報に変換され、仕事ごとにそれぞれ 1 つのトピックを含む新しいマップが作成されます。 

エクスポートのためのマップの準備 

Project は MindManager の仕事情報を使用してタスクの詳細にデータを入力しますが、トピックでは、そのために

定義した仕事情報を用意する必要はありません。つまり、基本的な仕事のセットをエクスポートし、Project でそ

れらの情報を入力することができます。 

 MindManager の Project エクスポートでは、Project の新しいタスクを作成するときに仕事の期限は使用しませ

ん。MindManager で、開始日と期間の値をタスクに割り当てる必要があります。開始日と期限だけが含まれる

仕事は、Project にエクスポートされると、期間が "0 時間の期間" のタスクになります。 

Microsoft Project ファイルへのマップ全体のエクスポート 

1. MindManager でマップを開きます。 

 表示されているトピックだけがエクスポートされます。これは、フィルタを適用してプロジェクトに含めない

トピックを非表示にできることを意味します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブ、[エクスポート]、[Microsoft Project への仕事情報のエクスポート] の順にクリックしま

す。 

 [ファイル] タブ、[名前を付けて保存] の順にクリックして、[ファイルの種類] 一覧から [Microsoft Project 

ファイル] を選択します。 

MINDJET CATALYST  

Project ファイルをワークスペースに保存するには、[名前を付けて保存] コマンドを使用します。

[Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてから、ワークスペースを選択します。 

3. エクスポート ダイアログ ボックスでプロジェクトの既定の名前はマップ名になりますが、ファイル名と保存

する場所は変更することができます。 

4. [保存] をクリックします。 

5. エクスポート設定のダイアログ ボックスが表示されます。使用するオプションのチェック ボックスをオンに

します。オプション  

新しい Project ファイルが作成されます。プロジェクトを開いて確認したり、プロジェクトが保存されたフォルダ

を開いたり、プロジェクトを閉じて MindManager に戻ることができます。 
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Microsoft Project ファイルへの選択したトピックのエクスポート 

1. Project で、仕事を追加するファイルを開きます。プロジェクトが開かれていない場合は、新しいプロジェク

トが作成されます。 

2. MindManager で、エクスポートするマップ トピックを選択します。 

3. 右クリックして、[送信]、[Microsoft Project] の順にクリックします。 

 [ファイル] タブの [エクスポート] メニュー、[ファイルの種類] 一覧、または [送信] の下のショートカット メニ

ューに [Microsoft Project] が表示されない場合は、Office アドインのトラブルシューティングを参照してください。 

トピックがエクスポートされ、現在のプロジェクトの最後に追加されます。 

Project エクスポートは 1 回限りの処理で、Project タスクと MindManager トピックの間にリンクは保持されませ

ん。Project からタスクをエクスポートして MindManager で仕事に変更を加えた場合、その仕事を Project にエク

スポートし直して Project 側のタスクを更新することはできません。代わりに、古い仕事を削除してから、エクス

ポートし直すことができます。エクスポートされた仕事は、プロジェクトの最後に新しい仕事として追加されま

す。 

Project ファイル全体のインポート 

1. [ファイル] タブ、[開く] の順にクリックして、[ファイルの種類] 一覧から [Microsoft Project ファイル] を選択

します。 

 一覧に [Microsoft Project] が表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してくださ

い。 

2. インポートするファイルを選択し、[開く] をクリックします。 

MINDJET CATALYST  

ワークスペースから Project ファイルを開くことができます。[Mindjet Catalyst から開く] をクリック

し、ワークスペースとファイルを選択します。 

2. ダイアログ ボックスが表示され、インポートの設定をカスタマイズできます。必要に応じて設定を調整した

ら、[インポート] をクリックします。オプション 

ファイルが処理されるときには進捗状況のメッセージが表示されます。次に、新しいマップが表示されます。 

  

選択した Project タスクのみのインポート 

1. 既存のマップに仕事を追加するには、MindManager でマップを開き、必要に応じて目的のトピックを選択し

ます。 

2. Project でタスクを選択します。 

3. Project リボン上の [Mindjet MindManager に送信] ボタン  をクリックするか、[ファイル]、[送信]、

[MindManager] の順にクリックします。アクティブでない場合は、MindManager が起動され、新しいマップ

が開きます。 

 [Mindjet MindManager に送信] ボタンが [Project] リボンに表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシュ

ーティング」を参照してください。 

4. ダイアログ ボックスが表示され、インポートの設定をカスタマイズできます。必要に応じて設定を調整した

ら、[インポート] をクリックします。 

Project インポートは 1 回限りの処理で、Project タスクと MindManager トピックの間にリンクは保持されませ

ん。Project からタスクをインポートして MindManager で仕事に変更を加えた場合、その仕事を Project にエクス

ポートし直して既存の Project タスクを更新することはできません。その代わり、既存のタスクがそのまま保持さ

れて、エクスポートされた仕事は新しいタスクとしてプロジェクトの最後に追加されます。 
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Microsoft Word との連携 

Word エクスポート機能は、アウトライン形式のマップを Word にエクスポートします。エクスポートは、マップ

全体または選択したトピックのみを対象に行うことができます。 

 これらの機能を使用するには、Microsoft Word 2003 以降がインストールされている必要があります。 

マップの画像を Word 文書に含める場合は、マップから画像ファイルを作成し、そのファイルを Word に挿入するこ

とによって画像を含めることができます。 

MindManager では Word 文書をインポートして、テキストをマップに変換することができます。この処理で重要

なのは、Word 文書の構造が適切であることです。 

ドキュメントはそこに含まれるスタイルに応じて処理されます。MindManager は見出しスタイルを使用してマッ

プ トピックの階層を判断します。見出し 1 スタイルのテキストがメイン トピックになり、見出し 2 以降がサブト

ピックになります。標準スタイルのテキスト (または見出しスタイルではない他のスタイル) は、その直前にあるト

ピックのテキスト ノートとして含められます。 

マップ全体の Word ドキュメントへのエクスポート 

1. マップを開きます。 

 表示されているトピックだけがエクスポートされます。これは、フィルタを適用して、ドキュメントに含めない

トピックのセットを非表示にできることを意味します。 

 

まず、マップをアウトライン ビューで表示し、エクスポートされた Word ファイルの表示を確認します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブ、[エクスポート]、[Microsoft Word にエクスポート] の順にクリックします。 

 [ファイル] タブ、[名前を付けて保存] の順にクリックして、[ファイルの種類] 一覧から [Microsoft Word 文

書] を選択します。 

MINDJET CATALYST  

[名前を付けて保存] コマンドを使用して、ワークスペースに文書を保存できます。[Mindjet Catalyst で保

存] をクリックし、ワークスペースを選択します。 

3. ドキュメントの既定の名前はマップ名になりますが、ファイル名と保存する場所は変更することができます。

[保存] をクリックします。 

4. [Microsoft Word エクスポート設定] ダイアログ ボックスが表示され、必要に応じてエクスポートの設定を調

整できます。 

 [全般] タブで、アウトラインの番号設定、含める情報、および他のマップ要素のエクスポート オプション

を選択します。オプション 

 [Word テンプレート] タブで、ドキュメントで使用する Word テンプレートを選択し、Word の各種のスタ

イルに対応させるトピックのレベルを指定します。オプション 

 [詳細設定] タブで、リレーションシップ、ハイパーリンク、添付ファイル、およびマップ グラフィックス

の処理方法を選択します。オプション 

 既定では、ビットマップはエクスポート時に、一部の RTF 読み取り機能との互換性を高めるためにメタ

ファイルに変換されます。MindManager の [ノート] にある [ビットマップをメタファイルに変換する] オプ

ション設定を無効にして、この動作を無効にします。 

5. 必要なオプションを設定したら [エクスポート] をクリックします。 

6. エクスポートが完了するとメッセージが表示されます。ドキュメントを開いて確認する、ドキュメントが保存

されたフォルダを開く、またはドキュメントを閉じて MindManager に戻ることができます。 
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選択したトピックの Word ドキュメントへのエクスポート 

1. エクスポートした内容を Word ドキュメントの最後に追加するには、ドキュメントを開きます。 

2. MindManager でマップを開き、エクスポートするトピックを選択します。 

3. トピックの 1 つを右クリックし、[送信]、[Microsoft Word] の順にクリックします。 

(選択されているトピックだけがエクスポートされます。ドキュメントが既に開かれている場合、トピックは

ドキュメントの最後に追加されます。) 

4. [Microsoft Word エクスポート設定] ダイアログ ボックスでエクスポート オプションを選択します (上記を参

照)。 

5. Word に切り替えてエクスポートした内容を確認します。Word を終了する前にドキュメントを保存すること

を忘れないでください。 

  

 次の方法で、マップ全体またはその一部の単純なテキスト アウトラインを Word で簡単に作成できます。 

 1. 1 つまたは複数のトピックを選択します (マップ全体をコピーするときは中心トピックを選択します)。 

 2. Ctrl + C キーを押してコピーします。 

 3. Word に切り替えてから Ctrl + V キーを押して貼り付けます。 

 [ファイル] タブの [エクスポート] メニュー、[ファイルの種類] 一覧、またはトピックのショートカット メニュ

ーに [Microsoft Word にエクスポート] が表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照

してください。 

Word 文書全体のインポート 

1. [ファイル] タブ、[開く] の順にクリックして、[ファイルの種類] 一覧から [Microsoft Word 文書] を選択しま

す。 

 一覧に [Microsoft Word 文書] が表示されない場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照してくだ

さい。 

2. インポートするファイルを選択し、[開く] をクリックします。 

MINDJET CATALYST  

ワークスペースから Word ファイルを開くことができます。[Mindjet Catalyst から開く] をクリックし、ワー

クスペースとファイルを選択します。 

ファイルが処理されるときには進捗状況のメッセージが表示されます。次に、MindManager のマップ ビュー ウィ

ンドウに新しいマップが表示されます。 

 Word (および他のアプリケーション) からテキストを貼り付けても、現在のマップ上にトピックを作成するこ

とができます。 

選択した Word の段落のみのインポート 

1. オプション : 既存のマップに Word のテキストを追加するには、MindManager でマップを開き、必要に応じ

て目的のトピックを選択します。 

MindManager でマップが開いていない場合は、Word の内容を使用して新しいマップが作成されます。 

2. Word で段落を選択します。 

3. メイン ツール バーまたは Word リボンの [アドイン] タブの [選択された段落を Mindjet MindManager に送信

します] をクリックします。 

 [選択された段落を Mindjet MindManager に送信します] ボタンが表示されない場合は、「Office アドインのトラブ

ルシューティング」を参照してください。  

4. マップの新しい内容を表示するには、MindManager に切り替えます。 
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Tablet PC またはタッチスクリーンの使用 

MindManager は、Tablet PC で実行するための特別なペン モードを備えています。ペン モードでは、ペンのジェ

スチャを使用してマップの作成と編集を行うことができます。終了したら、マウス モードに切り替えてマップに含

まれるインク テキストを通常のテキストに変換することもできます。 

ペン モードのコマンド 

MindManager のペン モードには、ペンで操作するための特別なコマンドが用意されています。  

 [挿入] タブの [インク] グループの [スケッチ]、[インクの色]、[インクの強調表示]、[インクの太さ]、[イン

クの削除]、[インクの選択] の各コマンド 

 [その他] タブの [インクからテキスト] コマンドおよび [タブレット ヘルプ] コマンド 

 画面左下のステータス バー上の [ペン モード]  コマンドおよび [マウス モード]  コマンド 

制限事項 

ペン モードでは、次に示す一部のモードと操作が無効になります。 

 アウトライン ビュー 

 リンク マップ ビュー 

 ウォークスルー ビュー 

 ブレーンストーミング 

 [スタイルの変更] ビュー 

 トピックのサイズ変更 

ペン モードとマウス モードの切り替え 

 画面左下のステータス バーで [ペン モード]  をクリックするか、[マウス モード]  をタップします。 

 MindManager [Tablet PC] オプションの [起動時にペン モードにする] を有効にすることにより、自動的にペン 

モードで起動するように MindManager を設定できます。 

MindManager のペン モードに関するヘルプを表示する  

[その他] タブの [タブレット] グループで [タブレット ヘルプ] コマンドをタップすると、ジェスチャのクイック リ

ファレンスと、タブレットに固有のヘルプへのリンクがある [タブレット ヘルプ] ウィンドウを表示できます。 

タブレット固有のオプション 

MindManager のペン モードの動作を制御するために、さまざまなオプションが用意されています。これらのオプシ

ョンを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[Tablet PC] の順にクリックします。 

ペン モードのジェスチャ 

以下のジェスチャを描いてコマンドを実行し、マップ上でトピックやスケッチの作成または編集を行うことができ

ます。 

ヒントジェスチャの操作対象にするオブジェクトがある場合は、最初にそれらを選択する必要があります。 

ジェスチャはマップ上の任意の場所に描くことができます。 

ジェスチャは、空白の領域 (オブジェクトに触らない) から描き始める必要がありますが、オブジェクト上にか

かってもかまいません。 

正しく認識されるように 25 mm 以上の大きさで描画します。 

MindManager ペン モード インターフェイスでは、ジェスチャを使用できます。ペン ボタンを押してこれから

ジェスチャを描くことを知らせる必要はありません。 

これらの多くは Microsoft によって定義され、他のタブレット アプリケーションでも使用される標準のジェスチャ

ですが、いくつかは MindManager 固有のものです。 
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スケッチの挿入 ペンを途中で持ち上げずに、ひと筆で三角形を描きます。三角形の頂

点が上を向いていることを確認します。 

 

削除/消去 できるだけ水平に線を引き、少なくとも 3 本の線を描きます。ジェ

スチャの高さを増やす場合は、ジグザグの線の数を増やす必要があり

ます。 

 

 

トピックに焦点を合わせる (左) 

 

トピックに焦点を合わせる (右) 

山形の両辺を同じ長さで描きます。角度が鋭角であり、先端が丸まっ

ていないことを確認します。山形はおよそ 18 mm の大きさにしま

す。右利きのユーザーは右向きの山形を、左利きのユーザーは左向き

の山形を使用できます。 

 

マップを中央に表示 ペンを途中で持ち上げずに、ひと筆で円を描きます。最上部から描き

始め、同じ場所で描き終えます。 

 

切り取り 左下から右上に、渦巻きを斜めに描きます。 

 

切り取り このジェスチャは、1 画目を左向きに描きます。2 画目をできるだけ

近づけて、ほぼ 1 本の線になるように描きます。 

 

コピー 左下から右上に、2 つの渦巻きを斜めに描きます。 

 

コピー このジェスチャは、1 画目を右向きに描きます。2 画目をできるだけ

近づけて、ほぼ 1 本の線になるように描きます。 

 

貼り付け キャレットの両辺を同じ長さで描きます。角度が鋭角であり、先端が

丸まっていないことを確認します。 

 

貼り付け ペンを途中で持ち上げずに、ひと筆で円を描きます。最上部から円を

描き始めます。 

 

  

トピックの挿入 (右) 

  

トピックの挿入 (左) 

このジェスチャは 1 回で、右側にすばやく動かします。 

  

このジェスチャは 1 回で、左側にすばやく動かします。 

 

 

サブトピックの挿入 (右) 

  

サブトピックの挿入 (左) 

このジェスチャは、下向きに始めて右へひと筆で描きます。 

  

このジェスチャは、下向きに始めて左へひと筆で描きます。 

 

元に戻す 必ず右から左に向かって半円を描きます。円弧の両端が同じ水平線上

にある必要があります。 

 

やり直し 必ず左から右に向かって半円を描きます。円弧の両端が同じ水平線上

にある必要があります。 

 

拡大 このジェスチャは 1 回で、上方向にすばやく動かします。 

 

縮小 このジェスチャは 1 回で、下方向にすばやく動かします。 

 Windows 7 で動作する Tablet PC またはタッチスクリーン コンピュータがある場合は、MindManager マップ

での作業中にタッチ ジェスチャを使用することもできます。 
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ペン モードでのマップの作成 

ペン モードでは、トピックやトピック ノートをテキストまたはインクとして入力したり、フローティング スケッ

チを入力したり、トピックの内部にスケッチを入力することにより、マップを作成したりできます。 

トピックの入力 

ペン モードで新しいマップを作成するときには、中心トピックは空白です。中心トピックをタップすると、トピッ

ク テキストを入力できます。MindManager でテキストが認識された場合、そのテキストはマップの保存時に既定

の名前として使用されます。認識されない場合は、マップ名の入力を求められます。 

ジェスチャを使用して他のトピックを入力します。[ホーム] タブの [挿入] グループのコマンドをタップすること

で、ペン モードでない普通の方法でトピック、リレーションシップ、境界線を追加することもできます。 

新しいメイン トピック

の挿入 
中心トピックを選択し、左または右向きのトピックの挿入のジェスチャ (  ま

たは   ) を描きます。 

兄弟トピック (同じレ

ベルのトピック) の挿

入 

トピックを選択し、近くの領域で左または右向きのトピックの挿入のジェスチャ 

(  または   ) を描きます。 

サブトピック (次のレ

ベルのトピック) の挿

入 

トピックを選択し、近くの領域で左または右向きのサブトピックの挿入のジェス

チャ (  または ) を描きます。 

フローティング トピッ

クの挿入 
何も選択していない状態で、左または右向きのトピックの挿入のジェスチャ (  

または   ) を描きます。 

吹き出しトピックの挿

入 

トピックを選択し、[ホーム] タブの [挿入] グループで [吹き出し] をタップしま

す。 

インク トピックの入力 

トピックまたはサブトピックを挿入すると、インクの入力ボックスが表示され、ペン ツールを使用してテキストを

書くことができます。 

[挿入] タブの [インク] グループのコマンドを使用すると、[インクの太さ]  と [インクの色] を選択できま

す。これらは書くときに変更できるため、トピック内でインクの太さと色を変えることができます。 

テキストを書くときに間違った場合は、[挿入] タブの [インク] グループの消しゴムツール   をタップしてインク

を消去することができます。その後、[インクの太さ] をタップしてトピックにさらにインクを追加します。 

入力中に一部のテキストの移動やサイズ変更を行う場合は、なげなわ選択ボタン   をタップして、テキストを

囲むように選択して境界線を描画します。選択されたテキストは、ボックスで囲まれ反転文字として表示されま

す。このテキストを新しい位置までドラッグするか、ハンドルを使用してサイズを変更します。[インクの太さ] を

タップしてトピックにさらにインクを追加します。 
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トピック ノートの挿入および編集 

インク ノート機能は、トピックにすばやくインク コメントを追加できるように設計されています。トピックに、

既にテキスト ノートが含まれていても、含まれていなくてもかまいません。 

[トピックのノート] ウィンドウを開く 

1. トピックを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 トピックに既にノートが含まれている場合は、トピックのノート アイコン  をタップします。 

 [挿入] タブの [トピック要素] グループで [ノート] をタップします。 

Ctrl + T キーまたは F11 キーを押します。 

インク ノートとテキスト ノートは [トピックのノート] ウィンドウに別個に表示されるので、テキストのみの表示 

、インクのみの表示 、または同時にテキストとインクの両方を表示  を切り替えることができます。 

インクの入力 

[インク ノート] ウィンドウは、インク スケッチ パネルと同様に動作しますが、独自のコントロール セットがあり

ます。[インク ノート] ウィンドウのサイズは内容に合わせて自動的に調整され、ページの下を伸ばして拡張するこ

とができます。 

インク ツールまたは蛍光ペン ツールを使用してインクを描画します。 

 テキスト ノート ウィンドウをオフにして、インク ノートのために使用できる領域を最大にします。 

 ウィンドウの下端に近い位置 (約 25 mm) にインクを入力すると、ページの下が自動的に拡張されます。

または、[インク] ツール バーの [ページの拡大] ボタン  を使用してページを拡張することができま

す。 

 間違った場合は、消しゴム   を使用してインクを消去します。 

 インクを変更するには、選択ツール   を使用してインクを選択します。ノート内でサイズを変更した

り新しい位置にドラッグしたりできます。 

 [インク ノート] ウィンドウの背景は、[ノートの書式設定] コマンドを使用して [スタイルの変更] モードで設定で

きます。([スタイルの変更] コマンドを使用するには、[マウス モード] に切り替える必要があります。) 

テキスト ノートでのインク ノートの追加 

インク ノートのアイテムをテキスト ノートにテキスト (手書き認識によってインクはテキストに変換されます) や

画像として追加できます。 

ノート内インクのテキストへの変換 

テキスト ウィンドウにインク オブジェクトをドラッグすると、それらは自動的にテキストに変換され、ドロップ

された位置に挿入されます。 

1. [インク ノート] ウィンドウで [インク ノート] ツール バーの選択ツール  を使用してインク オブジェク

トを選択します。 

2. オブジェクトをテキスト ビューにドラッグ アンド ドロップします。両方のビューが表示されている必要

があります。 

その後、インクは通常のテキストに自動的に変換され (手書き認識を使用)、ドロップした位置に挿入されます。 
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または、インクを選択して [インク ノート] ツール バーの [変換テキストとしてテキスト ノートに追加]   をタ

ップします。インクは通常のテキストに自動的に変換され (手書き認識を使用)、テキスト ノートの最後に挿入され

ます。 

 インクからテキストへのコンバータを使用して、マップ上のすべてのインク トピックをテキスト トピックに変換

できます。 

画像としてのインク ノートのテキスト ノートへの追加 

インク ノートを画像としてテキスト ノートに追加できます。 

インクを選択して、[インク ノート] ツール バーの [画像としてテキスト ノートに追加]   をタップします。こ

のコマンドは、選択したインク オブジェクトを PNG 画像に変換し、テキスト ノートの最後に追加します。画像の

後に、追加の空白文字が加えられます。画像はノート内の別の場所に移動できます。 

インク ノートのエクスポート 

ノートを含むエクスポートでは、インク ノートの内容は通常のテキスト ノートの下に画像として表示されます。

マップを Web ページまたは Word ファイルにエクスポートする場合、エクスポートにインク ノートを含めるか、

含めないかを選択できます。Word の場合、このオプションは [Word エクスポート設定] ダイアログ ボックスの [全

般] タブにあります。 

ノートからのすべてのインク オブジェクトの削除 

[インク ノート] ツール バーの [クリア]  ボタンをタップします。 

スケッチの挿入 

1. 次のいずれかを実行します。 

 独立したフローティング スケッチを追加するには、スケッチの挿入のジェスチャ  を描画します。 

 トピック内にスケッチを追加するには、トピックを選択し、[挿入] タブの [インク] グループで [スケッチ] 

をタップします。 

2. スケッチ パッドが表示されます。[挿入] タブの [インク] グループで、ペン   で描画するか、角型蛍光ペ

ン   で描画するかを選択できます。現在のインクの色は、ペンの下に表示されます。 

 ペンまたは蛍光ペンをタップして描画ツールを選択します。 

 [インクの色] 矢印をタップして現在のペンまたは蛍光ペンの新しい色を選択します。 

 [ホーム] タブ、[書式設定] グループ、[塗りつぶしの色] 矢印の順にタップすると、スケッチに異なる背景

色を選択できます。(既定の色は、MindManager の Tablet PC オプションで設定されています。) 

 スケッチでは、筆圧対応ペンを使用するオプションも用意されています。 

スケッチを書くときに間違った場合は、[書式] タブの [インク] グループの消しゴムツール   をタップして消しゴ

ムに切り替えることができます。描画を再開するには、[インクの太さ] をタップします。 

一部のスケッチ要素の移動やサイズ変更を行う場合は、[挿入] タブの [インク] グループのなげなわ選択ボタン   

をタップして、要素を囲むように選択して境界線を描画します。選択された要素は、ボックスで囲まれ反転表示さ

れます。この要素を新しい位置までドラッグするか、ハンドルを使用してサイズを変更します。描画を再開するに

は、[インクの太さ] をタップします。 
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 トピックにスケッチをドラッグ アンド ドロップするとスケッチをトピック内に添付できます。緑色のトピッ

ク アイコンがトピック内のスケッチの位置を示します。 

ペン モードでのマップの編集 

ペンのほとんどのジェスチャは、現在選択されている 1 つまたは複数のオブジェクトに対して作用します。トピッ

クやオブジェクトの書式を設定したり、その他の編集コマンドを使用したりするには、それらを選択する必要があ

ります。 

ペン モードには、インク トピックやスケッチ用の特別な編集コマンドが用意されています。これらのコマンド

は、トピックまたはオブジェクト上のミニツール バーとリボンに表示されます。 

オブジェクトを新しい場所にドラッグしたり、ジェスチャを使用してトピックの切り取り、コピー、貼り付け、削

除を行ったりできます。 

トピックやオブジェクトの選択 

1 つのトピックまたはオブジェクトを選択するには 

 目的のオブジェクトをタップします。 

複数のトピックまたはオブジェクトを選択するには 

1. [ホーム] タブの [編集中] グループで、[選択] の矢印をタップしてから、[複数選択モード] をタップします。 

2. 選択するオブジェクトすべてに接する長方形になるようにタップしてドラッグします。追加のオブジェクトを

選択または選択解除するには、そのオブジェクトをタップします。 

3. 複数選択モードを終了するには、[ホーム] タブの [編集中] グループで、[選択] の矢印をタップしてから、[複

数選択モード] をタップします。 

すべてのオブジェクトの選択を解除するには 

 マップ上の何もない場所をタップします。 

[詳細選択] コマンドを使用すると、一連のトピックを、そのプロパティに基づいて選択できます。 

トピック テキストやインクの編集 

ペン モードでは、インクのトピックと通常のテキスト トピックの両方を編集できます。 

インク トピックの編集 

1. ダブルタップして編集を開始します。インク トピックを選択した場合、インクの追加や編集ができるように

インクの入力ボックスが表示されます。 

2. [挿入] タブの [インク] グループまたはミニツール バーのコマンドを使用して、インクを編集します。 

 選択ツール  を使用してインクを選択してから、新しい線の太さや色を選択したり、サイズの変更や移

動を行ったりします。 

 インクを削除するには消しゴム   を使用します。 

 変更を元に戻す、またはやり直すには、元に戻す   またはやり直し  のジェスチャを使用

します。 

 [検索] コマンドを使用してインク テキストを検索することは可能ですが、インクに対しては [置換] コマンドを

使用することはできません。 
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テキスト トピック、リレーションシップ、および境界線の編集 

通常のテキスト トピック、リレーションシップ、および境界線を通常の方法で編集することもできます。オブジェク

トをタップして選択 (リレーションシップの形状の変更など) するか、ダブルタップしてテキスト トピックの編集

を開始するか、その他のオブジェクトの書式設定オプションを表示します。 

  

スケッチの編集 

1. スケッチをダブルタップして編集を開始します。 

 スケッチはマウス モードでも編集できます。スケッチをダブルクリックして編集します。 

2. さらにインクを追加するか、既存のスケッチを編集します。選択ツール  を使用してインクを選択してか

ら、新しい線の太さや色を選択したり、移動やサイズの変更を行ったりします。 

3. インクを削除するには消しゴム  を使用します。 

4. スケッチ全体のサイズを変更するには、選択して隅のハンドルをドラッグします。 

5. [ホーム] タブ、[書式] グループ、[塗りつぶしの色] 矢印の順にタップすると、スケッチに異なる背景色を選択

できます。(既定の色は、MindManager の Tablet PC オプションで設定されています。) 

変更を元に戻す、またはやり直すには、元に戻す  またはやり直し  のジェスチャを使用します。 

トピックやオブジェクトの移動、切り取りと貼り付け、または削除 

オブジェクトを選択 (タップ) して新しい場所までドラッグする方法が、マップ上でオブジェクトを移動する基本的

な手順です。トピックの移動については、「トピックの再整理」を参照してください。 

切り取り 、コピー 、および貼り付け  のジェスチャを使用してトピックを並べ替えたり複製したりす

ることもできます。 

オブジェクトを削除するには、オブジェクトを選択し、その近くで削除のジェスチャ  を使用します。 

インク トピックのテキストへの変換 

ペン モードで追加した手書きのトピックをテキストに変換できます。変換を行う理由は、インク トピックはテキ

スト トピックより多くのファイル容量を必要とすることです。手書きをテキストに変換すると、マップのサイズが

小さくなります。 

[ペン モード] または [マウス モード] でインクからテキストへのコンバータを使用し、手書き認識を使用してイン

ク トピックをテキストに変換できます。 

 インクからテキストへのコンバータは、トピック ノートでは機能しません。インク ノートからテキスト ノー

トへは個別に変換できます。 

次のいずれかを実行します。 

 トピックを右クリックするかタップした状態で、ショートカット メニューを表示して [インクをテキスト

に変換]、[インクからテキストへのコンバータ] の順にクリックまたはタップします。 

 [その他] タブの [タブレット] グループで [インクからテキストへ] をクリックします。 

コンバータによって、マップ上の各インク トピックがすべて処理されます。トピックごとに、次のオプションから

方法を選択できます。 
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[置換後の文字列] メニューには、選択できるテキストが 5 つまで表示されます。これらの 1 つを選択す

るか、独自のテキストを入力することができます。[反映] を選択すると、インクはこ

のテキストで置き換えられます。 

[すべて反映] マップ上のインク トピックすべてについて最初の候補を受け入れ、手書きを新しいテ

キストに置換します。 

[反映] インクを現在の候補に変換して、次のインク トピックに移動します。 

[次へ] 現在のトピックを変換しないで次のインク トピックに移動します。 

[閉じる] 変換処理を停止します。 

 お使いの Tablet PC でインクからテキストへの変換が機能しない場合は、オペレーティング システムのコント

ロール パネルで既定の入力言語が日本語に設定されていることを確認してください。 
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Windows タッチ ジェスチャの使用 
Windows 7 で動作する Tablet PC またはタッチスクリーン コンピュータがある場合は、MindManager マップでの

作業中にジェスチャを使用できます。お使いのシステムでサポートされるジェスチャについては、Windows 7 のヘ

ルプを参照してください。MindManager のオプションの設定で、特定の機能用に MindManager に認識させるジェス

チャを選択できます。 

標準のジェスチャ  は、コンピュータで通常ジェスチャを使用しているユーザーにとっては使い慣れたものです。 

マウス ジェスチャ 操作 

クリック タップ 1 本の指でタップ 

ダブルクリック ダブルタップ 1 本の指でダブルタップ 

右クリック プレス アンド タップ ターゲットをプレスして、2 本目の指でタップ 

  プレス アンド ホールド 青い円が完全に表示されるまでプレスしてから、指を放

す 

選択対象をドラッグ ドラッグ 1 本の指で選択対象をドラッグ 

スクロール 慣性付きでパン 1 本または 2 本の指でドラッグ 

ズーム 

(Ctrl + スクロール 

ホイール) 

ピンチ 

スプレッド 

2 本の指の間隔を狭める 

2 本の指の間隔を広げる 

パン フリック パンしたい方向にすばやくドラッグ ジェスチャを実行 

- - - 回転 離れた 2 本の指で回転 

MindManager でのジェスチャの使用 

機能 ジェスチャ 

トピックまたはオブジェクトの選択* トピックまたはオブジェクトをタップ 

複数トピックの選択 マップの背景で、トピックに触れる長方形をドラッグ 

ショートカット メニューの表示* プレス アンド タップまたはプレス アンド ホールド 

マップのスクロール マップの背景をドラッグ 

トピックの移動 トピックをタップして選択 

新しい位置までドラッグ 

指を放す 

トピックの展開/折りたたみ タップしてトピックを選択 

右/左に回転 

画像のサイズ変更
1
 タップして画像を選択 

ピンチまたはスプレッド 

拡大/縮小 マップの背景でピンチ/縮小するにはスプレッド 

マップの拡大/縮小、またはマップに合わせて表示
2
 

マップの背景を 2 本の指でタップ 

開いている次/前のマップへの切り替え* 右/左にフリック 

* タップ、プレス アンド ホールド、およびフリックのジェスチャは、すべてのタッチスクリーンおよび Tablet PC 

で使用できます。 

1 この機能は既定で無効になっています。MindManager のオプションを使用して有効にすることができます。 

2 MindManager のオプションを使用して、このジェスチャに適用する機能を選択できます。 
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検証、レビュー、および保存 

マップの検証および準備 

マップを完成させるために、[マップのプロパティ] ダイアログでマップの作成目的と用途についてのコメントを追

加し、[スペル チェック] 機能を使用してスペルミスをチェックし、[ハイパーリンクの修復] コマンドによって他の

ファイルへのリンクをチェックすることができます。特定のトピック テキストを検索して変更する必要がある場合

は、[検索と置換] コマンドを使用します。 

マップのプロパティの設定 

それぞれのマップには、マップに関する情報を提供するプロパティのセットが含まれます。マップのプロパティ

は、マップで作業している間はいつでも更新できます。また、マップまたはマップ テンプレートを最初に保存する

ときに [プロパティ] - [ファイルの概要] ダイアログが自動的に表示されるように MindManager を構成できます。

MindManager の [保存] オプションで、[初回保存時にマップのプロパティを確認する] を使用してください。 

マップのプロパティの変更 

1. 次のいずれかを実行します。 

 マップのワークブック タブを右クリックし、[プロパティ] を選択します。 

 [ファイル] タブで、[情報] をクリックしてから、[プロパティ] をクリックします。 

2. 必要に応じてプロパティを変更します。 

3. 新しいプロパティを使用する場合は、[保存] をクリックします。これらの新しいプロパティは、次にマップを

保存するときにマップと共に保存されます。 

プロパティを以前の値に戻す場合は、[キャンセル] をクリックします。 

 オプション [ファイルの概要] ウィンドウのオプション 

 オプション  [全般] ウィンドウのオプション 

 オプション  [詳細情報] ウィンドウのオプション 

マップ テンプレートの変更およびスタイル テンプレートの変更を行う場合にもプロパティを入力できます。 

マップのスペル チェック 

MindManager のスペル チェック機能は、多くの標準的なスペル チェッカーと類似しており、簡単に操作できま

す。スペル チェックを実行して、マップ上のすべてのトピック テキストとノート テキストをチェックします。ま

た、自動スペル チェック機能を使用してテキストの入力時にスペル チェックが行われるようにしたり、オートコ

レクト機能を使用してスペルを間違いやすい単語を正しい単語に自動的に置換したりできます。 

スペル チェックの開始 

 [レビュー] タブの [検証] グループで、[スペル チェック] をクリックします。 

F7 キーを押します。 

スペル チェックでは、マップ上のすべてのトピック (標準トピック、吹き出しトピック、フローティング トピッ

ク)、およびそれらの添付ノートをチェックします。トピックが折りたたまれている場合も同様です。折りたたまれ

たトピックは、スペルに間違いのある単語や重複する単語が見つかった場合にのみ展開されます。 

スペル チェックによってスペルミスが見つかった場合  

[スペル チェック] ダイアログが開き、"辞書にない単語" フィールドに単語が表示されます。 

 単語のスペルに間違いがある場合は、次の操作を実行できます。 
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o "修正候補の一覧" フィールドから置換する単語を選択します (修正候補をクリックします)。 

o 正しい単語を [修正候補] ボックスに入力します。 

o 次に以下のボタンをクリックします。 

o [変更] をクリックすると、単語が置換されます。 

o [すべてのスペルの変更] をクリックすると、マップ全体でその単語の出現箇所がすべて修正されます。 

o [オートコレクト] をクリックすると、単語が変更され、スペルに間違いのある単語と正しい単語が [オー

トコレクト] の一覧に追加されます。 

o また、トピック テキストを編集して直接単語を修正できます。その後、[スペル チェック] ダイアログの [再

開] をクリックすると、スペル チェックが再開されます。 

o [辞書にない単語] の単語が正しい場合は、次の操作を実行できます。 

o その単語を辞書に追加します。[追加先の辞書] で辞書ファイルを選択し、[辞書に追加] をクリックしま

す。 

 CUSTOM.DIC 辞書 (Microsoft Office ファイル) に単語を追加すると、MindManager のこの辞書に追加されたす

べての単語が、Office アプリケーションでも使用されるようになります。 

 [無視] をクリックして単語を変更せずに続行するか、[すべて無視] をクリックして、このスペル チェック 

セッションではその単語をすべて変更せずに残します (その単語を今後も無視する場合は、辞書に追加する

必要があります)。 

スペル チェックによって重複する単語が見つかった場合  

[スペル チェック] ダイアログが開き、"繰り返された単語" フィールドに単語が表示されます。 

 [無視] を選択してこの出現箇所を無視します。 

 [削除] を選択して繰り返される単語を削除します。 

マップのスペル チェックが終了すると、メッセージが表示されます。 

 任意の時点でスペル チェックを停止するには、[スペル チェック] ダイアログの [閉じる] をクリックします。 

自動スペル チェック 

自動スペル チェック機能を有効にすると、テキストの入力時にチェックが行われます。スペルに間違いのある単語

と重複する単語には赤い下線が表示されます。その単語を右クリックすると修正できます。先頭に修正候補の一覧

を含むショートカット メニューが表示されます。 

 この機能は、MindManager の [スペル チェックのオプション] の [自動スペル チェック] を使用して、すべて

のマップに対して有効または無効にします。 

 この機能を現在のマップでのみ無効にするには、[スペル チェック] をクリックし、[スペル チェック] ダイア

ログで [このドキュメントで自動スペル チェックを行う] オプションをオフにします。 

スペルミスの修正  

1. スペルに間違いのある単語を右クリックします。 

2. 表示されるショートカット メニューで、次のいずれかを行います。 

 メニューの上部に表示される修正候補の一覧から単語を選択して、スペルに間違いのある単語を

置換します。 

 [無視] または [1 回スキップ] を選択して、ここで出現する単語は無視します。 
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 [すべて無視] を選択して、マップ全体でこの単語を無視します。 

 [辞書に追加] をクリックして、既定の辞書に単語を追加します (別の辞書に追加するには、[スペ

ル チェック] をクリックして、他のオプションがある [スペル チェック] ダイアログを開きま

す)。追加した単語は、その後に開くマップではスペルに間違いがあるとは見なされません。 

 [スペル チェック] をクリックして、自分で正しい単語を入力します。 

 [オートコレクト] をクリックして、修正候補の 1 つを選択します。スペルに間違いのある単語と

正しい単語が [オートコレクト] の一覧に追加されます(この単語または他の単語を手動で追加す

る場合は、[オートコレクト] のオプションをクリックします)。 

重複する単語の修正  

1. 重複する単語を右クリックします。 

2. 表示されるショートカット メニューで、次のいずれかを行います。 

 [繰り返された単語の削除] を選択して重複する単語を削除します。 

 [無視] を選択して両方の単語をそのまま残します。 

 [スペル チェック] をクリックして、他のオプションがある [スペル チェック] ダイアログを表示

します。 

 [オートコレクト] 一覧の項目のカスタマイズ 

スペル チェック中に、ユーザーが指定したスペルに間違いのある単語と置換後の単語に基づいて、[オートコレク

ト] の一覧に項目を追加することができます。また、任意の時点でこの一覧を手動で更新することもできます。 

1. [レビュー] タブの [検証] グループで、[オートコレクトのオプション] をクリックします。   

2. 必要に応じて一覧を修正します。 

 新しい項目を追加するには、スペルに間違いのある単語と正しい単語を入力し、[追加] をクリックしま

す。 

 項目を修正するには、その項目を選択し、修正して、[置換] をクリックします。 

 項目を削除するには、一覧から選択し、[削除] をクリックします。 

  オプション  [オートコレクト] のオプション 

 言語と辞書  

スペル チェック辞書の言語は、ドキュメントの言語によって決まります。現在のマップの言語を変更するには、

[レビュー] タブの [検証] グループで、[言語の設定] をクリックします。 

  

 [既定値] をクリックすると、その言語が新しいすべてのドキュメントの既定言語になります。新しいマップ (現

在のマップではありません) の既定言語は、MindManager の [スペル チェックのオプション] ダイアログで変更す

ることもできます。 

ユーザー辞書 

MindManager には、サポートするすべての言語に独自の辞書が用意されています。既知の単語の一覧を拡張する

場合は、ユーザー辞書をスペル チェック処理に追加できます。 

MindManager では、標準の MS Office CUSTOM.DIC 辞書を使用しています。追加のユーザー辞書を使用するオプ

ションは、[スペル チェックのオプション] ダイアログで設定できます。ユーザー辞書は単純なテキスト ファイル 
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(ファイル拡張子は *.DIC) で、正しい単語の一覧 (1 行に 1 つの単語) と最後の空白行から成ります。スペル チェッ

ク エンジンは、これらの単語のスペルが正しいものと認識します。 

スペル チェッカーは、スペルに間違いのある単語をチェックするときに、すべてのユーザー辞書を同時に使用しま

す。ユーザーがユーザー辞書に追加するスペルに間違いのある新しい単語は、[スペル チェック] ダイアログの "追

加先の辞書" フィールドで選択した辞書にのみ追加されます。 

  

マップのハイパーリンクの修復 

リンク先のドキュメントを移動、名前変更、または削除した場合、そのドキュメントへのすべてのハイパーリンク

は "壊れて" しまいます。マップを調べて、ファイルおよびフォルダへのリンクに壊れたものがないかどうかを確認

できます。 

1. [挿入] タブの [トピックの要素] グループで、[ハイパーリンク] の矢印をクリックしてから、[ファイルとフォ

ルダのハイパーリンクの確認] をクリックします。 

2. 壊れたリンクが見つかった場合、リンクを修復するファイルを参照することも、リンクをマップから削除する

こともできます。 

 このコマンドでは、Web サイトやその他の Web 上の場所、および Mindjet Catalyst ワークスペース ドキュメ

ントへのリンクは確認されません。 

 壊れたハイパーリンクをクリックすると、すぐに修復するためのオプションを示すメッセージが表示されま

す。 
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マップへのコメントの追加 

 

コメントの形式でマップに簡単な注釈を追加できます。これらは、短い一時的なメモまたは注意書きとして、"付

箋紙" のように使用できます。より詳細な大きなテキストの場合は、トピック ノートを使用してください。 

コメントは、主にレビュー プロセスで使用されますが、正式なレビューを行わなくても気軽に追加できます。 

後続のコメントは、一覧形式でトピックに追加されます。それぞれに作成者のユーザー名 (MindManager のユーザ

ー情報オプションで定義) と追加された日時が含まれるため、追加元を追跡できます。 

トピックへのコメントの追加 

1. トピックを選択します。 

2. [レビュー] タブの [コメント] グループで [新しいコメント] をクリックします。 

 名前と電子メール アドレスをまだ入力していない場合は、この情報を入力するよう求められます。この情報

は、マップ上のコメントを識別するためだけに使用されます。これは、複数のユーザーから収集したコメント

を含むマップ上で役立ちます。 

3. [トピックのコメント] ウィンドウでコメント テキストを入力します。 

ポインタを [コメント] アイコン  の上に置くと、トピックのコメントが表示されます。コメントの一覧がポッ

プアップ表示されます。 

トピックのコメントの一覧の変更 

コメントを追加した後も [コメント] ウィンドウは開いたままです。ウィンドウを閉じても、トピックのコメント 

アイコンをクリックすれば再度開くことができます。 

ウィンドウ上部のボタンか [レビュー] タブのコマンドを使用して、[コメント] グループに対して次の操作を行えま

す。 

一覧に新しいコメントを追加 

選択したコメントを一覧から削除 

次のコメントにジャンプ 

前のコメントにジャンプ 

コメントの一覧の削除 

 1 つのトピックに対しては、トピックのコメント アイコンを右クリックし、[コメントの削除] をクリックしま

す。 

 複数のトピックに対しては、そのトピックを選択します。その後、[ホーム] タブの [編集中] グループで [クリ

ア] 矢印をクリックしてから、[コメント] をクリックします。 

[表示/非表示] コマンドを使用して、マップ ビューでのトピック上のコメント アイコンの表示を抑制できます 

(マップの印刷時にそれらを表示しない場合など)。 

 

[詳細フィルタ] コマンドを使用して、コメントのあるトピックまたはコメントのないトピックのみを表示した

り、[詳細選択] コマンドでコメントのあるすべてのトピックを選択したりできます。 
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マップのレビュー 

MindManager の [レビュー] コマンドにより、同僚とマップ上で共同作業することができます。そのしくみは次の

とおりです。中心となる共同作業者がマップを作成して、次の共同作業者にそのマップを渡し、マップを受け取っ

た共同作業者は、トピックとコメントを追加してさらに次の共同作業者にマップを渡します。このプロセスを繰り

返し、すべての共同作業者が作業を終えると、マップは中心となる共同作業者に戻ります。中心となる共同作業者

は、集まったレビュー トピックとコメントを評価し、それに応じてマップを修正します。 

レビュー時に追加されたトピックは、各レビューアに自動的に割り当てられたテキストの色と塗りつぶしの色が使

用されるため、視覚的に区別できます。レビューの設定を調整して、追加するレビュー トピックおよびノート用に

特定の色を選択したり、必要に応じて、アイコンや接頭辞を使用してトピックにマークを付けたりすることもでき

ます。また、トピックが修正されたり削除されたりしたときに、マップに対する変更点をコメントを付けて自動的

に追跡する設定を有効にすることができます。 

中心となる共同作業者がレビュー後にマップを受け取るときには、レビュー トピックが元のマップの内容より目立

つようになっています。中心となる共同作業者は、レビュー トピックを承諾するか削除するかを決定できます。 

コメントの追加だけを簡単に行うこともできます。 

レビュー セッションの開始 

 [レビュー] タブの [追跡] グループで [レビューの開始] をクリックします。 

MindManager のオプションの "ユーザー情報" フィールドにユーザー情報をまだ入力していない場合は、レビュー 

セッションの開始時にユーザー名と電子メール アドレスを入力するよう求められます。この情報を使用してコメン

トを識別し、必要に応じて次のレビューアがコメントに返答できるようにします。 

マップ ウィンドウの上部にレビュー モード操作バーが表示され、レビュー モードであることがわかります。 

レビュー トピックとコメントの表示 

通常は、レビューを開始する前に、まずマップに既に追加されているトピックとコメントを確認します。レビュー 

トピック (レビュー セッションで追加されたトピック) には色が付いており、接頭辞や特別なアイコンによってマ

ークが付いている場合もあるので、簡単に見分けることができます。コメント アイコン  の上にカーソルを移

動すると、コメントが表示されます。コメントの中には、レビュー プロセスの間に自動的に追加されたものや、グ

ループによって実際に入力されたものがあります。 

[詳細フィルタ] コマンドを使用すると、コメントのあるトピックのみを表示したり、レビュー トピックのみを表

示したりすることができます (大きなマップの場合に便利です)。コメントとレビュー トピックの検査が終了し

たら、フィルタを削除してもう一度マップ全体を表示できます。 

コメントの順次確認 

 [コメント] アイコン  をクリックして、[コメント] ウィンドウを開きます。 

 [コメント] ウィンドウ、または [レビュー] タブの [コメント] グループで [次へ] ボタン  または [前へ] ボタ

ン  をクリックして、コメント間を移動します。 

レビュー トピックとコメントの追加 

レビュー セッションでは、マップを通常どおり編集できます。新しいトピックは、視覚的に区別されたレビュー 

トピックとして表示されるので、他のレビューアも容易に識別できます。同様に、ノートの新しい段落も色付きの

レビュー ノートとして表示されます。 

いつでも独自のコメントを追加できます。 
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レビュー トピックとレビュー ノートの色は、各レビューアに自動的に割り当てられます。ユーザーは、[レビュー

の設定] を使用して、独自の色を選び、接頭辞またはアイコンが表示されるように設定することもできます。さら

に、追加、変更、または削除したトピックにコメントを自動的に挿入するレビュー設定を有効にすることもできま

す。 

レビューの設定の変更 

 [レビュー] タブの [追跡] グループで、[設定] をクリックします。 

コメントの追加または修正 

1. コメント付きまたはコメントなしのトピックを選択します。 

2. [レビュー] タブの [コメント] グループで [新しいコメント] をクリックします。 

3. コメントを入力します。コメントは、ユーザー情報によって識別されます。 

以前に追加したコメントを変更するには、トピックの [コメント] アイコン   をクリックし、[コメント] ウィン

ドウでコメントを編集します。 

コメントの削除 

1. トピックを選択し、[コメント] ウィンドウをまだ開いていない場合は、[コメント] アイコンをクリックしま

す。 

2. 一覧でコメントを選択します。 

3. [コメント] ウィンドウの [コメントの削除]  をクリックします。 

 他のレビューアのコメントを削除することは可能ですが、通常この処理は、すべてのレビューアがマップのレ

ビューを終えた後に、中心となる共同作業者が行います。 

レビュー セッションの終了 

レビュー セッションは、終了するまでアクティブの状態です。 

 [レビュー] タブの [追跡] グループで、[レビューの終了] をクリックします。 

次のレビューアへのマップの送信 

1. [レビュー] タブの [追跡] グループで、[マップの送信] をクリックします。 

2. その後、次のいずれかの操作を行います。 

 [送信者へ返信] をクリックして、送信元のレビューアにマップを送り返します。 

 [転送] をクリックし、レビューアの名前をクリックして、既にマップをレビューした別の同僚へマップを

送り返します。 

 [転送] をクリックして、新しいレビューアにマップを送信します (作成されるメッセージに送信先の電子

メール アドレスを入力することになります)。 

 [ファイル] タブで、[保存して送信]、[レビュー用に添付ファイルとして送信] の順にクリックします。 

 MINDJET CATALYST 

ワークスペース内のマップへのハイパーリンクを送信できます。[ファイル] タブで、[保存して送

信]、[レビュー用にハイパーリンクとして送信] の順にクリックします。受信者は、マップが存在す

るワークスペースのメンバであることが必要です。 

3. 送信ウィザードにより、レビュー用のマップが添付された (またはマップへのハイパーリンクが含まれる) 電

子メール メッセージが作成されます。受け取ったレビューアがマップを開くと、自動的にレビュー セッショ

ンが開始されます。 
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 [レビューの設定] で [マップに対するすべての変更内容をコメントに記録する] 設定を有効にしていない場合

は、ユーザーが追加したトピックを識別する方法を次のレビューアに知らせることもできます ("私が追加した

のは緑の部分です" など)。この情報を、送信する電子メール メッセージに追加できます。 

 

レビューを中断する必要がある場合もあります。その場合は、レビュー セッションから離れる前 ([レビューの

終了] をクリックする前) にマップを保存してください。次にマップを開くときには、自動的にレビュー セッシ

ョンが開始されます。 

レビューの終了 

全員がマップのレビューを完了したら、1 人 (通常は中心となる共同作業者) が最終的な編集を行うことができま

す。たとえば、レビュー トピックを承諾または拒否し、コメントに合わせて他の修正を行い、すべてのコメントを

削除し、完成したマップをすべてのレビューアに送信します。 

レビュー トピックの承諾または拒否 

1. [レビュー] タブの [追跡] グループで [レビューの開始] をクリックします。 

2. [変更] グループのコマンドを使用して、[次のレビュー トピック]   または [前のレビュー トピック]  に

移動します。 

3. トピックごとに次のいずれかを行います。 

[承諾] - トピックを "通常の" トピックに変更し、レビューの色、接頭辞、およびアイコンを削除しま

す。コマンドの矢印をクリックして [ドキュメント内のすべてのレビュー トピックの承諾] を実行します。 

[レビュー トピックの削除] - マップからトピックを削除します。コマンドの矢印をクリックして [ドキュ

メント内のすべてのレビュー トピックの削除] を実行します。 

次に、[レビューの終了] をクリックし、コメントの検査に進み、それに従ってマップを修正できます。[コメント] 

アイコン  の上にポインタを置いてその内容を確認し、必要に応じてマップを修正します。終了したら、すべ

てのコメントをマップから削除することもできます(レビューアが変更内容を記録するためにコメントを自動挿入し

た場合に、この操作が必要になることがあります)。 

すべてのコメントの削除 

 [レビュー] タブの [コメント] グループで [削除] 矢印をクリックしてから、[マップ内のすべてのコメント

の削除] をクリックします。 

マップ、テンプレート、およびスタイルの保存 

作成または変更したマップは、[保存] および [名前を付けて保存] コマンドを使用して、ドキュメントを保存すると

きの通常の方法で保存できます。 

本来の書式 (.mmap ファイル) で現在のマップを保存するだけでなく、[保存して送信] のコマンドを使用して以下を

保存できます。 

 すべてのマップ 

 現在のマップのコピー 

 現在のマップにフィルタを適用したコピー 

 現在のマップの XML 形式 

 マップを作成する場合の基盤として使用できるテンプレート (.mmat) 

 マップの書式設定情報のみを含むスタイル ファイル (.mmas) 

 Mindjet MindManager 2002 バージョンで読み取り可能な 2002 形式のマップ (*.mmp) 
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マップのサイズが大きくなった場合や、単にトピックを複製する場合は、マップの一部のみを保存するために、ト

ピックを新規マップとしてエクスポートすることも可能です。また、現在のマップや他のマップで簡単に再利用できるよ

うに、トピックを選択してマップ パーツとして保存することもできます。 

マップの一部または全体をさまざまな書式でエクスポートする方法の詳細については、「マップのエクスポート」を

参照してください。 

MINDJET CATALYST 

ワークスペースマップは自動的に保存されます。マップに加えた変更は、変更ごとにリアルタイムに保存され

ます。[名前を付けて保存] コマンドを使って、ワークスペース マップをマップ、マップ テンプレート、また

はマップ スタイルとしてローカルまたは別のワークスペースに保存できます。 

現在のマップの保存 

現在開いているマップは、次のいくつかの方法で保存できます。 

 [保存] コマンドを使用すると、マップが同じ名前で同じ場所に保存されます。現在のマップは開いたまま

の状態です。 

 [名前を付けて保存] コマンドを使用すると、マップが別の名前で別の場所に保存されます。現在のマップ

は閉じられ、新しく保存されたマップが開かれます。 

同じ名前でのマップの保存 

1. 次のいずれかの手順を実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [保存] ボタン  をクリックします。 

 [ファイル] タブ、[保存] の順にクリックします。  

 マップのワークブック タブを右クリックし、[保存] をクリックします。 

Ctrl + S キーを押します。 

2. 新しいマップの場合は次の操作を行います。 

 確認オプションを有効にしている場合は、[プロパティ] - [ファイルの概要] ページが表示されるので、マッ

プの情報を入力できます。 

 [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスでファイル名と保存場所を入力し、[保存] をクリックします。 

 MindManager の [保存] オプションを使って、マップを保存する既定のフォルダを設定します。 

マップは MindManager マッピング ウィンドウに表示されたままになります。 

マップの別の名前および別の場所への保存 

1. [ファイル] タブ、[名前を付けて保存] の順にクリックします。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、フォルダを選択し、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックし

ます。 

新しいマップが MindManager マッピング ウィンドウに表示されます。 

別の形式でマップをエクスポートするには、[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスの [ファイルの種類] の一覧で

別の形式を選択します。 

開いているすべてのマップの保存 

[ファイル] タブ、[保存して送信]、[すべて保存] の順にクリックします。 

マップのコピーの保存 

マップのコピーを保存する場合、現在のマップは開いたままになります。保存したコピーは、その後でマップに加

える変更の影響を一切受けません。 
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1. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[複製保存] の順にクリックします。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスでファイル名と保存場所を入力し、[保存] をクリックします。 

XML 形式でのマップの保存 

1. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[ファイルの種類の変更] の順にクリックします。 

2. [ファイルの種類] 一覧で、[Mindjet MindManager マップ (*.xmmap; *.xml)] をクリックします。 

3. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、フォルダを選択し、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックし

ます。 

マップが ".xmmap" ファイルとして保存されます。マップの編集を続行する場合は [保存] コマンドを使用します。

変更は xml 形式でこのファイルに保存されます。このマップは xml 形式で保存できます。 

フィルタを適用したコピーとしてのマップの保存 

マップにフィルタを適用した場合は、表示されているトピックのみを新しいマップに保存できます。 

1. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[フィルタ後のマップのコピーを保存](Save a Copy of Filtered Map) の順に

クリックします。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、フォルダを選択し、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックし

ます。 

パスワードによるマップの暗号化 

パスワードを知らないとマップを開くことができないようにして、マップを保護できます。 

1. [ファイル] タブ、[情報]、[ドキュメントの暗号化] の順にクリックします。 

2. マップのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。 

3. マップを保存します。 

 これ以降、割り当てたパスワードを入力しないでマップを開いたり変更したりすることはできません。 

MINDJET CATALYST 

ワークスペース マップは、パスワードで暗号化することはできませんが、ロックすることはできます。 

MINDJET CATALYST 

ワークスペース マップの保存 

ワークスペース マップに加える変更は、随時、自動的に保存されます。編集が完了したらマップを閉じるだけで

す。マップを保存する必要はありません。 

上で述べた [名前を付けて保存] または [複製保存] コマンドを使って、ローカル マップをワークスペースに保存し

たり、ワークスペース マップをあるワークスペースから別のワークスペースに保存したり、ワークスペース マッ

プをローカル コピーとして保存したりできます。 

ローカル マップをワークスペースに保存する 

ワークスペース マップを別のワークスペースに保存する 

[Mindjet Catalyst で保存] をクリックし、ワークスペースを選択します。 

アプリケーション タイトル バーのマップ名が変更され、これによって新しいワークスペース マップで作業してい

ることがわかります (例 : 「Gamma workspace: Project Plan」)。 加えた変更は、すべて新しいマップにのみ反映

され、元のマップは影響を受けません。 

[複製保存] コマンドを使ってマップをワークスペースに保存する場合は、元のマップが引き続き作業対象になりま

す。 
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 ローカル マップのコピーをワークスペースに直ちに送るには、マップの背景を右クリックし、[ワークスペー

スに送信] をクリックしてからワークスペース名をクリックします。ローカル マップは、現在のマップとして

開いたまま残ります。 

ワークスペース マップをローカル コピーに保存する 

フォルダ一覧でローカル システム上のフォルダを選択します。 

アプリケーション タイトル バーのマップ名が変更され、これによって新しいローカル マップで作業していること

がわかります。加えた変更は、すべて新しいローカル マップにのみ反映され、元のマップは影響を受けません。 

 ワークスペース マップを保存する方法の詳細については、「ワークスペース ドキュメントのコピーの保存」を参照

してください。 

マップ テンプレートとして保存 

1. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[ファイルの種類の変更]、[MindManager マップ テンプレート] の順にクリ

ックします。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、フォルダを選択し、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックし

ます。 

3. 新しいテンプレートの場合は、[プロパティ] - [ファイルの概要] ページが表示されるので、テンプレートにつ

いてのコメントおよびその他の情報を入力できます。[OK] をクリックすると、テンプレートが保存されま

す。 

この保存場所は、[新規マップ] ダイアログ (新しいマップを作成するときに表示されます) にテンプレートを追加したり、オ

ーガナイザに追加したり、別のユーザーに送信したりするときのために書き留めておいてください。 

MINDJET CATALYST  

 [Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてからワークスペースを選択することで、テンプレートをワークスペースに保存で

きます。テンプレートをワークスペースに保存する場合は、保存後に元のマップに対して引き続き作業を行うことができま

す。加えた変更は、すべて元のマップにのみ反映され、新しいテンプレートは影響を受けません。 

ワークスペースからテンプレートを使用して新しいマップを作成することはできません。テンプレートを使用する

には、そのローカル コピーを作成する必要があります。 

 ローカル テンプレートのコピーをワークスペースに直ちに送るには、テンプレートを開いて、テンプレートの

背景を右クリックします。[ワークスペースに送信] をクリックし、ワークスペース名をクリックします。ロー

カル テンプレートは開いたままになります。 

マップのスタイル情報の保存 

1. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[ファイルの種類の変更]、[MindManager マップ スタイル] の順にクリック

します。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、フォルダを選択し、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックし

ます。 

3. 新しいスタイルの場合は、[プロパティ] - [ファイルの概要] ページが表示されるので、スタイルについてのコ

メントおよびその他の情報を入力できます。[OK] をクリックすると、スタイルが保存されます。 

この保存場所は、[新規マップ] ダイアログ (新しいマップを作成するときに表示されます) にスタイルを追加したり、ファイ

ルから別のマップにこのスタイルを適用したり、スタイルをオーガナイザに追加したり、別のユーザーに送信したりす

るときのために書き留めておいてください。 
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 スタイルをワークスペースに保存するには、[Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてから、ワークスペース

を選択します。スタイルをワークスペースに保存する場合は、保存後に元のドキュメントに対して引き続き作

業を行うことができます。加えた変更は、すべて元のマップにのみ反映され、新しいスタイルは影響を受けま

せん。 

 ワークスペース ファイルからスタイル テンプレートを直接適用することはできません。スタイルを適用する

には、そのローカル コピーを作成する必要があります。 

 ワークスペース内のスタイル テンプレートは、他のワークスペース ファイルと同じように編集できます。 

MindManager 2002 形式でのマップの保存 

1. [ファイル] タブ、[名前を付けて保存] の順にクリックします。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログの [ファイルの種類] の一覧で、[Mindjet MindManager 2002 マップ] を選択し

ます。 

3. フォルダを選択して、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックします。 

[保存] をクリックすると、新しいマップが MindManager 2002 形式で作成されます。このマップは、MindManager 

2002 以降のバージョンで開くことができます。 

MINDJET CATALYST 

MindManager 2002 形式のマップは、Mindjet Catalyst ワークスペースに追加できません。 

マップの違い 

全般的に、2002 形式のマップは元のマップに似ていますが、MindManager 2002 でサポートされていないマップ

要素は、新しいマップには保存されません。 保存されない要素  

 トピックの線の色 (線の色は使用されません) 

 トピックの図形 (中心トピックの図形は保持されます) 

 一部のリレーションシップと境界線のスタイル 

 一部のアイコン (情報コードに置き換えられました) 

 フローティング トピックのサブトピック 

 テキストと画像の両方があるフローティング トピック (テキストのみが使用されます) 

 中心トピックのハイパーリンク 

 一部のノート オプション (表の罫線の色、表の幅、および列の幅) 

 タグ 

 カスタム プロパティ 

 スプレッドシート トピック 

 添付ファイル 

 Outlook アイテム 

 Excel アイテム 

マップの自動回復情報の保存 

MindManager は、自動回復情報を一定の間隔で自動的に保存することにより、異常終了 (電力供給の停止やシステ

ム クラッシュなど) から保護します。マップを保存する前にシステムがシャットダウンした場合は、システムを再

起動して MindManager をもう一度起動したときに、この機能によってマップを復元できます。 
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マップの送信および共有 

マップと Catalyst リンクの送信 

マップを他の人に配布する最良の方法は、受信者が MindManager ユーザーであるかどうかによって異なります。 

全員 : 

表示用に自己完結型の Mindjet Player マップとして PDF または SWF 形式のマップを送信できます。

MindManager Player ファイルには対話型マップが含まれており、受信者はマップの位置調整、トピックの展開と

折りたたみ、トピック ノートの参照、テキストの検索、選択したトピックまたはマップ全体の印刷などを行えま

す。Player マップは標準ブラウザで表示でき、特別なソフトウェアは必要ありません。  

 Mindjet Player マップはだれかと共有することもできます。MindManager および Mindjet Catalyst のユーザー

は、マップのコピーをローカル システムまたは Mindjet Catalyst のワークスペースにダウンロードできます。 

MindManager ユーザーのみ : 

表示および編集用に .zip アーカイブに圧縮されたマップ (オプションでそのマップにリンクされたドキュメント) 

を送信できます。受信者は、マップおよび関連ドキュメントを圧縮解除し、MindManager を使用してそれらを表

示および編集できます。 

MINDJET CATALYST  

受信者が、マップが存在するワークスペースのメンバで Catalyst ユーザーである場合は、マップへのリンク

だけを送信することができます。 

現在のマップの送信 

現在のマップ、マップ テンプレート、またはマップ スタイルを他の MindManager ユーザーに送信できます。レビ

ューアの場合は、マップを電子メールで送信するときに "レビュー用" のオプションを使用できます。  

マップを送信するときは、現在のマップ、テンプレート、またはスタイル (必要に応じて、リンクされたドキュメ

ント) を使用して ZIP アーカイブを作成します。 

リンク マップ ビューの [電子メールとして送信] は、複数のリンクされたマップ ファイルを 1 つの ZIP ファイルに

結合するコマンドです。 

マップ、テンプレート、またはスタイルの送信 

1. マップ、テンプレート、またはスタイルを開きます。 

2. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[電子メールで送信] の順にクリックしてから、[添付ファイル] または [レビ

ュー用の添付ファイル] をクリックします。   

この 2 つの "送信" コマンドは似ています。"レビュー用" コマンドは、レビュー フラグを Outlook 電子メールに追

加し、件名を "レビュー" に変更します。また受信側システムでは、マップは自動的にレビュー モードで表示され

ます。 

リンク マップ ビューからのマップの送信 

 リンク マップ ビューで 1 つまたは複数のマップを選択します。[リンク マップ] グループで、[電子メールと

して送信] をクリックします。 

 親マップを選択すると、親とレベル 1 のマップのみが送信されます。レベル 2 以上のマップを送信するに

は、それらを選択する必要があります。 

ZIP アーカイブの作成 

ZIP アーカイブで使用するオプションを選択するよう求められます。これらの手順は、アーカイブを作成するため

の [ドキュメント圧縮] 機能で使用する手順と同じです。 
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 添付ファイルは、別のファイルとしてではなく、マップ ファイル自体の中に保存されるので、マップの送信時

に必ず自動的に組み込まれます。 

マップおよびドキュメントが 1 つの ZIP アーカイブに圧縮され、添付ファイルとしてそのアーカイブが添付された

電子メール メッセージが作成されます。 

 この機能を使用するには、電子メール プログラムを MAPI サーバーとして設定する必要があります。ほとんど

の電子メール クライアントにはこのオプションがあります。これらのコマンドは、MS Hotmail や AOL などの 

Web ベースの電子メールでは使用できません。この場合は、[ドキュメント圧縮] コマンドを使用してアーカイブ

を作成し、そのアーカイブを電子メールの添付ファイルとして必要な受信者に送信できます。 

  

Mindjet Player マップの送信 

表示用に自己完結型の Mindjet Player マップとして PDF または SWF 形式のマップを送信できます。Mindjet 

Player ファイルには対話型マップが含まれており、受信者はマップの位置調整、トピックの展開と折りたたみ、ト

ピック ノートの参照、テキストの検索、選択したトピックまたはマップ全体の印刷などを行えます。 

1. マップを開きます。 

2. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[電子メールで送信]、[Mindjet Player] の順にクリックします。 

3. PDF または SWF 形式を選択します。  

PDF 形式のファイルを表示するには、Adobe Reader が必要です。  

SWF 形式のファイルを表示するには、Flash プラグイン付きのブラウザまたは Flash ファイルを表示できる

その他のアプリケーションが必要です。 

Mindjet Player ファイルが添付され、メッセージに受信者への説明が記載された電子メール メッセージが自動的に

表示されます。受信者を追加して、メールを送信します。 

 注: 

 

この機能を使用するには、電子メール プログラムを MAPI サーバーとして設定する必要があります。ほとんど

の電子メール クライアントにはこのオプションがあります。これらのコマンドは、MS Hotmail や AOL などの 

Web ベースの電子メールでは使用できません。この場合は、Mindjet Player ファイルを作成してから、そのファ

イルを電子メールの添付ファイルとして必要な受信者に送信できます。 

 

PDF 形式のファイルを表示するには、Adobe Reader が必要です。別の PDF ビューアを使用する場合は、

Flash コンテンツが埋め込まれた PDF をサポートしている必要があります。 

 

Mindjet Player ファイルを生成するには、インターネットに接続している必要があります。  

Mindjet Player マップは編集できません。 

 

Mindjet Player は一部のマップ要素をサポートしていません。 

Mindjet Catalyst リンクの送信 

Mindjet Catalyst を一緒に使用する MindManager に適用されます。 

ワークスペース、ワークスペース ドキュメント、またはワークスペース マップ上のトピックへのリンクを送信で

きます。受信者がリンク先のワークスペースまたはドキュメントを開くには、そのワークスペースのメンバである

必要があります。 

ワークスペースへのリンクの送信 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ワークスペース] タブの [ワークスペース] グループで [電子メール] 矢印をクリックします。 

 [ワークスペース] 一覧でワークスペース名を右クリックして、[電子メール] をポイントします。 
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2. 次のどちらかをクリックします。 

 [ワークスペース リンクの送信]。ワークスペース リンクを含む新しい電子メール メッセージが表示され

ます。受信者がリンクを開くには、そのワークスペースのメンバである必要があります。目的のワークス

ペースのメンバになっていない受信者にリンクを送信する場合は、それらの受信者をワークスペースに追

加する必要があります。 

 [ワークスペース リンクをワークスペース メンバに送信]。[電子メールの宛先の選択] ダイアログ ボックス

で宛先を選択し、[OK] をクリックします。選択した宛先にアドレスが指定された、リンクを含む新しい電

子メール メッセージが表示されます。 

ワークスペース ドキュメントへのリンクの送信 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [電子メール] 矢印をクリックします。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメント名を右クリックして、[電子メール] をポイントします。 

2. 次のどちらかをクリックします。 

 [ドキュメント リンクの送信]。ドキュメント リンクを含む新しい電子メール メッセージが表示されま

す。受信者がリンクを開くには、そのワークスペースのメンバである必要があります。このドキュメント

を含むワークスペースのメンバになっていない受信者にリンクを送信する場合は、それらの受信者をワー

クスペースに追加する必要があります。 

 [ドキュメント リンクをワークスペース メンバに送信]。[電子メールの宛先の選択] ダイアログ ボックスで

宛先を選択し、[OK] をクリックします。選択した宛先にアドレスが指定された、リンクを含む新しい電子

メール メッセージが表示されます。 

ワークスペース マップ内のトピックへのリンクの送信 

1. ワークスペース マップ上で、目的のトピックを右クリックします。 

2. [送信] をポイントし、次のいずれかをクリックします。 

 [トピック リンクの電子メール送信]。トピック リンクを含む新しい電子メール メッセージが表示されま

す。受信者がリンクを開くには、そのワークスペースのメンバである必要があります。このマップを含む

ワークスペースのメンバになっていない受信者にリンクを送信する場合は、それらの受信者をワークスペ

ースに追加する必要があります。 

 [トピック リンクをワークスペース メンバに電子メール送信]。[電子メールの宛先の選択] ダイアログ ボッ

クスで宛先を選択し、[OK] をクリックします。選択した宛先にアドレスが指定された、リンクを含む新し

い電子メール メッセージが表示されます。 

マップの共有 

マップを共有すると、そのマップは、スタンドアロンの対話型 Mindjet Player マップとしてオンラインの [共有しているコンテン

ツ] 領域にコピーされます。その後は、画面の指示に従ってその共有マップへのリンクを配布または公開します。 

MINDJET CATALYST 

ワークスペースからマップを共有するには、ワークスペースの所有者または作成者である必要があります。 

リンクがクリックされると、その人のブラウザにマップが表示されます。MindManager を持っていない人でも、共有マップを表

示して操作できます。共有マップを表示している人は、マップのツール バーのコマンドを使用することで共有をリレーすること

ができます。 

[コピーの許可] オプションを有効にすることでコピーを許可した場合、共有マップを表示できるユーザーはだれで

も、共有マップのメニューのコマンドを使用してマップをコピーできます。 

 マップのローカル コピーをダウンロードすることで、MindManager for Windows がなくても使用するこ

とができます。 
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 Mindjet Catalyst のブラウザベースのマッピング機能を使用して、Mindjet Catalyst ワークスペースにマッ

プをコピーし、編集することができます。また、Mindjet Catalyst と連携した MindManager for Windows 

を使用することもできます (この場合、マップをワークスペースにコピーするために Mindjet Catalyst アカ

ウントが必要です)。   

 Mindjet Player マップには、一部のマップ要素が含まれません。 

 また、MindManager を使用すると、スタンドアロンの対話型 Mindjet Player マップ (他の形式のマップも含む) 

を電子メールの添付ファイルとして配布したり、エクスポートしたりすることができます。 

マップの共有 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル]、[保存して送信]、[共有]、[ドキュメントの共有] の順にクリックします。 

 [その他] タブで [共有] をクリックします。 

 Catalyst ワークスペース ウィンドウのリボンで [共有] をクリックし、[ドキュメントの共有] をク

リックします。 

 [共有] または Mindjet Catalyst にまだサインインしていない場合は、[共有] 機能を使用するために Mindjet ID の

入力を求められます。お使いの MindManager のバージョンを Mindjet オンライン ストアから購入した場合、また

は Mindjet Catalyst アカウントの所有者またはメンバである場合は、既に Mindjet ID を持っています。Mindjet ID 

がない場合は、作成するよう求められます。 

2. 画面の指示に従ってマップを共有します。電子メールやインスタント メッセージを使用する方法と、マッ

プのリンクをネットワーキング サイトに公開して共有する方法があります。 

 他のユーザーに共有マップのコピーの作成を許可する場合は、[共有しているコンテンツ] ページで [コピーの許

可] の設定を有効にします。 

このリンクにアクセスできるすべてのユーザーは、そのリンクをクリックすると、そのユーザーが使用しているブ

ラウザで共有マップを表示し、対話的に操作できます。ソフトウェアを個別に用意する必要はありません。マップ

は、Mindjet Player に表示されます。Mindjet Player には、マップをさらに共有するためのコマンドおよび (コピー

が許可されている場合) マップをコピーまたはダウンロードするためのコマンドがあります。 

共有コンテンツの管理機能では、現在共有しているマップの確認、マップのコピー許可の変更、マップのさらなる

共有、マップのコピーのダウンロード、共有を解除したマップの一覧からの削除などを実行できます。 

 コンピュータを他のユーザーと共有して使用している場合は、共有機能の使用が終了したときにサインアウト

できます。Mindjet Catalyst にサインインしている場合、[共有] からサインアウトすると Catalyst からもサイン

アウトします。 
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共有マップの管理 

[共有しているコンテンツ] 領域には、共有したすべてのマップのコピーが入ります。共有マップを表示および管理

するには : 

 [ファイル] タブ、[保存して送信]、[共有]、[共有しているコンテンツ] の順にクリックします。 

 Catalyst ワークスペース ウィンドウのリボンで [共有] をクリックし、[共有しているコンテンツ] をクリッ

クします。 

[共有しているコンテンツ] ページには、次の項目が表示されます。 

公開

名 

マップ名をクリックすると、他のメンバに表示される場合と同様に Mindjet Player でマップをプ

レビューできます。 

公開

日 

マップが最初に共有された日付を示します。 

 この日付は、マップを再度共有しても変更されません。 

コピ

ーの

許可 

このオプションをオンにして、マップを表示するメンバがマップを自分の Mindjet Catalyst ワーク

スペースにコピーすること、またはローカル コピーをダウンロードすることを許可します。 

マッ

プの

共有 

既に共有されているマップを再共有する (リンクを新しい場所に掲載するか、さらに別のメンバに

送信する) には、  をクリックします。 

ダウ

ンロ

ード 

マップのコピーをネイティブの .mmap 形式でローカル システムにダウンロードするには、  を

クリックします。このマップは、MindManager for Windows または MindManager for Mac で使用

できます。 

削除 共有コンテンツの一覧からマップを削除するには、  をクリックします。このマップはそれ以降

使用できなくなります。既にマップを共有している場合、いずれかのメンバがリンクをクリック

してマップを表示しようとすると、代わりに [ファイルが見つかりません] というメッセージが表

示されます。 

 列見出しをクリックすると、共有マップの一覧を並べ替えることができます。 
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印刷とエクスポート 

印刷 

MindManager でのマップの印刷は、他の多くのアプリケーションでの印刷と同様です。  

次のものを印刷できます。 

 マップ全体または選択したトピック 

 1 枚または複数のスライド  

 アウトライン形式のマップ (または選択したトピック) 

 選択したトピックまたはすべてのトピックのノート 

 マップのガント チャート 

トピックは、表示されているとおり (展開した状態または折りたたんだ状態) に印刷されます。フィルタで非表示になっ

ているトピックは印刷されません。 

 印刷しないマップ要素を一時的に非表示にするには、[表示/非表示] コマンドを使用します。 

印刷オプションを使用して、プリンタ、印刷範囲、印刷部数、および拡大縮小 (複数ページ) の各オプションを選択

します。サイズの大きなマップを印刷するために特別なオプションが用意されています。  

[ページ設定] のオプションで、マップの向き、ページ余白、ヘッダーとフッター、罫線などを調整します。 

[印刷プレビュー] により、選択した印刷およびページ設定オプションを適用して印刷した場合のマップの外観を確

認できます。 

これらのダイアログ ボックスにあるそれぞれのボタンにより、さまざまなオプション画面に切り替えることができ

ます。 

マップの印刷 

次のいずれかを実行します。 

 通常使うプリンタでマップをすぐに印刷する場合は、クイック アクセス ツールバーの [クイック印刷]  を

クリックするか、[ファイル]、[印刷]、[クイック印刷] の順にクリックします。 

 印刷オプションを調整してから印刷する場合は、[ファイル]、[印刷] の順にクリックして、[印刷] ダイアログ 

ボックスを表示します。このダイアログ ボックスで、プリンタ、印刷範囲、印刷部数、および拡大縮小のオ

プションを指定できます。追加のオプションを設定するには [ページ設定] をクリックし、印刷プレビューを

確認するには [プレビュー] をクリックします。 

大きなマップの印刷 

マップのサイズが大きい場合は、単一のレター サイズ ページで印刷すると、読みにくくなる可能性があります。

大判出力に対応したプリンタを使用できない場合は、マップを数ページに分けて印刷することで、"ビルボード ス

タイル" のポスター サイズのマップを作成できます。 

1. [ファイル] タブ、[印刷]、[印刷] の順にクリックして、[印刷] ダイアログ ボックスを表示します。 

2. [拡大縮小] で、ページ数、およびマップの印刷に使用する配置を選択します。 

 出力を確認するには、[プレビュー] をクリックして印刷プレビューを表示します。同時に 2 ページ分を表示す

ることも、順次ページを表示することもできます。 

 

必要に応じて、[ページ設定] のオプションでページの区切りとページ番号設定を追加します。 
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選択したトピックの印刷 

選択したトピックとそのサブトピックのみが印刷されるように選択できます。これは、1 つのトピック ツリーを印

刷する場合の最も簡単な方法です。数個のトピックだけを印刷しマップ全体は印刷しない場合は、他のトピックに

フィルタを適用して除外してから、マップを印刷することができます。 

1. 印刷するトピックを選択します。 

2. [ファイル] タブ、[印刷]、[印刷] の順にクリックします。 

3. [印刷] ダイアログ ボックスの [印刷範囲] で、[選択したトピック以下] をクリックします。 

4. 印刷結果を確認する場合は、[プレビュー] をクリックします。 

5. [OK] をクリックして、マップを印刷します。 

 任意のトピックのノートのみを印刷することもできます。 

スライドの印刷 

1 枚のスライド、特定の範囲のスライド、またはすべてのスライドを印刷できます。各スライドは、個別のページ

に印刷されます。各スライドの灰色のボックスが、印刷される領域です。  

1. スライド ビューを使用して、印刷するスライド (1 枚のスライドを印刷する場合) または任意のスライド (特定の

範囲のスライドまたはすべてのスライドを印刷する場合) を表示します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [スライド] ウィンドウの [スライド] プルダウン メニューで、[スライドの印刷] をクリックします。 

 [ファイル] タブ、[印刷]、[印刷] の順にクリックします。 

3. [印刷] ダイアログ ボックスの [印刷範囲] で、[すべてのスライド]、[範囲]、[選択したスライド] のいずれかを

選択します。  

4. 印刷結果を確認する場合は、[プレビュー] をクリックします。 

5. [OK] をクリックして、スライドを印刷します。 

アウトラインの印刷 

アウトライン ビューでは、アウトラインを印刷できます。  

アウトライン ビューから印刷する場合の利点は、さまざまな詳細レベルを指定してトピックを印刷できることで

す。Word のエクスポートと同様、選択したトピックのみが印刷されるように選択できます。 

アウトライン ビューに表示されたマップを印刷すると、表示されている要素のみが印刷されます。つまり、トピッ

クが折りたたまれている場合、そのサブトピックは印刷されません。これにより、個々のトピックについてさまざ

まな詳細レベルを指定して、アウトラインを印刷できます。また、選択したトピックだけを印刷することや、特定

の内容を含むトピックだけを印刷することもできます。 

 また、単純なアウトラインを作成することや、マップを Word にエクスポートして詳細なアウトラインを作成する

こともできます。 

アウトラインとしてのマップの印刷 

1. 特定のトピックのみを印刷する場合は、まずそのトピックを選択します。印刷するアウトラインの詳細レベル

まで、トピックを展開するか折りたたみます (  または  アイコンを使用)。 

2. [ファイル] タブ、[印刷]、[印刷] の順にクリックして、[アウトライン印刷] ダイアログ ボックスを表示しま

す。オプション 

3. オプション - 印刷するアウトラインの余白およびその他の設定を選択するには、[ページ設定] をクリックしま

す。これらの設定は、マップと共に保存されるので、次にマップを印刷するときにも同じ設定が使用されま

す。 
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4. ダイアログ ボックスで項目を選択し、[印刷] をクリックします。 

ノートの印刷 

1 つのトピックのノートまたはマップ上のすべてのノートを簡単に印刷できます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 トピックのノート アイコン   を右クリックします。 

 [ファイル] タブ、[印刷] の順にクリックします。 

2. 次のどちらかをクリックします。  

 [ノートのクイック印刷]: 通常使うプリンタに現在のトピックのノートを直接送信します。 

 [ノートの印刷]: 選択したトピックまたはすべてのトピックのノートを印刷します ([印刷] ダイアログ ボッ

クスが表示されるので、印刷オプションを調整できます)。 

 MindManager は、この機能に Microsoft Word を使用します。 

ガント チャートとしての仕事の印刷 

マップに仕事が含まれている場合は、,それらをガント チャートとして印刷できます。印刷するにはガント チャート

を表示する必要があります。特定の仕事だけを印刷する場合は、ガント チャートでそれらを選択します。. 

 [ファイル] タブ、[印刷]、[ガント チャートの印刷] の順にクリックします。 

ガント チャートで選択した仕事を印刷したり、すべての仕事を印刷したりすることができます。 

ページ設定オプションの変更 

ページ設定オプションは、印刷する前に設定できますが、[印刷] または [印刷プレビュー] ダイアログ ボックスから

アクセスすることもできます。 

ページ設定のオプションにより、次のオプションを選択できます。  

 使用するページ サイズ 

 向き (縦、横、または自動) 

 ページの余白 (使用する単位は、システム設定によって決まります) 

 次の要素を印刷するかどうか 

背景画像 (印刷時間を短縮したり、PDF ファイルを印刷したりする場合はこの設定をオフにします) 

ページの区切り (複数ページ マップ用の登録マーク) 

ページ数 (複数ページ マップの場合は "ページ 2/4" など) 

罫線 

 フォントの選択と位置調整が可能なヘッダーまたはフッター。ユーザー独自のテキストを入力するか、ま

たは矢印ボタンをクリックして、注記の標準セット (日付、時刻、ファイル名など) から選択します。作成

者情報は、マップの [全般] プロパティ設定が使用されます。 

[印刷範囲]、[印刷部数]、および [拡大縮小] (複数ページ) などの他のオプションは、[印刷] ダイアログ ボックスで設

定します。 
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ページ設定の変更 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブ、[印刷]、[ページ設定] の順にクリックします。 

 [印刷] または [印刷プレビュー] ダイアログ ボックスで [ページ設定] をクリックします。 

2. 印刷で使用するオプションを選択します。これらのオプションは、マップと共に保存されます。 

 印刷の向きに [自動] を選択すると、ページに最適なマップの向きが選択されます。 

3. [印刷] をクリックしてマップを印刷するか、または [プレビュー] をクリックしてページ設定を確認します。 

これらの設定は、マップと共に保存されるので、次にマップを印刷するときにも同じ設定が使用されます。 

  

印刷プレビューの表示 

印刷プレビューにより、選択した印刷設定およびページ設定オプションを使用して印刷した場合のマップの外観が

表示されます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブ、[印刷]、[印刷プレビュー] の順にクリックします。  

 [印刷] または [ページ設定] ダイアログ ボックスで [プレビュー] をクリックします。 

2. 複数ページにマップを印刷する設定を選択した場合 (サイズの大きなマップまたは複数のスライドの場合) 

は、[次のページ] コマンドと [前のページ] コマンドを使用してページを順次表示するか、[2 ページ] をクリッ

クして同時に 2 ページ分を表示することで、個々のページを確認できます。  

[ズーム] のコマンドを使用して、詳細レベルを変えて確認します。 

3. 印刷の準備ができたら、[印刷] をクリックするか、または [ページ設定] をクリックして設定画面に戻り、ペー

ジ オプションを変更します。 

マップは、ウィンドウを閉じるか印刷するまで、[印刷プレビュー] ウィンドウに表示されます。 
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マップのエクスポート 

マップ (または場合によっては選択したトピックのみ) は、他のさまざまな形式にエクスポートできます。Mindjet 

Player のスタンドアロンの対話型マップを作成することもできます。 

[ファイル] タブの [エクスポート] ダイアログにあるコマンドを使用するか、[名前を付けて保存] ダイアログの [フ

ァイルの種類] ボックスで形式を選択することによって、マップをエクスポートできます。 

 使用したいエクスポートがどちらの場所にも表示されない場合は、[アドイン] オプションを使用して、該当す

るエクスポートのアドインを有効にする必要があります。単純なアウトライン ([ファイルの種類] ボックスの

み) は、[変換] オプションを使用して有効にします。 

エクスポート オプション   

PDF としてエクスポート 

 
  

Adobe Acrobat PDF ドキュメント形式の静的な画像またはテキスト 

アウトライン。展開されているトピックは展開された状態で、折り

たたまれているトピックは折りたたまれた状態で表示されます。フ

ィルタで非表示になっているトピックは取り込まれません。 

Mindjet Player ファイルのエクスポート (PDF 

または SWF) 

PDF または SWF 形式の対話型 Mindjet Player ファイル。トピック

は、ファイルを見る人が展開したり折りたたんだりできます。フィ

ルタで非表示になっているトピックは取り込まれません。 

[画像としてエクスポート] 色深度、サイズ、および解像度を選択できる BMP、GIF、JPEG、

PNG のビットマップ画像 

EMF または WMF 形式のベクタ画像 

[ドキュメント圧縮] リンクされたマップとドキュメント、およびパスワード保護を含め

るオプション付きの、.mmap 拡張子の ZIP ファイル 

[Web ページとしてエクスポート] テンプレートまたはカスタム設定に基づく HTML ページのコレクシ

ョン 

Microsoft Word にエクスポート 

「Microsoft Word との連携」を参照 

アウトライン設定、マップ要素、Word テンプレート、リンク、グラ

フィックスおよびヘッダー/フッター オプションを選択できる 

Microsoft Word 文書 

Microsoft PowerPoint プレゼンテーション

としてスライドをエクスポート 

「Microsoft PowerPoint との連携」を参照 

箇条書きを使用するアウトラインまたは PowerPoint オブジェクトと

してトピックが含まれる、単一のスライドまたは完全なプレゼンテ

ーション 

仕事情報を Microsoft Project にエクスポ

ート 

「Microsoft Project との連携」を参照 

タスクおよび優先度の設定を選択できる Microsoft Project ファイル 
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PDF ファイルのエクスポート (静的なマップ画像またはテキスト アウトライン) 

[エクスポート] メニューから、または PDF X-Change 印刷ドライバに印刷することで、PDF を作成できます。印

刷する際に、プリンタの [プロパティ] 機能で高度な PDF オプションを利用したり、選択したトピックのみをエク

スポートしたりすることもできます。 

PDF ファイルのエクスポート 

1. マップを PDF でどのように表示するかを調整するには、次のいずれかの操作を行います。 

 トピックを展開するまたは折りたたむ 

 取り込みの対象外にするトピックをフィルタで非表示にする 

 マップ要素を表示するまたは非表示にする 

 マップをアウトライン ビューで表示する 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブ、[エクスポート]、[PDF としてエクスポート] の順にクリックします。 

 [ファイル] タブ、[名前を付けて保存] の順にクリックして、[ファイルの種類] 一覧から [PDF ファイル 

(*.pdf)] を選択します。 

3. 保存先を [保存する場所] から選択して、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックします。 

MINDJET CATALYST  

ファイルをワークスペースに保存するには、[Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてから、ワークスペースを選択し

ます。 

4. [PDF のエクスポート設定] ダイアログ ボックスで PDF 情報を入力して、ファイルに使用するオプションを選

択します。 

5. [OK] をクリックします。 

マップまたはアウトラインが PDF 形式のドキュメントにエクスポートされます。このファイルは、Adobe Acrobat 

Reader で開くことができます。 

 PDF-XChange 書き出しツール 

 

PDF-XChange 書き出しツールは、MindManager によってインストールされ、PDF ファイルを作成したり 

PDF ファイルに出力したりするために使用されます。システムのすべてのアプリケーションで、プリンタとし

て使用できます。ただし、MindManager 以外のアプリケーションから出力された PDF ページの先頭には、

"Click to buy NOW!" という透かしテキストが表示されます。 

 

アウトライン ビューから PDF を作成したり PDF に出力したりする場合は、Microsoft Word を使用してアウト

ラインが作成されます。生成される PDF にアウトラインが含まれますが、"Click to buy now!" という透かしテ

キストも含まれます。  

 

すべてのアプリケーション用にこのドライバのライセンスを取得する方法については、透かしテキストをクリ

ックしてください。 

 

MindManager をアンインストールしても、PDF X-Change 書き出しツールはシステムから削除されません。別

途アンインストールする必要があります。 
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PDF ファイルへの出力 

マップまたはアウトラインの PDF ファイルは、[印刷] コマンドを使用して作成することもできます。この方法で

は、プリンタの [プロパティ] 機能を使用して高度な PDF オプションを利用したり、選択したトピックのみをエク

スポートしたりすることもできます。 

1. マップを PDF でどのように表示するかを調整するには、次のいずれかの操作を行います。 

 トピックを展開するまたは折りたたむ 

 取り込みの対象外にするトピックをフィルタで非表示にする 

 マップ要素を表示するまたは非表示にする 

 マップをアウトライン ビューで表示する 

2. [ファイル] タブ、[印刷]、[印刷] の順にクリックします。 

3. [印刷] ダイアログ ボックスの [プリンタ] で、[PDF-XChange 3.0] を選択します。 

4. オプション - [ページ設定] をクリックします。使用するページ設定を選択し、[印刷] をクリックして [印刷] ダ

イアログ ボックスに戻ります。 

 マップの背景を削除すると、エクスポートが速くなります([背景] オプションを使用して、背景の印刷を無効にしま

す)。 

5. 詳細な PDF オプションを変更するには、[プロパティ] をクリックします。[設定] タブにはさまざまなオプシ

ョンがあります。タブ画面のオプションのヘルプが必要な場合は、[バージョン情報] タブをクリックしてから 

[ヘルプ] をクリックします。 

 マップ ビューから出力する場合は、そのマップが出力されます。アウトライン ビューから出力する場合は、

アウトラインが出力されますが、"Click to buy NOW!" という透かしテキストが表示されます。前述の PDF-

XChange の注記を参照してください。 

Mindjet Player ファイルのエクスポート 

Mindjet Player ファイルを作成すると、現在のマップが PDF または SWF 形式のファイルにエクスポートされ、

MindManager から独立してマップを表示できます。エクスポートされたマップは自己完結型、対話型であり、見

る人がマップの位置調整、トピックの展開と折りたたみ、トピック ノートの参照、テキストの検索、選択したトピ

ックまたはマップ全体の印刷などを行えます。 

Mindjet Player は一部のマップ要素をサポートしていません。トピックはフィルタで非表示にすることで Player フ

ァイルから除外できますが、その他のサポートされるすべてのマップ要素は非表示になっていても取り込まれま

す。 

 [電子メールで送信] コマンドを使用すると、Mindjet Player ファイルを添付ファイルとする電子メール メッセー

ジが自動的に作成されます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブ、[エクスポート]、[Player の作成 (PDF)](Create Player (PDF)) または [Player の作成 

(SWF)](Create Player (SWF)) の順にクリックします。 

 [ファイル]、[名前を付けて保存] の順にクリックし、[ファイルの種類] 一覧から [Mindjet Player マップ - 

PDF (*.pdf)](Mindjet Player Maps - PDF (*.pdf)) または [Mindjet Player マップ - SWF (*.swf)](Mindjet 

Player Maps - SWF (*.swf)) を選択します。 

 

PDF 形式のファイルを表示するには、Adobe Reader が必要です。別の PDF ビューアを使用する場合

は、Flash コンテンツが埋め込まれた PDF をサポートしている必要があります。 

SWF 形式のファイルを表示するには、Flash プラグイン付きのブラウザまたは Flash ファイルを表示でき

るその他のアプリケーションが必要です。 

 これらのオプションが表示されない場合は、対応するアドインがインストールされて有効になっていることを確

認してください。 
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2. エクスポートされたファイルを置く場所を選択し、その名前を入力します。 

 [注]: 

PDF 形式のファイルを表示するには、Adobe Reader が必要です。別の PDF ビューアを使用する場合は、

Flash コンテンツが埋め込まれた PDF をサポートしている必要があります。 

 

Mindjet Player ファイルを生成するには、インターネットに接続している必要があります。 

 

Mindjet Player マップは編集できません。 

マップを画像ファイルとしてエクスポートする 

MindManager では、マップをさまざまなグラフィックス形式にエクスポートできます。 

BMP       GIF       JPEG       PNG       WMF       EMF 

このコマンドはマップ全体をエクスポートします。マップの一部の画像のみが必要な場合は、トピックをコピーし

てから対象アプリケーションにビットマップとして画像を貼り付けることができます。 

1. [ファイル] タブ、[エクスポート]、[画像としてエクスポート] の順にクリックします。 

  

2. [ファイルの種類] 一覧で、エクスポートする画像形式をクリックします。 

3. フォルダを選択して、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックします。 

MINDJET CATALYST  

画像をワークスペースに保存するには、[Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてから、ワークスペー

スを選択します。 

4. オプション ダイアログが表示されます。ここで、ビットマップ ファイルの色の解像度、透過率、およびサイ

ズを定義できます。 

マップまたはトピックをビットマップとしてコピーする 

多くのアプリケーションでは、ビットマップ画像としてマップや選択したトピックを貼り付けられます。 

1. MindManager で中心トピック (マップ全体をコピーする場合) またはコピーするトピックを選択してから、

Ctrl + C キーを押します。 

2. 対象アプリケーションに切り替え、[形式を選択して貼り付け] コマンドを使用してマップまたはトピックをビ

ットマップとして貼り付けます。 

ドキュメント圧縮 

[ドキュメント圧縮] コマンドを使用すると、zip ファイルにマップを追加できます。また、必要に応じてリンクさ

れたドキュメントを追加することもできます。マップを圧縮するには、ウィザードの指示に従います。このコマン

ドを使用して、マップ ビューの単一のマップおよびリンクされたドキュメント、またはリンク マップ ビューの複

数のマップを圧縮することができます。こうすることで、マップを別の場所 (たとえば、イントラネット上の中央

の場所や、異なるコンピュータでプレゼンテーションを行っている場合は別のシステムなど) に簡単に移動できま

す。 

1 つまたは複数のマップを電子メールで送信するために [送信] 機能を使用してアーカイブを作成するときも、これ

と同じ手順を使用します。 

マップおよびドキュメントの圧縮 

1. [ファイル] タブ、[エクスポート]、[ドキュメント圧縮] の順にクリックします。 

 リンク マップ ビューで、[ドキュメント圧縮] コマンドをクリックします。 

2. [ドキュメント圧縮ウィザード] が起動します。 
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 最初の画面で、zip アーカイブに追加するファイルを選択できます。オプション    

 リンクされたドキュメントを含めない場合、マップ内のハーパーリンクは残りますが機能しません。組み

込まれるのは第 1 レベルのリンクされたマップのみです。したがって、メイン マップが子マップにリン

クしている場合は子マップも組み込まれますが、その子マップがリンクしているマップは組み込まれませ

ん。 

 2 番目の画面で、zip ファイルへのパスとそのファイル名を入力します。ファイルをアーカイブから圧縮

解除するときに表示するコメントを追加することもできます。 オプション   

 3 番目の画面では、アーカイブのパスワード保護を有効にし、パスワードを入力することができます。[終

了] をクリックして圧縮処理を開始します。 オプション   

3. 圧縮処理が完了するとメッセージが表示され、アーカイブを開くか、ターゲット フォルダを開くか、または

ウィザードを閉じることができます。 

 圧縮されたマップにマップまたはドキュメントへのハイパーリンクが含まれており、それらのハイパーリンク

をアーカイブに組み込んだ場合は、まずアーカイブからファイルを抽出してからでないと、それらのリンクは

機能しません。 

Web ページとしてエクスポートする 

1. [ファイル] タブ、[エクスポート]、[Web ページとしてエクスポート] の順にクリックします。[Web ページと

して保存] ダイアログが開き、現在のスタイルを使用して一般ページのプレビューが表示されます。 

 [エクスポート] タブに [Web ページとしてエクスポート] が表示されない場合は、MindManager で [Web ページと

して保存] アドインを有効にする必要があります。 

2. (オプション) [テンプレートの選択] をクリックすると、ページ用に別の外観を選択できます。 

3. (オプション) [カスタマイズ] をクリックしてエクスポートのオプションを変更します。 

4.  (オプション) html ファイルのエクスポート フォルダを選択します。 このフォルダの古いバージョン (前のエ

クスポートの宛先など) を削除する場合は、[フォルダの削除] をクリックします。 

5. [保存] をクリックします。 

ページがエクスポートされるので、[開く] をクリックして、すぐにブラウザでページを表示できます。 

 リンク マップ ビューでは、現在選択されているマップに新しい Web テンプレートを簡単に適用できます。マッ

プを選択し、[割り当て] グループの [Web テンプレート] をクリックし、テンプレートを選択して [OK] をクリ

ックするだけです。その後、マップを Web ページとして保存する場合、新しいテンプレートが自動的に使用

されます。 

出力をカスタマイズする場合、MindManager では、各テンプレートで使用される多くのデザイン パラメータへの

インターフェイスを用意しています。たとえば、ユーザー情報 (電子メール アドレス、Web サイトなど) の入力、

ヘッダーとフッターの追加、ナビゲーション ラベルの編集を行うことができます。 

さらにカスタマイズする場合は、テンプレートを構成するファイルを直接に編集することが可能です。変更する内

容によっては、カスケード スタイル シート (CSS) と HTML の使用に関する知識、および MindManager マクロ フ

ァイルの知識が必要になります。 

Web ページのエクスポート情報は、保存時にマップと共に保存されます。カスタマイズした Web テンプレートを保存

して、他のマップで再利用することができます。 

 html 形式で単純なアウトラインを作成するには、[名前を付けて保存] コマンドを使用します。 
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Web エクスポートのカスタマイズ  

[Web ページとして保存] ダイアログ ボックスの [カスタマイズ] コマンドを使用すると、テンプレートに関連付け

られたデザイン パラメータを変更できます。  

すぐにカスタマイズできるのは、エクスポートされたページで使用されるナビゲーションの深さ、ページ付け (ペ

ージでのトピックの深さ)、および標準コンテンツです。変更できるパラメータのセットは、Web テンプレートの

レイアウトとコンテンツによって決まります。Mindjet テンプレートには、Web ページの全体的な外観に影響を与

えるおよそ 30 種類の設定があります。通常は、それらのオプションを修正することによって意図する結果を得る

ことができます。 

[ページ付けとナビゲーション] の設定では、現在のテンプレートで使用するナビゲーションの深さとページ付けを

選択します。これらのオプションは、テンプレートのレイアウトによって異なります。テンプレートによっては、

これらのオプションが適用されなかったり、相互に依存していたりする可能性があります。 

 ページ付けとは、マップをトピックのレベルごとに個別の Web ページに分割する方法を指します。これ

には、1 つのページにすべてのコンテンツを表示する場合、一定レベルまでトピックごとに別のページを

使用する場合、およびすべてのマップ トピックごとに別のページを使用する場合があります。 

 ナビゲーションの深さとは、ナビゲーション アウトラインの詳細さの程度を指します。 

[詳細設定] タブでは、テンプレートで使用されるデザイン パラメータにアクセスできます。パラメータは、選択し

たテンプレートによって異なります。各パラメータの情報は、パラメータを選択するときにダイアログの下部に表

示され、目的と使用法が示されます。 

 変更内容を新しいテンプレート ファイルに保存して他のマップで使用できるようにする場合は、テンプレート 

オーガナイザの [新しい Web テンプレートの追加] オプションを使用します。 

[テンプレートの編集] タブでは、Web テンプレートを構成するファイルを直接編集して、さらにカスタマイズする

ことができます。Web エクスポートは、外部のマクロ ファイルとテンプレート ファイルによってほぼ完全に定義

されるので、上級ユーザーやサードパーティはこれを変更および拡張できます。各テンプレートは、CSS スタイ

ル シート、HTML テンプレート、および MindManager マクロのセットで構成されています。これらの種類のファ

イルの変更に精通している場合は、必要に応じて編集できます。[Web テンプレート フォルダを開く] をクリック

して、ファイルが入っているフォルダを表示します。 

すべてのエクスポート テンプレートで CSS (カスケード スタイル シート) 技術が使用されるので、CSS に精通し

たユーザーはテンプレート (または生成された最終出力) の CSS を編集するだけで、エクスポート機能の多くを調

整できます。また、マクロを編集することなく、HTML テンプレート ファイルに小さい修正を加えることもできま

す。 
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単純なアウトラインの作成 

MindManager では、HTML 形式またはテキスト形式でマップを単純なアウトラインにエクスポートできます。 

単純なアウトラインとしてのマップのエクスポート 

1. [ファイル] タブ、[名前を付けて保存] の順にクリックします。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログで、[ファイルの種類] 一覧からエクスポートする形式として [アウトライン - 

プレーン テキスト] または [アウトライン - Web ページ] を選択します。 

3. フォルダを選択して、[ファイル名] を入力し、[保存] をクリックします。 

MINDJET CATALYST 

ファイルをワークスペースに保存するには、[Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてから、ワークスペース

を選択します。 

 より高度なアウトライン エクスポートを行う場合は、Microsoft Word のエクスポート機能を使用するか、Web 

ページとしてマップをエクスポートします。 
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開発者向けの機能 

マップ テンプレート オーガナイザの使用 
この機能を使用するには、[表示]- [開発者リボンタブ] オプションが有効になっている必要があります。 

マップ テンプレートとは、基本的に、事前に定義された内容が含まれているマップのことです。マップ テンプレ

ートは、頻繁に使用するマップの作成を容易にし、内容および構造に一貫性を与えます。  

MindManager には、マップをすばやく作成できるようにマップ テンプレートが用意されています。新しい白紙の

マップを作成するときには、[新規の白紙マップ] と呼ばれる特別なテンプレートが既定で使用されますが、別のテ

ンプレートを使用してマップを始めることもできます。テンプレートからマップを作成する方法の詳細について

は、「新しいマップの作成」を参照してください。 

[新規マップ] ダイアログにはテンプレートの一部が表示されます。すべてのテンプレート コレクションを表示する

ときは、テンプレート オーガナイザを使用します。 

オーガナイザの使用 

テンプレート オーガナイザでは、すべてのマップ テンプレート コレクションを表示および管理できます。 

 [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マップ テンプレート] をクリックします。オプション   

コレクションとフォルダ 

テンプレート リストには、利用可能なすべてのコレクションとそこに含まれるテンプレートが表示されます。テン

プレートをより詳細に整理するために、コレクション内にフォルダを作成したり、テンプレートを別のフォルダに

移動したりしてもかまいません。 

新しいフォルダを作成するには : 

1. テンプレート オーガナイザの [マップ テンプレート] タブで、フォルダを追加するコレクションをクリックし

ます。 

2. [フォルダ コマンド] の下の [新規作成] をクリックします。 

3. 新しいフォルダの名前を入力します。 

 [フォルダ コマンド] の下の [削除] コマンドおよび [名前の変更] コマンドは、フォルダ全体に適用されます。 

フォルダを削除すると、そこに含まれるすべてのテンプレートも削除されます。 

テンプレートを再整理するには : 

 新しいフォルダまたはコレクションにドラッグすることにより、テンプレートを移動します。 

 テンプレートを修正、複製、削除、または名前変更するには、テンプレート名をクリックしてから [テンプレ

ート コマンド] の下のボタンを使用します。 

 テンプレート コマンド [削除] は、オーガナイザからテンプレートを除去し、ディスクから削除します。 

オーガナイザから既存のテンプレートを変更する 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マップ テンプレート] をクリックして、テンプレート オーガナイ

ザを開きます。 

2. テンプレート オーガナイザの [マップ テンプレート] タブで、変更するテンプレートをクリックします。(新し

いマップに使用される既定のテンプレートは新規白紙マップと呼ばれます。) 

 元のテンプレートを残しておき、テンプレートのコピーに変更を加える場合は、[テンプレート コマンド] の下にある 

[複製] をクリックしてコピーを作成してから、そのコピーを選択します。 
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3. [変更] をクリックします。 

4. 通常のマップ編集コマンドを使用して、必要に応じてマップ テンプレートに変更を加えます。 

5. マップ テンプレートには、テンプレート自体のスタイル情報も保存されています。マップ テンプレートを新

しいマップの基準として使用すると、新しいマップのスタイルには、そのマップ テンプレートのスタイルが

使用されます。マップに変更を加える場合と同様に、これらのスタイル設定も変更できます。 

6. テンプレートの説明に変更を加えるには、[MindManager ボタン] をクリックして、[準備] をポイントし、[プ

ロパティ] をクリックします。[ファイルの概要] タブで、"コメント" フィールドに説明を入力します。 

7. 変更したテンプレートを保存するには、クイック アクセス ツール バーの [保存] をクリックします。  

Ctrl + S キーを押します。 

 オーガナイザに表示されないマップ テンプレートを変更する方法については、「マップ テンプレートの作成およ

び変更」を参照してください。 

MINDJET CATALYST - ワークスペースに保存されたマップ テンプレートは、他のワークスペース ファイルと同じ

方法で編集できます。 

オーガナイザで新しいマップ テンプレートを作成して保存する 

 まず、テンプレートに含める内容を記したマップを作成します。 

 テンプレートに説明を加えるには、[ファイル] タブをクリックして [情報] をクリックしてから、[プロパティ] 

をクリックします。[ファイルの概要] タブで、[コメント] フィールドに説明を入力します。 

オーガナイザでテンプレートを保存する 

新しいテンプレートを次のコマンドを使用して保存することで、オーガナイザに自動的に表示できます。 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マップ テンプレート] をクリックします。 

2. オーガナイザの [マップ テンプレート] タブで [新しいマップ テンプレートの追加] をクリックし、[現在のマ

ップから] をクリックします。  

3. テンプレートは、現在のマップ名を使用して自動的に保存されます。この名前を変更する場合は、[テンプレ

ート コマンド] で [名前の変更] をクリックして新しい名前を入力します。 

 別の場所にテンプレートを保存するには、[ファイル] タブの [保存して送信] で [ファイルの種類の変更] コマン

ドを使用します。オーガナイザを使用する場合、新しいテンプレートは既定のテンプレートの場所に保存さ

れ、オーガナイザに追加されます。[ファイル] タブのコマンドでは、既定以外の場所にテンプレート ファイル

を保存できますが、テンプレートはオーガナイザに追加されません。 

ファイル (*.mmat) からオーガナイザへのマップ テンプレートの追加 

テンプレート ファイル (*.mmat) のテンプレートを、オーガナイザに追加できます。これは、たとえば同僚から受

け取ったファイルや、企業内のすべてのマップ用に設計された標準テンプレート、または特定のプロジェクト用の

テンプレートであったりします。これをオーガナイザに追加すると、簡単に検索および使用できるようになりま

す。 

MINDJET CATALYST - ワークスペースからテンプレートをオーガナイザに追加するには、まずローカルでテンプレ

ートのコピーを保存します。 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マップ テンプレート] をクリックします。 

2. テンプレートの一覧で新しいテンプレートを追加するフォルダをクリックします。 

3. [新しいマップ テンプレートの追加]、[既存のテンプレートから] の順にクリックします。 ダイアログ ボック

ス内のテンプレート ファイルを選択して、[開く] をクリックします。 

4. テンプレートが一覧に追加されたら、[テンプレート コマンド] の [名前の変更] をクリックして名前を変更で

きます。 
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 テンプレート オーガナイザを使用すると、テンプレートをコレクションにグループ化してより詳細に管理できま

す。 

マップ スタイル オーガナイザの使用 
この機能を使用するには、[表示] - [開発者リボンタブ] オプションが有効になっている必要があります。 

マップ スタイル ファイル (*.mmas ファイル) には、他のマップに適用して再利用できるマップ スタイルが格納さ

れています。これにより、プロジェクト、部門、または企業でのマップの書式設定の標準化が容易になります。

MindManager には、さまざまなスタイルが用意されています。さらに、現在のマップの自動スタイル設定をファイル

に保存して、新しいマップ スタイルを作成できます。直接、既存のマップ スタイルを変更できます。 

 標準のマップ スタイルを作成して他のユーザーに配布し、マップ書式設定の一貫性を保つことができます。ユ

ーザーは自分の MindManager の [新規マップ] ダイアログにこれらのスタイルを追加することで、自分のマッ

プにそれらを適用することができます。 

テンプレート オーガナイザの [マップ スタイル] タブを使用して、マップ スタイルを管理できます。 

オーガナイザの使用 

 [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マップ スタイル] をクリックします。オプション    

コレクションとフォルダ 

一覧には、利用可能なすべてのコレクションとそこに含まれるマップ スタイルが表示されます。オーガナイザでコ

レクション全体を追加または削除するには、[パッケージ フォルダ] オプションを使用します。スタイルをさらに整

理するために、コレクション内にフォルダを作成できます。 

 [フォルダ コマンド] の下のコマンドをクリックして、新しいフォルダの作成、フォルダ名の変更、またはフ

ォルダの削除を行います。 

 [削除] および [名前の変更] は、フォルダ全体に適用されます。フォルダを削除すると、そこに含まれるすべて

のテンプレートも削除されます。 

マップ スタイルの再整理 

 新しいフォルダまたはコレクションにドラッグすることにより、スタイルを移動します。 

 スタイルを変更、複製、削除、または名前変更するには、一覧からスタイルを選択して、[テンプレート コマ

ンド] を使用します。 

マップ スタイルの管理 

 スタイル プレビューを右クリックしてから、[名前の変更]、[変更]、または [削除] をクリックします。  

 [テンプレート コマンド] の [削除] は、オーガナイザからスタイルを除去し、ディスクから削除します。 

 [マップ スタイル] の [既定値] の名前変更、変更、または削除を行うことはできません。 

オーガナイザから新しいマップ スタイルを作成または追加する 

オーガナイザにマップ スタイルを追加して、他のマップで再利用することができます。次のものを追加できます。 

 システムの既定値が使用され、書式設定が追加されていない "白紙" マップ スタイル。これは、スタイル

を新規作成する場合に適しています。その後このスタイルを変更して保存し、再利用できます。 

 現在のマップの自動スタイル設定を使用する新しいマップ スタイル。このオプションは、現在のマップ 

スタイルに変更を加えており、そのスタイルを別のマップ スタイルとして保存して他のマップで再利用す

る場合に使用します。 
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 スタイル ファイルからのスタイル。これは、たとえば同僚から受け取ったファイルや、企業内のすべての

マップ用に設計された標準スタイルまたは特定のプロジェクト用のスタイルであったりします。これをオ

ーガナイザに追加すると、簡単に検索および使用できるようになります。 

新しいスタイルをオーガナイザに追加する 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マップ スタイル] をクリックします。 

2. 新しいスタイルを追加するフォルダを選択します。(後からいつでも別のフォルダにドラッグできます。) 

3. [新しいマップ スタイルの追加] をクリックします。 

4. 次に以下のボタンをクリックします。 

 [新規の白紙スタイル] は、すべての書式設定でシステムの既定値を使用するスタイルを追加します。 

 [現在のマップから] は、現在のマップのスタイル設定をディスクリート スタイルとして保存し、オーガナ

イザの一覧に追加します。 

 [既存のスタイルから] は、ファイルのスタイルをオーガナイザに追加します。表示されたダイアログから

スタイル ファイルを選択します。 

5. スタイルが一覧に追加されたら、[テンプレート コマンド] の [名前の変更] をクリックして名前を変更できま

す。 

 オーガナイザを使用せずに、現在のマップからスタイルを作成することもできます。 

オーガナイザからマップ スタイルを変更する 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マップ スタイル] をクリックします。 

2. テンプレート オーガナイザの [マップ スタイル] タブで、編集するスタイルを選択します。  

3. 元のスタイルを保持する場合は、そのスタイルのコピーに変更を加えることができます。[複製] を選択し、ス

タイルに新しい名前を付けます。 

4. [変更] をクリックします。 

5. [スタイルの変更] ビューを使用して、新しい自動書式設定オプションを設定します。 

 オーガナイザに表示されないスタイルを変更する方法については、「既存のマップ スタイルの変更」を参照して

ください。 

MINDJET CATALYST  

 ワークスペースに保存されたスタイルは、他のワークスペース ファイルと同じ方法で編集できますが、適用

するためにスタイルをローカルに保存する必要があります。 
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マーカーの一覧オーガナイザの使用 
この機能を使用するには、[表示]- [開発者リボンタブ] オプションが有効になっている必要があります。 

テンプレート オーガナイザの [マーカーの一覧] タブには、既存のマップ マーカーの一覧がすべて表示されます。

ここで一覧を参照し、現在のマップで使用するものを選択できます。あるマップで使用しているマーカー セットを

別のマップで使用するために、現在のマーカーの一覧を保存して再利用することができます。また、一覧の複製、

削除、または名前変更、コメントの追加を行え、より簡単に参照できるように一覧をフォルダに整理できます。  

それぞれのマップはマーカーの一覧を含んでおり、マップの作成に使用されるテンプレートで設定された既定の一覧

で開始します。 

現在のマップで使用するマーカーの一覧の選択 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マーカーの一覧] をクリックします。 

テンプレート オーガナイザの [マーカーの一覧] タブの左側に、マップ マーカーの一覧の名前とそのフォルダ

が表示されます。右側には、選択した一覧の内容のプレビューが表示されます。 

2. 使用する一覧の名前をクリックしてから、[適用] をクリックします。使用するマーカーをすべて含む一覧が表

示されない場合は、要件に最も一致する一覧を選択します。[マップ マーカー] ウィンドウで、この一覧をカ

スタマイズし (マーカーの追加と削除、グループの再整理)、後で再利用するために保存できます。 

 リンク マップ ビューで、一部またはすべてのマップに、新しいマーカーの一覧を適用できます。マップを選

択し、[リンク マップ] タブの [割り当て] グループで、[マーカー] をクリックします。次に、ダイアログでマー

カーの一覧を選択し、[適用] をクリックします。 

再利用のために現在のマーカーの一覧を保存する 

マップ マーカーの現在のセットを、別のマップに適用可能なマーカーの一覧ファイル .mmms に保存できます。 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [マーカーの一覧] をクリックします。  

テンプレート オーガナイザの [マーカーの一覧] タブの左側に、マップ マーカーの一覧の名前とそのフォルダ

が表示されます。右側に、内容のプレビューが表示されます。 

2. 新しいマーカーの一覧を特定のフォルダに追加する場合は、フォルダの一覧から選択するか、[フォルダ コマ

ンド] を使用して、新しいフォルダを作成します。 

3. ツリー一覧の最上部で [新しいマーカーの一覧の追加] をクリックしてから、[現在のマップから] をクリックし

ます。 

 必要に応じて、複数のフォルダにマップ マーカーの一覧を保存できます。 

一覧の管理 

マーカーの一覧の名前の変更 

既存のマーカーの一覧の名前を変更したり、一覧にコメントを追加したりできます。 

1. オーガナイザで、一覧名をクリックします。 

2. [コマンド一覧] の下で、[名前の変更] をクリックします。 

3. 一覧の新しい名前を入力します。 

一覧のコメントの追加または修正 

1. オーガナイザで、一覧名をクリックします。 

2. [変更] をクリックします。 

3. 一覧のコメントを入力します (その使用目的、特定のプロジェクト、作成したデータなど)。 
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一覧の整理 

 [フォルダ コマンド] では、新しいフォルダの追加、フォルダの削除、またはフォルダの名前変更を行えま

す。 

 フォルダを削除すると、そこに含まれるすべてのマーカーの一覧も削除されます。すべてがディスクから削除

されます。 

 フォルダ間で一覧をドラッグ アンド ドロップして、一覧を整理します。 

 テンプレート コマンド [複製] は、複数のフォルダに一覧を追加する場合、または元の一覧を変更せずに一覧

を変更する場合に、一覧のコピー (コピー ～) を作成します。 

 テンプレート コマンド [削除] は、オーガナイザからマーカーの一覧を除去し、ディスクから削除します。 
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Web テンプレート オーガナイザの使用 
この機能を使用するには、[表示]- [開発者リボンタブ] オプションが有効になっている必要があります。 

テンプレート オーガナイザの [Web テンプレート] タブでは、テンプレートをフォルダに入れて整理し、新しいテ

ンプレートを一覧に追加することができます。また、既存のテンプレートの名前の変更、削除、または変更を行う

こともできます。テンプレート自体は、Web ページの書式設定に必要なすべてのファイルが格納されたフォルダ

です。各 Web テンプレート フォルダは、テンプレートの一覧に単独の項目として表示され、区別できるように特

別なテンプレート アイコンが使用されます。 

現在のマップのエクスポート設定を変更した場合は、新しい Web テンプレート ファイルを作成することにより、

それらの変更内容を保存して再利用することができます。 

現在の Web エクスポート設定の新しいテンプレートへの保存 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [Web テンプレート] をクリックします。オプション     

2. [新しい Web テンプレートの追加]、[現在のマップの Web 書式から] の順にクリックします。 

現在のマップの名前を使用してテンプレートが作成されます。必要に応じて、テンプレートの名前を変更すること

ができます。 

オーガナイザへの Web テンプレートの追加 

サード パーティまたは他のユーザーからカスタマイズされた MindManager Web テンプレート (自社の Web ペー

ジで使用する標準テンプレートなど) を受け取る場合は、その Web テンプレートをテンプレート オーガナイザへ

追加できます。 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [Web テンプレート] をクリックします。 

2. [新しい Web テンプレートの追加]、[既存の Web テンプレートから] の順にクリックします。 

3. テンプレート フォルダに移動し、[OK] をクリックします。 

テンプレートがオーガナイザのテンプレート一覧に追加されます。 

テンプレートの一覧の整理 

テンプレート コレクションのサイズが大きくなった場合は、テンプレートをいくつかの親フォルダに分けて整理す

ることができます。 

 [フォルダ コマンド] を使用して、新しいフォルダの作成、既存フォルダの名前の変更、またはフォルダの削

除を行います。 

 フォルダを削除すると、そのフォルダとそこに含まれるすべてのテンプレートもディスクから削除されます。 

 フォルダ間でテンプレートをドラッグ アンド ドロップして、テンプレートを再整理します。 

Web テンプレートの変更 

各テンプレートは、CSS スタイル シート、HTML テンプレート、および MindManager マクロのセットで構成され

ており、これらは上級ユーザーやサードパーティが変更を加えることができます。これらの種類のファイルの変更

に精通している場合は、必要に応じて編集できます。 

既存のテンプレートを変更する場合は、まずテンプレートのコピーを作成し、その新しいテンプレートをカスタマ

イズすることをお勧めします。 

既存のテンプレートの変更 

1. [開発者] タブの [テンプレート] グループで [Web テンプレート] をクリックします。 

2. 一覧でテンプレートを選択し、[複製] をクリックします。 
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3. テンプレートが "コピー" として表示されますが、名前を変更することができます。 

4. [変更]、[Web テンプレート フォルダを開く] の順にクリックし、テンプレートで使用するファイルが入っ

ているフォルダを表示します (この画面には、テンプレート ファイルを編集するための補助ツールへのリ

ンク、および MindManager の『Web Export Technical Manual』へのリンクも表示されます)。 

すべてのエクスポート テンプレートで CSS (カスケード スタイル シート) 技術が使用されるので、CSS に精通し

たユーザーはテンプレート (または生成された最終出力) の CSS ファイルを編集するだけで、エクスポートの多く

の機能 (フォント、色など) を調整できます。また、マクロを編集することなく、HTML テンプレート ファイルに

小さい修正を加えることもできます。 

マクロの作成と整理 
この機能を使用するには、[表示] - [開発者リボンタブ] オプションが有効になっている必要があります。 

MindManager マクロを使用することによって MindManager に追加の機能を提供することもできます。マクロは、

別個のアプリケーションではない点でアドインとは異なります。マクロは、特定のアクションを実行するように 

MindManager に指示するコマンドのセットです。マクロは、アドインのように Mindjet またはサードパーティ ベ

ンダーが提供することもできますが、MindManager に付属するマクロ エディタを使用して作成することもできま

す。  

マクロを追加、削除、および変更するには、[開発者] タブの [マクロ] 矢印をクリックしてから、[マクロの整理] を

クリックします。 

マクロ エディタの使用 

 [開発者] タブの [マクロ] をクリックしてから、[マクロ エディタ] をクリックします。 

このエディタには独自のヘルプ ファイル SBE6_000.chm が用意されていて、MindManager インストール フォル

ダの最上位にインストールされます。このファイルをダブルクリックすると、ヘルプが表示されます。 
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カスタム プロパティの作成 
この機能を使用するには、[表示] - [開発者リボンタブ] オプションが有効になっている必要があります。 

 

マップにデータを入力する方法の 1 つとして、カスタム プロパティ セットをトピックに追加する方法がありま

す。カスタム プロパティ セットとは、プロパティ名とその値の一覧を格納した、トピック内に含まれたオブジェ

クトです。特定の種類のトピックのデータ入力を標準化するために、カスタム プロパティ セットを作成して繰り

返し使用できます。たとえば、部門、管理者、役職、従業員数など、標準的な従業員データ用のフィールドを持つ

カスタム プロパティ セットを作成できます。 

このセットの中で、プロパティの一部またはすべてを基本プロパティとして分類できます。基本プロパティだけを

表示するか、すべてのプロパティを表示するかを選択できます。 

カスタム プロパティ セットの作成 

カスタム プロパティ セットの作成には、次の 2 つのステップがあります。 

A. さまざまなデータの種類のプロパティの一覧を作成します。 

この時点で、値のないプロパティの一覧が用意され、データ入力できる状態になります。このプロパティ

の一覧を他のトピックに使用する場合は、トピックをコピーするか、マップ パーツを作成することによ

り、この一覧を複製します。 

B. このトピック固有のデータをフィールドに入力するように、カスタム プロパティを編集します。 

カスタム プロパティ セットを作成すると、表示するか非表示にするかを選択でき、必要がなくなればトピックか

ら削除できます。 

プロパティの一覧の定義 

1. トピックを選択します。 

2. [開発者] タブの [ツール] グループで [カスタム プロパティ] をクリックします。 

3. [カスタム プロパティの定義] ダイアログで [新規作成] をクリックします。プロパティの一覧に、プレースホ

ルダ "Property" が表示されます。 

4. プロパティの [名前] を入力します。 

5. データの [種類] とオプションを選択します。選択したデータの種類とオプションによって、プロパティのデ

ータの表示方法と、使用するデータ入力フィールドの種類が決まります。 

 [基本プロパティ] チェック ボックスは、このデータをカスタム プロパティの基本プロパティ ビューで表示す

るかどうかを指定します。チェックをオフにすると、このプロパティは、すべてのプロパティを表示するとき

にのみ表示されます。 

6. ステップ 3 から 5 を繰り返して、その他のプロパティを追加します。 

7. プロパティを追加し終えたら、[OK] をクリックしてダイアログを終了します。 

 このプロパティのセットを、他のトピックに再利用する場合は、データの入力前にこのトピックを複製しま

す。トピックをコピーすることも、頻繁に使用する予定の場合は、トピックからマップ パーツを作成することも

できます。 
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カスタム プロパティのデータの入力 

1. トピックを選択し、以下のいずれかを実行します。 

 [カスタム プロパティ] トピック アイコン   を右クリックして、[カスタム プロパティの編集] をクリッ

クします。 

 カスタム プロパティ セットをダブルクリックします。 

F2 キーを押します。 

2. プロパティのデータを入力します。データ入力は、データの書式とオプションによって制御されます。 

 さらに多くのプロパティを表示するには、右端および下端をドラッグして、[カスタム プロパティ] ウィンドウ

を拡張します。 

3. データの入力を終えたら、[OK] をクリックします。 

カスタム プロパティの表示および変更 

カスタム プロパティの表示または非表示 

 トピック上の表示 ボタンまたは非表示 ボタンをクリックします。 

基本プロパティのみまたはすべてのプロパティの表示 

 [カスタム プロパティ] トピック アイコン  を右クリックし、[基本プロパティの表示] または [すべてのプ

ロパティの表示] をクリックします。 

カスタム プロパティの一覧の修正 

 [カスタム プロパティ] トピック アイコン  を右クリックし、[カスタム プロパティの定義] をクリックしま

す。 

トピックからのカスタム プロパティの削除 

 [カスタム プロパティ] トピック アイコン  を右クリックし、[トピックからカスタム プロパティを削除] を

クリックします。 
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データベース データの使用 
この機能を使用するには、[表示]- [開発者リボンタブ] オプションが有効になっている必要があります。 

MindManager では、データベースへの接続を作成して、データベースのデータを MindManager マップに取り込む

ことができます。これは双方向の更新機能を備えた "ライブ" 接続なので、データをネイティブ アプリケーション

で編集したり、MindManager 内から編集したりできます。マップ内でデータベース コンテンツを使用するには、3 

つのステップが必要になります。 

ステップ 1: データベースへの接続を作成する 

さまざまな種類のデータベースに接続することができ、接続情報を特別なファイルに保存することで別のコンピュ

ータで再利用することもできます。 

ステップ 2 (オプション) : データベース接続を設定する 

特別な接続設定マップを使用して、表示されるデータ、トピック テキストに使用するデータ、および異なるテーブ

ル間のリレーションシップを指定できます。 

ステップ 3: クエリを実行し、結果をマップに追加する 

マップに情報を追加するには、データベースでクエリを実行して一致するデータを探します。[データベース] 作業

ウィンドウを使用して、データベース、検索するテーブル、および結果をフィルタするかどうかを指定します。結

果がウィンドウに表示されたら、結果をマップに追加できます (すべての結果または選択した結果のみ)。 

マップでは、結果が特別なデータベース トピックとして表示されます。クエリ結果は動的であり、データベース 

トピックを更新してデータベースから得られる最新の情報を表示することができます。 

 [開発者] タブに [データベース] ボタンが表示されない場合は、対応するアドインがインストールされて有効にな

っていることを確認してください。 

データベース接続の追加またはインポート 

データベース接続により、MindManager がデータ ソース (データベースまたは CSV ファイルのフォルダ) にリン

クされます。これによって、データ ソースを参照して、マップに内容を追加できます。 

次の種類のデータベースに接続できます。 

 Microsoft Access 

 Microsoft Excel 

 Microsoft SQL サーバー 

 MySQL サーバー 

 コンマ区切りの値 (すべてのファイルがテーブルとして処理される、CSV ファイルのフォルダ) 

複数のデータベースに接続を作成できます。 

データベース接続の追加 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [開発者] タブで、[データベース] の矢印、[データベース接続の追加] の順にクリックします。  

 [データーベース] 作業ウィンドウから、  [接続の追加] をクリックします。  

2. 接続の名前を入力し、接続先のデータベースの [種類] を選択します。 

3. [選択] をクリックしてデータベースの場所 ([フォルダ]、[ファイル]、または [サーバー] の名前) を参照しま

す。 

4. Microsoft SQL または MySQL データベースの場合、[ユーザー名]、[パスワード]、および [データベース

名] も入力する必要があります。 
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5. [接続のテスト](Test Connection) をクリックして、MindManager からデータベースに接続できることを確

認します。 

MindManager からデータベースに接続できなかったことが通知された場合は、「データベース接続のトラブルシ

ューティング」を参照してください。 

データ ソースのテーブルおよびフィールドの表示、およびそれらの間のリレーションを指定するために、接続の詳

細を設定できます。 

接続情報は、お使いのコンピュータに保存され、エクスポートおよびインポートすることで再利用できます。それ

らを編集、複製、または削除することで、接続を管理できます。 

接続のインポート 

次の場合は、MindManager でエクスポートしたファイルからデータベース接続の情報をインポートできます。 

 MindManager による接続を他のシステムで使用する場合 

 データベース トピックが含まれているマップを他のユーザーから受け取り、データを更新または編集する

場合 

 データベース トピックが含まれている Mindjet Catalyst ワークスペース マップを使用しており、データを

更新または編集する場合 

ファイルから接続をインポートするには 

1. [開発者] タブで、[データベース]、[データベース接続の管理] の順にクリックします。 

2. [データベース接続のインポート] をクリックします。 

3. 接続のインポート元のファイルを選択し、[開く] をクリックします。 

4. インポートされた接続が一覧に表示されます。 

5. 接続を検証するには、[編集] をクリックしてから [テスト] をクリックします。接続できない場合は、「接

続のトラブルシューティング」を参照してください。 

 ユーザー名およびパスワードは、エクスポートされた SQL 接続ファイルには含まれません。接続を使用する

前に、この情報を入力してインポートした接続を編集する必要があります。 

データベース接続の設定 

MindManager データベース接続の設定は任意の手順であり、この手順では、データベース フィールドおよびテー

ブルの表示設定を行って、接続に使用するデータベース フィールド間のリレーションを作成することができます。

接続を設定していない場合には、この接続を使用するマップにデータベース トピックを追加しようとすると、必要

な情報の入力を求められます。 

設定する接続を選択すると、データベースの設定ビューが表示されます。設定ビューでは、選択した接続のデータ

ベース構造がマップ形式で表示され、フィールドおよびテーブルの表示設定を行い、データ間のリレーションを作

成するためのコマンドがあるドキュメント バーが表示されます。また、既に保存した、この接続の設定情報も表示

されます。 

データベースの設定ビュー 

設定ビューを表示するには 

 [開発者] タブで、[データベース]、[データベース接続の設定] の順にクリックします。  

 [データベース] 作業ウィンドウから、  [接続の設定] をクリックします。 

次のように、設定ビューにマップとしてデータベース構造が表示されます。 
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中心トピックは接続名です。 

メイン トピックは、データベースのテーブ

ルを表します。 

サブトピックは、各テーブル内のフィールドを

表します。 

設定コマンド 

このビューの上部にあるドキュメント バーでは、データベース内のテーブルおよびフィールドの表示、およびそれ

らの間のリレーションを指定できます。 

表示オプション 

表示オプションにより、クエリを実行するときに選択できるテーブル、およびクエリの結果からマップに追加する

データベース トピックの中で表示するフィールドが決まります。設定マップでは、進捗状況を表示するためのマー

カーがトピックに表示されます。 

 マップ内のフィールド (サブトピック) またはテーブルのトピック (メイン トピック) を選択し、次のオプ

ションのいずれかを選択します。 

トピックの種類 オプション 有効にしたときの結果 マーカ

ー 

フィールド 

(サブトピック) 

フィールドをトピ

ック テキストで

表示 

マップ上のデータベース トピックで、デフォルトのト

ピック テキスト内にフィールドが表示されます。 
 

フィールド 

(サブトピック) 

フィールドをカス

タム プロパティ

で表示 

データベース トピック内の基本プロパティとして、フ

ィールドが表示されます。 
 

表  

(メイン トピック) 

表の非表示 この接続で、テーブルの [データベース] 作業ウィンド

ウのリストに表示されないように、テーブルを非表示に

します。 

 

リレーションの作成 

このビューでは、1 つ目のテーブル内のデータから、2 つ目のテーブル内の関連付けられたデータを参照するリレ

ーションを作成できます。1 つ目のテーブルのクエリからマップにデータベース トピックを追加する場合、リレー

ションを選択することで、サブトピックとして 2 つ目のテーブルから関連するデータを表示するように選択できま

す。 

たとえば、Customers テーブルの CustomerID フィールドから Orders テーブルの CustomerID フィールドにリレ

ーションを設定できます。 

次に、Customers テーブルから顧客のデータをマップに追加するときに、その関連付けられたデータ (この場合

は、Orders) を表示するように選択できます。MindManager では、CustomerID が一致する Orders テーブル内にあ

るすべてのレコードが検索され、サブトピックとして表示されます。 
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設定マップでは、異なるテーブル内にある 2 つのフィールド間にリレーションを作成します。接続内では、複数の

リレーションを設定できます。 

1. 2 つのトピックを選択 (2 番目のトピックを選択するには、Ctrl キーを押しながらクリック) してから、設

定ビューのドキュメント バーで [リレーションの作成] をクリックします。 

2. リレーションには、既定の名前が割り当てられます。名前を変更するには、吹き出しをクリックして新し

い名前を入力します。 

 リレーションの方向は、トピックを選択する順序によって定義されます。つまり、最初のトピックから第 2 の

トピックに向かいます。双方向のリレーションを作成するには、2 つのリレーションを別々に作成する必要が

あります。 

設定オプションの保存 

設定オプションを設定したら、ドキュメント バーの [適用] をクリックして、設定を接続に保存します。これで、

クエリを実行するときに、これらの設定を使用できます。 

接続のトラブルシューティング 

MindManager がデータベースに接続できなかったというメッセージを受け取った場合は、接続情報を確認する必

要があります。 

新しいデータベース接続を追加するとき: 

次のように正しい情報を指定していることを確認します。 

種類 

Access および Excel データベースの場合は、必ずデータベースを作成するために使用した Access または Excel の

バージョンを選択してください。 

場所 

Access、Excel、および CSV データベースの場合は、[選択] ボタンをクリックすると、場所を参照できます。 

SQL データベースの場合は、入力した URL が正しいかどうかの検証が試みられます。 

ユーザー名、パスワード (SQL データベースの場合) 

ユーザー名およびパスワードのスペルが正しく、テキスト内または末尾に余分なスペースがないことを確認しま

す。システムに大文字と小文字の区別がある場合は、大文字と小文字を正しく区別して入力してください。 

データベース (SQL データベースの場合) 

サーバーで見つかったデータベースの一覧が表示されます。表示されたデータベースの一覧から選択する必要があ

ります。 

インポートされた接続を使用するとき: 

接続ファイルをインポートしたがデータベースに接続できない場合は、接続情報を修正する必要があります。 

 ユーザー名およびパスワードは、エクスポートされた SQL 接続ファイルには含まれません。接続を使用する

前に、この情報を入力して接続を編集する必要があります。 

1. [開発者] タブで、[データベース] の矢印、[データベース接続の管理] の順にクリックします。  

2. 一覧で問題のある接続を選択し、[編集] をクリックします。 

3. 必要に応じて情報を変更します (上記の新しい接続に関するヒントを参照)。 

4. [接続のテスト](Test Connection) をクリックして、接続を検証します。 

データベースに接続できない場合は、Mindjet.com のサポートのナレッジ ベースを参照してください。  
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データベース クエリの実行 

[データベース] 作業ウィンドウでは、データベースを参照または検索 (クエリを実行) し、結果から一連のレコード

を選択して、選択したデータをデータベース トピックとしてマップに追加できます。 

1. [開発者] タブで、[データベース]、[接続されているデータベースの参照] の順にクリックします。 

2. [データベース] 作業ウィンドウの [データベース接続の選択] ボックスで接続を選択します。 

 まだ接続を設定していない場合、または別のデータベースに接続する場合は、  をクリックし

て接続を追加します。 

 選択した接続を設定する場合は、  をクリックします。 

3. [データベース表の選択] ボックスで参照または検索するテーブルを選択します。設定でこの一覧のテーブ

ルを非表示にできます。 

4. テーブルのレコードがすべて [結果] ウィンドウに表示されます。 

 [結果] に表示される列を選択するには、  をクリックします。 

 一致するテキストを含むレコードを検索するには、[検索するテキストを入力します] フィールド

にテキストを入力します。一致するレコードが [結果] ウィンドウに表示されます。 

 結果をさらに絞り込むには、[フィルタ] フィールドにテキストを入力します。このフィールドに

は、複数の単語をスペースで区切って入力できます。[結果] ウィンドウの内容が、フィールド内

にフィルタ用語が少なくとも 1 つは含まれているレコードだけに絞り込まれます。フィルタを削

除するには、  をクリックします。 

マップへのデータの追加 

[結果] ウィンドウ内のすべてのデータをマップに追加することも、選択したレコードだけを追加することもできま

す。 

1. 選択したレコードのみを追加する場合は、それらを [結果] で選択します。(さらに別のレコードを選択す

るには、Ctrl キーを押しながらクリックします。) 

2. その後、次のいずれかの操作を行います。 

 作業ウィンドウからマップにレコードをドラッグします。 

 ウィンドウの下部にある [マップに追加] をクリックして、追加するレコードおよびそれらを追加

する場所を選択します。 

接続を設定してトピック テキストに含めるフィールド、および基本プロパティとして表示するフィールドを指定し

ている場合は、これらの設定を使用してトピック データが表示されます。指定していない場合は、[データベース] 

ウィンドウで表示用に選択したフィールドがトピックに表示されます。 

トピック テキストおよび基本プロパティに使用するフィールドは、変更できます。 
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データベース トピックの表示と編集 

マップにデータベース トピックを作成するには、クエリを実行して、[データベース] 作業ウィンドウ内に結果とし

て一覧表示されたレコードからデータを選択してマップに追加します。 

 

データベース トピックには、トピック テキ

ストと、その下にレコード内のデータがトピ

ック プロパティの一覧として表示されま

す。 

接続を設定してトピック テキストに含めるフィールド、およびプロパティとして表示するフィールドを指定してい

る場合は、これらの設定を使用してトピック データが表示されます。指定していない場合は、[データベース] 作業

ウィンドウで表示用に選択したフィールドがトピックに表示されます。 

 データに影響を与えずにトピック テキストを編集できますが、トピックを最新の情報に更新すると変更した内

容は失われます。 

トピックには、そのプロパティとしてレコードの中のすべてのデータが含まれます。既定では、ユーザーが表示用

に選択したプロパティだけが表示されますが、すべてのプロパティを表示するように選択することもできます。 

既定のトピック テキストおよび表示するプロパティ 

テーブルのどのデータ フィールドをトピック テキストおよび基本プロパティとして表示するかを、現在のトピッ

クのみに関して、マップ全体に関して、またはこの接続を使用して作成されたすべてのマップに関して変更できま

す。 

1. トピックのデータベース トピック アイコン   を右クリックします。 

2. [表示されているフィールドの設定] をクリックします。 

3. 表示するフィールドを次のように選択します。 

 [トピック テキスト] フィールドに、データベース トピックのテキストとして表示するフィール

ドの名前を入力します。フィールド名は [ ] で囲みます。 

 [プロパティ] の一覧で、データベース トピックの基本プロパティとして表示するフィールドのチ

ェック ボックスをオンにします。 

4. 次の操作を行います。 

 この接続でこれらの設定が常に使用されるように設定を保存する場合は、[設定に保存] を選択し

ます。 

 現在のマップ上のすべてのトピックでこれらの設定を使用する場合は、[すべてのインスタンスで

変更] を選択します。 

 現在のトピックだけに設定を適用する場合は、どちらのオプションも選択しないでください。 

5. [OK] をクリックします。 

現在のトピックのすべてのデータ フィールドを表示するには : 

1. トピックのデータベース トピック アイコン   を右クリックします。 

2. [すべてのプロパティの表示] をクリックします。 

 すべてのデータを表示するために、データ エリアのサイズ変更が必要な場合があります。 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

192 

データの表示、非表示および更新 

 データの非表示/表示を切り替えるには、データベース トピックで、  (非表示)、または  (表示) をク

リックします。 

 データを最新の情報に更新するには、データベース トピック上で  をクリックします。 

関連データの追加 

テーブル内のフィールド間のリレーションは、設定ビューで作成されます。トピックに関連するデータがある場合

は、その右下にリレーション アイコン  が表示されます。 

関連するデータをマップに追加するには 

1. アイコン  をクリックしてから、使用するテーブルを選択します。 

2. 関連するデータが現在のトピックのサブトピックとして表示されます。最初のトピックは、リレーション 

クエリを表し、そのサブトピックはクエリ結果を表します。 

3. リレーションに表示される結果の数を変更するには、リレーション クエリ トピックのデータベース トピ

ック アイコン  を右クリックしてから、[リレーション クエリの編集] をクリックします。開始レコー

ドおよび返される結果の数を指定できます。(既定の結果数は、[データベース オプション](Databases 

Options) で設定します。) 

データの編集 

各データベース トピックには、データベースとの動的な双方向リンクがあります。トピック データを編集する

と、変更がデータベースに送り返されます。 

 データを編集するには、データベースへの書き込み許可が必要です。 

 データベース トピックのデータ エリアをダブルクリックして、データを編集します。ユーザーが行った

変更は、データベースに自動的に保存されます。 

 既定のトピック テキストとして使用されているデータを変更する場合は、トピックを最新の情報に更新  

する必要があります。 

データベースからのトピックの切断 

保持したいデータを含むデータベース トピックがある場合は、最新の情報に更新するときにデータが更新されない

ようにデータベースから切断し、静的データ トピックとして表示することができます。また、そのトピックを通常

のトピックに変換し、データをサブトピックとして表示することもできます。どちらの場合も、トピックはデータ

ベースに接続されなくなります。 

静的データ トピックを作成するには: 

1. トピックのデータベース トピック アイコン   を右クリックします。 

2. [データ ソースへの接続を切断] をクリックします。 

3. データは保持され、トピックは静的トピックになります。 

必要な場合は、次のようにしてトピックのデータをサブトピックとして表示できます。 

1. トピックのデータベース トピック アイコン   を右クリックします。 

2. [通常のトピックに変換] をクリックします。 

3. 各データ フィールドが現在のトピックのサブトピックになります。 
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データベース接続の管理 

[データベース オプション](Databases Options) ダイアログからデータベース接続を管理します。 

 [開発者] タブで、[データベース]、[データベース接続の管理] の順にクリックします。 

既存の接続を編集してその情報を変更または修正したり、接続を複製してその情報を新しい接続で再利用したり、

必要でなくなった接続を削除したりすることができます。 

また、再利用のために接続情報を .xml ファイルにエクスポートしたり、自分自身または他のユーザーがエクスポ

ートしたファイルから接続情報をインポートしたりすることもできます。 

接続の編集 

1. [開発者] タブで、[データベース]、[データベース接続の管理] の順にクリックします。 

2. 一覧で変更する接続を選択し、[編集] をクリックします。 

3. 接続情報を変更してから、[接続のテスト](Test Connection) をクリックして情報を検証します。接続でき

ない場合は、「接続のトラブルシューティング」を参照してください。 

4. [OK] をクリックします。 

接続の複製 

1. [開発者] タブで、[データベース]、[データベース接続の管理] の順にクリックします。 

2. 一覧で複製する接続を選択し、[複製] をクリックします。 

接続の複製が一覧内に作成されます。これを編集してその名前および情報を変更できます。 

接続の削除 

1. [開発者] タブで、[データベース]、[データベース接続の管理] の順にクリックします。 

2. 一覧から削除する接続を選択し、[削除] をクリックします。 

接続のエクスポート 

次の場合は、接続を再利用できるように、作成したデータベース接続の情報をファイルにエクスポートできます。 

 MindManager を別のシステムで使用する場合 

 データベース トピックが含まれているマップを他のユーザーに送信し、それらのユーザーがデータを更新

および編集できるようにする場合 

 データベース トピックが含まれているマップを Mindjet Catalyst ワークスペースに追加し、他のメンバが

データを更新および編集できるようにする場合 

接続をエクスポートするには 

1. [開発者] タブで、[データベース]、[データベース接続の管理] の順にクリックします。 

2. [データベース接続のエクスポート] をクリックします。 

3. エクスポートする接続を一覧から選択します (複数の接続を選択するには Ctrl キーを押しながらクリック

します)。 

 [このコンピュータ上の接続] には、自分のシステムで現在使用できるすべてのデータベース接続

が表示されます。 

 [開いているマップ内の接続] には、使用中の接続だけが表示されます。 

選択したすべての接続の情報が 1 つのファイルに保存されます。 

4. [選択] をクリックしてファイルを保存する場所を選択するか、または既存のファイルを参照して上書きし

ます。 

5. [OK] をクリックします。 
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作成リソースの管理 

マーカーの管理 
マーカーは [マーカー] ウィンドウで管理できます。[マーカー] ウィンドウには、現在のマップ上で使用できるマー

カーの一覧が表示されます。  

マーカー一覧には、単一の種類のマーカーから成るグループ (仕事情報、アイコン、タグ、フォントの色、塗りつ

ぶしの色) が事前に入力されています。一部のグループは既定のグループであり (すべてのマーカーの一覧で表示さ

れます)、一部の一覧では空白になっている場合があります。グループ内のマーカーは、相互に排他的 (このグルー

プのマーカーは 1 つしかトピックで使用できません) にするか、そうでなく (このグループの複数のマーカーをト

ピックで使用できます) することもできます。ユーザー定義のアイコン グループとタグ グループに関して、この属

性を変更できます。 

[一般的なアイコン] グループや他のグループ内で名前のないアイコン マーカーは、"マーカー名" が灰色で表示され

ます。これらは、マップで使用されなくなると一覧から消去され、凡例に取り込まれません。名前を付けること

で、一覧に残すことができます。名前を付けると、[一般的なアイコン] は [単一のアイコン] グループに移動しま

す。 

名前付きマーカーは、マップで使用されているかどうかにかかわらず、マーカー一覧に残ります。その説明と内容

を修正したり、使用されていない場合は、一覧 (および凡例) から削除したりできます。  

グループ名 既定のグ

ループか 

内容 

仕事の優先度 はい 標準の優先度アイコン (1 ～ 9) の全セットまたはサブセット。 

相互に排他的。 

仕事の進行状況 はい 標準の仕事の進行状況アイコン (0% ～ 100%) の全セットまたはサブセッ

ト。 

相互に排他的。 

リソース はい マップ上で使用されるすべてのリソース。マップ上で使用されない場合で

もグループ内で保持するには、動的なリソース (名前が灰色で表示されて

います) の名前を変更する必要があります。 

相互に排他的ではありません。 

{さまざまなタグ グ

ループ} 

いいえ タグ 

相互に排他的にするかどうかを設定できます。 

{さまざまなアイコ

ン グループ} 

いいえ 名前の付いたアイコン (ユーザーにより名前が付けられたもの) 

相互に排他的にするかどうかを設定できます。 

単一のアイコン 

単一のタグ 

はい どのグループにも属さない名前の付いたアイコンとタグ。 

相互に排他的ではありません。 

一般的なアイコン 

  

はい マップ上で使用されているが、意味が割り当てられていないアイコン (名

前は灰色で表示されています)。マップ上でこのマーカーを削除すると、一

覧から除去されます。これらのマーカーを一覧内に保持するには、他のグ

ループに移す必要があります。これらは凡例に含まれません。 

相互に排他的ではありません。 

塗りつぶしの色 はい 選択した塗りつぶしの色。名前が付いている場合も付いていない場合もあ

ります (名前の付いていない色は、マップ上で使用されず凡例に含まれて

いない場合、一覧から除去されます)。 

相互に排他的です (トピックにつき 1 つの色)。 

フォントの色 はい 選択したフォントの色。名前が付いている場合も付いていない場合もあり

ます (無名の色はマップ上で使用されず、凡例に含まれていない場合、一

覧から除去されます)。 

相互に排他的です (トピックにつき 1 つの色)。 
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 [優先度]、[進行状況]、および [リソース] は、MindManager の仕事情報およびリソース管理機能と連動する既定

のグループです。これらのグループのいずれかからトピックにマーカーを追加すると、対応する仕事情報もト

ピックに追加されます。 

この一覧は [マーカー] 作業ウィンドウで必要に応じてカスタマイズできます。次の操作を実行できます。 

 新しいマーカーを一覧に追加する 

 新しいアイコン マーカー グループやタグ グループを作成する 

 アイコンやタグをドラッグ アンド ドロップを使用してグループ間で移動する 

 グループ名、マーカー名、および塗りつぶしやフォントの色マーカーで使用する色を修正する 

 マーカー グループを別のマップにコピーする 

 マーカー全体をマーカーの一覧オーガナイザで保存したり、適用したり、管理したりすることもできます。 

[マップ マーカー] 作業ウィンドウを開く 

次のいずれかを実行します。 

 [挿入] タブ、[アイコン] または [タグ]、[マーカーの整理] の順にクリックします。 

 ステータス バーの [作業ウィンドウ] ボタンをクリックしてから、[マーカー] をクリックします。 

 トピックのマーカーを右クリックして、[マーカーの整理] をクリックします。 

新しいマーカーはマップを表示中に動的に追加できますが、[マーカー] 作業ウィンドウを使って定義することで追

加することもできます。 

マーカーを直接追加する 

新しいアイコン、塗りつぶしの色、およびフォントの色のマーカーを動的に追加する 

マップ上で新しいマーカーを使用する (新しいアイコン、タグ、フォントの色、または塗りつぶしの色を適用する) 

と、マーカーが自動的に一覧に追加されます。 

新しいマーカーは、次の分類でマーカー一覧に追加されます。 

マーカーの種類 マーカー グループ 

優先度アイコン 優先度 

進行状況アイコン 進行状況 

塗りつぶしの色 塗りつぶしの色 

フォントの色 フォントの色 

アイコン 

(優先度と達成率を除く) 

一般的なアイコン 

タグ 単一のタグ 

アイコン、塗りつぶしの色、およびフォントの色マーカーは、動的な状態 (灰色のラベル "マーカー名" が表示され

ています) で一覧に追加されます。名前を付けると動的な状態でなくなります。名前のないマーカーをすべてマップ

から削除すると、そのマーカーもマーカー一覧から消去されます。名前のないマーカーは凡例からも除外されま

す。 
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 全般アイコンを永続エントリにするには、マーカー グループ (新規または既存) へドラッグします。アイコン

を移動するときに、名前を付ける (説明を割り当てる) ように求められます。 

 他のグループ内の名前のないマーカーを永続エントリに変更するには、名前を付けます (右クリックしてから 

[名前の変更] をクリックします)。 

 マーカーを新しいグループに追加するには、[マップ マーカー] 作業ウィンドウでグループを作成してから、マ

ーカーを新しいグループにドラッグします。 

新しいタグやグループを動的に追加する 

タグ グループや個々のタグを動的に追加できます。 

1. トピックを選択します。 

2. [挿入] タブの [マーカー] グループで [タグ] 矢印をクリックします。 

3. 次のいずれかを実行します。 

 [新しいタグの追加] をクリックしてから、既存のマーカー グループを選択するか、新しいグルー

プの名前を入力して新しいグループを作成します。(たとえば、「サンプル サイズ」と入力しま

す。) 

 [単一のタグ](Single Tags) をクリックしてから、[新しいタグの追加] をクリックします。 

4. マーカーの名前を入力します (たとえば、「15 グラム以下」と入力します)。 

5. [追加] をクリックします。 

6. トピックおよび [マーカー] ウィンドウに新しいタグが追加されます。 

7. さらにマーカーを追加するには、この手順を繰り返します。 

8. 操作を終えたら、[閉じる] をクリックします。 

 [仕事] グループの [リソース] コマンドを使用して新しいリソース マーカーを追加することもできます。 

マーカーを [マーカー] 作業ウィンドウで追加する 

新しいアイコンまたはタグの追加 

1. [マーカー] ウィンドウでグループ名を右クリックして、[新規 <マーカー>] をクリックします (ただし、<マ

ーカー> は、追加するマーカーの種類の名前です)。 

2. 新しいマーカーの名前を入力します。アイコン マーカーの場合は、表示される項目の中からマーカーを選

択します。(選択したグループに適した種類のマーカーだけが表示されます)。 

3. [追加] をクリックします。 

4. これらの手順を繰り返し、必要に応じてマーカーをさらに追加します。完了したら、[閉じる] をクリック

します。 

 一覧に追加する際に、マップ上でマーカーを使用する必要はありません。 

新しいマップ グループの作成 

1. [マーカー] ウィンドウで [新しいアイコン グループの追加] または [新しいテキスト マーカー グループの

追加] をクリックします*。 

2. 新しいグループの名前を入力します。 

3. 次のいずれかの方法を使用して、グループを作成します。 

 グループ名を右クリックして、新しいマーカーをグループに追加します。 

 別のグループから新しいグループへマーカーをドラッグします ([一般的なアイコン] 内のマーカ

ーを移動するときは名前を付ける必要があります)。 

 異なるグループで同じアイコンは使用できません。 
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4. オプション : 右クリックして、[相互排他] を選択します。つまり、このグループから任意のトピックへ追

加できるマーカーは 1 つに限られます。 

マーカーの変更 

1. マーカーを右クリックします。 

2. [変更]、[名前の変更]、または [削除] をクリックします。 

3. 次のいずれかの手順を実行します。 

 マーカーの新しい名前を入力します。 

 マーカーの新しいアイコン、塗りつぶしの色、またはフォントの色を選択します。 

 マップ上の任意のアイコンを右クリックしてから、[マーカー名の編集] をクリックします。[マーカー] 作業ウ

ィンドウでアイコンの新しい説明を入力します。 

マーカーを別のグループに移動するには、そのマーカーを新しいグループにドラッグします。必須グループ ([仕事

の優先度]、[仕事の達成率]、[単一のアイコン]、[一般的なアイコン]、[単一のタグ](Single Tags)、[フォントの色]、

[塗りつぶしの色]) にマーカーをドラッグすることはできません。 

マーカー グループの変更 

[マーカー] 作業ウィンドウで、現在のマーカー一覧を修正できます。次の操作を実行できます。 

グループの名前を変更する  

1. グループ名を右クリックします。 

2. [名前の変更] をクリックします。 

3. グループの新しい名前を入力します。 

 [一般的なアイコン] グループの名前は変更できませんが、そこに含まれるマーカーの名前は変更できます。ア

イコン マーカーに名前を付けると、これらのマーカーは自動的に [単一のアイコン] グループへ移動します。 

グループ内のマーカーを相互に排他的にする  

各グループ内のマーカーは、相互に排他的 (このグループのマーカーは 1 つしかトピックで使用できません) にす

るか、そうでなく (このグループの複数のマーカーをトピックで使用できます) することもできます。この属性は、

ユーザー定義のアイコン マーカー グループに対してのみ変更できます。 

1. [マーカー] 作業ウィンドウで、マーカー グループの名前を右クリックします。 

2. [相互排他] をクリックします。 

タグ グループを並べ替える  

1. グループ名を右クリックします。 

2. [マーカーの並べ替え] をクリックします。 

グループは、英数字の昇順で並べ替えられます。 

一覧からマーカーまたはマーカー グループを削除する  

一覧からマーカーのグループ全体を削除することも、任意のグループから個々のマーカーを削除することもできま

す。削除されたマーカーがマップ上で使用されていない場合、一覧から削除されます。マーカーがマップ上で使用

されている場合は、無名の (全般) マーカーに変更されます。 

1. グループ名またはマーカー名を右クリックします。 

2. [削除] をクリックします。 
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 必須マーカー グループ ([仕事の優先度]、[仕事の達成率]、[リソース]、[単一のアイコン]、[一般的なアイコ

ン]、[単一のタグ](Single Tags)、[塗りつぶしの色]、[フォントの色]) はどれも削除できません。 

アイコンまたはタグ グループを削除しても、マップ上でそのマーカーの一部を使用している場合、"孤立した" マー

カーが [一般的なアイコン] または [単一のタグ](Single tags) グループに追加されます。 

ライブラリ項目の管理 

MindManager の [ライブラリ] 作業ウィンドウを使用して、一般に "項目" と呼ばれ、マップに追加することができ

る画像や図形などのさまざまな要素を整理することができます。  

このウィンドウの主な目的は、これらの項目の整理を助けることです。便宜上、これらの任意の要素を作業ウィン

ドウからマップに直接追加できますが、他の方法でも追加することができます。 

フォルダや項目を追加したり、それらの名前を変更したり、項目を移動または変更したりすることで、ライブラリ

の内容を管理できます。項目固有の特別なコマンドが用意されている場合があります。 

[ライブラリ] ウィンドウの表示 

 ステータス バーの [作業ウィンドウ]  をクリックしてから、[ライブラリ] をクリックします。 

ライブラリには、次のすべての項目についてカテゴリが設けられています。 

 アイコン 

 画像 

 背景画像 

 図形 

これらのカテゴリは、[ライブラリ] ウィンドウの下部に一覧表示されています。項目はテーマ別のフォルダ ([ボタ

ン] など) に格納されます。上部のセクションでフォルダをクリックすると、その中に含まれる項目のプレビューが

ウィンドウの下部に表示されます。 

 [ライブラリ - 画像] ウィンドウの上部には "検索" フィールドが表示されるので、キーワードで画像を見つける

ことができます。[検索] オプションの使用方法については、「画像」を参照してください。キーワードの編集

については、以下で説明します。 

フォルダの追加、削除、または名前の変更 

1. 任意のフォルダを右クリックします。 

2. その後、次のいずれかの操作を行います。 

 [新規フォルダ] を選択し、新しいフォルダの名前を入力します。 

 他のフォルダの要素を移動またはコピーするか、ディスクからアイテムを追加することによって、フォルダに

内容を追加できます。 

 [削除] を選択してフォルダを削除します。  

 フォルダとその内容が、[ライブラリ] ウィンドウおよびディスクから削除されます。 

 [名前の変更] を選択し、フォルダの新しい名前を入力します。 

  

新しい項目をディスクから追加する 

ディスク上のファイルから任意のライブラリ フォルダに項目を追加できます。 
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1. [ライブラリ] 作業ウィンドウでフォルダを右クリックします。 

2. [<項目> の追加] をクリックします ("項目" には、追加しようとしている項目の種類が入ります)。 

 ライブラリのプレビュー ウィンドウの上部にある [画像の追加]、[アイコンの追加]、または [図形の追加] 

をクリックします。 

3. 追加するファイルに移動し、[開く] をクリックします。 

下部のプレビュー ウィンドウ内に、新しい項目が最後のアイテムとして表示されます (この項目を表示するにはス

クロールする必要がある場合があります)。 

項目の使用、変更、および整理 

ドラッグ アンド ドロップや各項目のメニューを使用して、既存の項目を整理し直すことができます。 

ウィンドウ下部のプレビュー画像の上にポインタを置くと、プルダウン メニューの矢印が表示されます。コマンド

は次のグループに分かれています。 

項目を追加するコマンド 

最初のコマンド グループを使って、いくつかの方法で項目をマップに追加したり、選択したトピックから項目を削

除したりできます。これらのコマンドをアクティブにするには、トピックを選択する必要があります。 

項目を変更するコマンド 

[既定のアプリケーションで開く] コマンドを使用すると、項目に関連付けられているシステム上のアプリケーショ

ンで項目を開き、(画像エディタなどで) それらの編集と保存を行うことができます。 

 項目を編集するには、そのリソースがシステム上のアプリケーションと関連付けられている必要があります。

そのアプリケーションがファイルを編集できる場合は、変更できます。そのアプリケーションがファイルの表

示しかできない場合は、変更できません。 

1. オプション : 元の項目を変更しないでおく場合は、右クリックして、[複製] を選択します。 

2. 項目を右クリックしてから [既定のアプリケーションで開く] をクリックします。 

3. 項目の種類に関連付けられたアプリケーションが起動します。 

4. 項目を編集し、保存します (アプリケーションの中には表示しかできない場合があるので注意してください。

関連付けられたアプリケーションでは編集できない場合、ライブラリから編集できる他のアプリケーション

にドラッグします)。 

5. 編集された項目は、その項目を含むフォルダをもう一度クリックするか、ライブラリの背景を右クリックして 

[最新の情報に更新] をクリックすると、ライブラリ内に表示されます (このとき項目のプレビューが更新され

ます)。 

項目を整理するコマンド 

[コピー] : 項目をコピーします。コピーした項目を、項目の種類が同じ他のフォルダに貼り付けることができます 

(コピー先のフォルダを右クリックし、[貼り付け] をクリック)。また、他のアプリケーションに貼り付けることも

できます。 

[複製] : 元の項目を変更しないで修正できるように、同じフォルダ内に項目を複製します。このコピーはフォルダ

内で、最後のアイテムとして表示されます。 

[削除] : 作業ウィンドウとディスクから項目を削除します。 

[名前の変更] : 項目のファイル名を変更できます。 
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項目の種類に固有のコマンド 

項目の種類 コマンド アクション 

アイコン ショートカット キー ショートカット キーをアイコンに割り当てます (Ctrl + 

1 ～ 9 キーから選択できます)。 

画像 [お気に入りに追加] すばやくアクセスできるように、画像を [お気に入り] 

フォルダに追加します。 

  [キーワードの編集] [ライブラリ] ウィンドウの [検索] 機能で使用するキーワ

ードを編集します。 

図形 [内容の余白の編集] 任意の図形内のテキストに使用する領域を調整します。 

マップ パーツの管理 

[マップ パーツ] ウィンドウには、現在選択できるマップ パーツが表示されます。これらには、静的なマップ パー

ツ (トピック テンプレート) と、外部ソースにリンクされている動的な内容を含むスマート マップ パーツの両方が

含まれています。 

このウィンドウの主な目的は、これらの項目の整理を助けることです。フォルダやマップ パーツを追加したり、そ

れらの名前を変更したり、パーツを移動または変更したりすることで、[マップ パーツ] ウィンドウの内容を管理で

きます。  

[マップ パーツ] ウィンドウの表示 

次のいずれかを実行します。 

 ステータス バーの [作業ウィンドウ]  をクリックしてから、[マップ パーツ] をクリックします。 

 [挿入] タブの [分岐の挿入] グループで、[マップ パーツ] をクリックします。 

フォルダの追加、削除、または名前の変更 

1. 任意のフォルダを右クリックします。 

2. その後、次のいずれかの操作を行います。 

 [新規フォルダ] を選択し、新しいフォルダの名前を入力します。 

 他のフォルダの要素を移動またはコピーするか、ディスクからアイテムを追加することによって、フォルダに

内容を追加できます。 

 [削除] を選択してフォルダを削除します。フォルダとその内容が、[マップ パーツ] ウィンドウおよび "デ

ィスク" から削除されます。 

 [名前の変更] を選択し、フォルダの新しい名前を入力します。 

新しいマップをディスクから追加する 

ディスク上のファイルから任意のマップ パーツ フォルダにマップ パーツを追加できます。 

1. [マップ パーツ] 作業ウィンドウでフォルダを右クリックします。 

2. [マップ パーツの追加] をクリックします。  

3. 追加するファイルに移動し、[開く] をクリックします。 

下部のプレビュー ウィンドウ内に、新しいマップ パーツが最後のアイテムとして表示されます (このマップ パー

ツを表示するにはスクロールする必要がある場合があります)。 
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 静的なマップ パーツの作成については、「マップ パーツの作成または修正」を参照してください。 

 

スマート マップ パーツの作成の詳細については、オンラインの Mindjet DevZone を参照してください。 

  

マップ パーツの使用、変更、および整理 

ドラッグ アンド ドロップや各マップ パーツのメニューを使用して、既存のマップ パーツを整理し直すことができ

ます。 

ウィンドウ下部のプレビュー画像の上にポインタを置くと、プルダウン メニューの矢印が表示されます。コマンド

は次のグループに分かれています。 

マップ パーツを追加するコマンド 

最初のコマンドを使って、マップ パーツを新しいトピックとしてマップに追加できます。このコマンドをアクティ

ブにするには、トピックを選択する必要があります。 

マップ パーツを変更するコマンド 

[変更] コマンドでは、マップ パーツの書式設定および内容を MindManager 内で変更できます。この方法でスマー

ト マップ パーツのコードを変更することはできません。スマート マップ パーツの作成およびカスタマイズの詳細

については、オンラインの Mindjet DevZone を参照してください。 

マップ パーツの変更は、マップの編集に使用するのと同じコマンドを使用して行うことができます (この方法を使

用して、いくつかの静的なマップ パーツを 1 つのパーツに結合することもできます)。 

終了したら、クイック アクセス ツール バーまたは [ファイル] タブのメニューの [保存] コマンドを使用して、マッ

プ パーツを保存します。[名前を付けて保存] コマンドを使用することで、パーツの名前を変更して新しいパーツを

作成できますが、元のパーツと同じ場所に保存してください。こうすることで、そのパーツは [マップ パーツ] ウ

ィンドウに自動的に表示されます。 

編集したマップ パーツの新しいプレビューを表示するには、リソースを含むフォルダを右クリックし、[最新の情

報に更新] をクリックします。 

マップ パーツを整理するコマンド 

[コピー] : マップ パーツをコピーします。コピーしたアイテムを、マップ パーツの種類が同じ他のフォルダに貼り

付けることができます (コピー先のフォルダを右クリックし、[貼り付け] をクリック)。また、他のアプリケーショ

ンに貼り付けることもできます。 

[複製] : 元のマップ パーツを変更しないで修正できるように、同じフォルダ内に項目を複製します。このコピーは

フォルダ内で、最後のマップ パーツとして表示されます。 

[削除] : 作業ウィンドウとディスクからマップ パーツを削除します。 

[名前の変更] : マップ パーツのファイル名を変更できます。 

[お気に入りに追加] : 簡単にアクセスできるようにパーツを [お気に入り] フォルダにコピーします。 

  

マップ テンプレートの作成および変更 

マップ テンプレートを利用することで、新しいマップを簡単に作成し、頻繁に作成するマップの内容を標準化する

ことができます。MindManager には一般的に使用されるテンプレートが用意されていて、これらは [ファイル] タ

ブ メニューから新しいマップを開始するときに自動的に表示されます。これらのテンプレートは必要に応じて変更

することができ、独自のテンプレートを作成することもできます。 

http://www.mindjet.com/
http://www.mindjet.com/
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マップ テンプレートの作成 

作成するマップをテンプレートとして保存できます。 

1. テンプレートに使用する内容および書式設定を適用したマップを作成します。 

2. [ファイル] タブ、[保存して送信]、[ファイルの種類の変更]、[MindManager マップ テンプレート] の順に

クリックします。 

3. ファイルを保存する場所に移動して、[ファイル名] を入力してから、[保存] をクリックします。  

4. 新しいテンプレートの場合は、[プロパティ] - [ファイルの概要] ページが表示されるので、テンプレートに

ついてのコメントおよびその他の情報を入力できます。[OK] をクリックすると、テンプレートが保存され

ます。 

この保存場所は、[新規マップ] ダイアログ (新しいマップを作成するときに表示されます) にテンプレートを追加したり、オ

ーガナイザに追加したり、別のユーザーに送信したりするときのために書き留めておいてください。 

MINDJET CATALYST - [Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてからワークスペースを選択することで、テンプレート

をワークスペースに保存できます。テンプレートをワークスペースに保存する場合は、保存後に元のマップに対し

て引き続き作業を行うことができます。加えた変更は、すべて元のマップにのみ反映され、新しいテンプレートは

影響を受けません。 

 オーガナイザからマップ テンプレートを作成したり管理したりすることもできます。 

  

既存のマップ テンプレートの変更 

既存のマップ テンプレートを開くと、それがマップ ビューに表示されてマップと同様に内容を編集できます。 

 [ファイル] タブの [新規作成] をクリックして、[マップ テンプレート] でテンプレートを見つけます。 

o 目的のテンプレートが表示されている場合は、右クリックして [変更] をクリックします。 

o 目的のテンプレートが表示されていない場合は、次の操作を行います。 

[開く] をクリックして、[ファイルの種類] 一覧で [Mindjet MindManager テンプレート] を選択し

ます。 

変更するテンプレートに移動し、[開く] をクリックします。 

テンプレートがマップ ビューで開き、そこで他のマップと同じように編集できます。編集が終わったら、上記の手

順を使用してテンプレートを保存します。 

 オーガナイザからマップ テンプレートを変更したり管理したりすることもできます。 
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マップ スタイルの作成と変更 

現在のマップのスタイル設定を保存して、スタイル ファイル (.mmas) として再利用できます。スタイル ファイル

には、マップ上のすべてのオブジェクトで既定で使用される書式設定が含まれます。スタイル ファイルには内容は

含まれません。マップを書式設定するときに、既定のスタイル設定を変更できます。 

マップ スタイルには次の設定があります。 

 中心トピック、メイン トピック、およびサブトピック (レベルごと) 

 組織図トピックとそのサブトピック 

 吹き出しトピックとそのサブトピック 

 フローティング トピックとそのサブトピック 

 フローティング組織図トピックとそのサブトピック 

 境界線 

 リレーションシップ 

 マップの背景 

 ノート (既定のフォント) 

現在のマップにはいつでもスタイルを適用できます。 

現在のマップの既定のスタイル設定からスタイルを作成する 

現在のマップのスタイルは、オーガナイザが使用するフォルダまたは別の場所に保存できます。 

1. マップの既定のスタイル設定を必要に応じて調整します。 

2. [ホーム] タブで [マップ スタイル] の矢印をクリックしてから、[スタイル テンプレートの追加] をクリッ

クします。 

3. スタイル ファイルの既定の場所はスタイル オーガナイザが使用するフォルダですが、別の場所に保存す

ることもできます。 

 既定の場所に保存しない場合は、保存するスタイルがオーガナイザに表示されません。 

この保存場所は、[新規マップ] ダイアログ (新しいマップを作成するときに表示されます) にスタイルを追加したり、フ

ァイルから別のマップにこのスタイルを適用したり、スタイルをオーガナイザに追加したり、別のユーザーに送信

したりするときのために書き留めておいてください。 

 スタイル ファイルを保存するための、その他の 2 つの方法 : 

 

[ファイル] タブの [保存して送信] コマンドを使用します。この場合は、[ファイルの種類の変更]、

[MindManager マップ スタイル] の順にクリックし、スタイル ファイルの場所を選択して [保存] をクリックし

ます。 

 

オーガナイザからマップ スタイルを作成したり管理したりします。 

MINDJET CATALYST 

[保存して送信] による方法を使用してスタイルをワークスペースに保存できます。 

  

既存のマップ スタイルの変更 

既存のマップ スタイルを開くと、それが [スタイルの変更] ビューに自動的に表示されてその書式設定に変更を加

えることができます。 
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 [ファイル] タブの [新規作成] をクリックして、[マップ スタイル] でスタイルを見つけます。 

o 目的のスタイルが表示されている場合は、右クリックして [変更] をクリックします。 

o 目的のスタイルが表示されていない場合は、次の操作を行います。 

[開く] をクリックして、[ファイルの種類] 一覧で [Mindjet MindManager スタイル] を選択しま

す。 

変更するスタイルに移動し、[開く] をクリックします。 

特別なビューでスタイルが開き、そこで書式設定を変更できます。このビューの使用方法の詳細については、「[ス

タイルの変更] ビューの使用」を参照してください。 

 オーガナイザからマップ スタイルを変更したり管理したりすることもできます。 
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MindManager のカスタマイズ 

インターフェイスのカスタマイズ 

クイック アクセス ツール バー 

コマンドを追加または削除したり、位置を変更してクイック アクセス ツール バーをカスタマイズしたりできま

す。コマンドを追加すると、頻繁に使用するコマンドに 1 クリックでアクセスできるようになります。 

MINDJET CATALYST 

Catalyst ワークスペース ウィンドウには独自のクイック アクセス ツール バーが用意されていますが、このツ

ール バーは他のツール バーに関係なくカスタマイズできます。 

コマンドの追加または削除 

 

クイック アクセス ツール バーの端にある矢印をクリックし

て、追加するコマンドを選択し、削除するコマンドをクリア

します。 

追加するコマンドが見つからない場合は、[その他のコマンド] をクリックして、[クイック アクセス ツール バーの

カスタマイズ] ダイアログ ボックスを表示します。 

1. [コマンドを選択する場所] で [すべてのコマンド] を選択するか、タブ名を選択してそのタブ上のコマンドのみ

を表示します。 

2. [コマンド] で追加するコマンドを選択してから [追加] をクリックします。 

3. コマンドを削除するには、右側の一覧でコマンドを選択して [削除] をクリックします。 

4. ツール バーを元の設定に戻すには、[リセット] をクリックします。 

コマンドの順序の変更 

クイック アクセス ツール バーのコマンドは、一覧に表示されている順序で表示されます。コマンドの順序を変更

するには、一覧の右にある矢印を使用します。 

クイック アクセス ツール バーの位置の変更 

次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの端にある矢印をクリックして [リボンの下に表示] をクリックします。 

 [クイック アクセス ツール バーのカスタマイズ] ダイアログ ボックスで [リボンの下に表示] をオンにして

ツール バーの位置を変更します。 

リボン 

リボンを最小化して、作業領域を最大にできます。最小化した状態では、リボンはタブをクリックすると表示され

ますが、マップをクリックすると再度非表示になります。リボンを最小化するには、次のいずれかを実行します。 

 リボンの上にある [リボンの最小化] 矢印をクリックします。  

 クイック アクセス ツール バーの端にある矢印をクリックして [リボンの最小化] をクリックします。 

 リボン上のタブをダブルクリックします。 
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Ctrl + F1 キーを押します。 

ステータス バー 

一番下のステータス バーに表示するコマンドを選択できます。 

 ステータス バーを右クリックし、必要に応じてコマンドのチェック ボックスをオンまたはオフにしま

す。 

ワークブック タブ 

ワークブック タブは、ウィンドウの上部または下部に配置でき、オフとオンを切り替えることができます。次のい

ずれかを実行します。 

 任意のワークブック タブを右クリックしてから、[ワークブック タブの配置] をクリックし、表示オプシ

ョンを選択します。 

 [ファイル] タブ、[オプション]、[表示] の順にクリックしてから、表示オプションを選択します。 

その他のオプション 

MindManager のその他のカスタマイズ オプションについては、「オプション」を参照してください。 
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アドインと変換 

アドイン 

MindManager には、機能を拡張するプレインストールされたアドインのセットが付属しています。これらのソフ

トウェア モジュールによって、MindManager のリボン、および Microsoft Office アプリケーションのリボン (また

はメニュー) にコマンドが追加されます。追加のアドインが、Mindjet またはサードパーティ ベンダーによって提

供されることがあります。 

アドインで追加される MindManager コマンドには、以下のものがあります。 

機能 

トピックの並べ替え  

統合されたブラウザ 

インポートとエクスポート 

Web ページとして保存  

MPX インポート 

Microsoft PowerPoint エクスポート  

Microsoft Project インポートとエクスポート  

Microsoft Word エクスポートとインポート  

Mindjet Player エクスポート  

マップ パーツおよび Microsoft Office のトピック   

ファイル エクスプローラ  

Web サービス  

Microsoft Excel リンカおよび Excel の範囲 

Microsoft Outlook のトピック 

RSS フィード 

開発者向けの機能 

データベース リンカ  

MindManager では、MindManager をインストールするときにこれらの機能が自動的に有効になります。インスト

ールしたアドインの一覧が表示されて、MindManager の [アドイン] オプション ダイアログで無効/有効を切り替え

ることができます。 

アドインによって Microsoft アプリケーションに追加されるボタン 

Microsoft Office アプリケーションでは、MindManager のインストール時にアドインによって [Mindjet 

MindManager に送信] コマンドが追加され、自動的に有効になります。 

Microsoft Office のアドインの使用で問題が発生した場合は、「Office アドインのトラブルシューティング」を参照して

ください。 

変換 

変換によって、マップからテキスト ベースの形式への変換と、その逆の変換が可能になっています。アドインのよ

うに、MindManager インターフェイスにコマンドが追加され、アプリケーションに統合されて表示されます。 

MindManager には、MindManager ドキュメントをテキスト ベースのアウトラインに変換するために、2 つの変換

が用意されています ([保存] ダイアログ ボックスの [ファイルの種類] ボックスの一覧にあります)。[アウトライン - 

プレーン テキスト] を選択してマップのテキストのアウトラインを作成するか、[アウトライン - Web ページ] を選
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択して HTML のアウトラインを作成できます。Mindjet やサードパーティ ベンダーによって追加の変換が提供され

る場合もあります。  

変換は、MindManager の [変換] オプション ダイアログで有効または無効にすることができます。 
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Mindjet Catalyst での共同作業 

Mindjet® Catalyst™ について 

視覚化による生産性向上と共同作業のためのソリューション 
Mindjet は個人の生産性向上と共同作業のためのソリューションであり、アイデア、情報、および人々を視覚的に結

びつけることにより、時間の節約、ビジネス プロセスの改善、業務革新の推進をもたらします。視覚化による生産

性向上アプリケーション (マインド マッピング) と包括的な共同作業プラットフォームを組み合わせることで、ユー

ザーはリアルタイムの共同作業を行う際に、現実のビジネス上の問題を解決しながら、アイデアや情報を管理し、伝

達することができます。 

Mindjet のソフトウェアと Web ベースのソリューションは、世界をリードする視覚化による生産性向上アプリケー

ション、ドキュメントおよびファイルの共有機能、およびセキュリティ保護されたワークスペースを備えています。 

MindManager for Windows での Mindjet Catalyst の使用 

Mindjet Catalyst サービスにサインインすると、MindManager for Windows の Mindjet Catalyst 共同作業機能が自動

的に有効になります。Mindjet Catalyst サーバー上のマップやドキュメントを、特定のメンバが使用できるようワ

ークスペースに保存できます。サーバーベースのマッピングを使用することで、マップをリアルタイムで共有およ

び共同編集したり、マップやドキュメントの改訂版を保存したりできます。 

Mindjet Catalyst のブラウザベースのマッピングおよび共同作業の機能を使用することで、Mindjet Catalyst ワーク

スペースに好きな場所から好きなときにアクセスして、ダウンロードまたはインストールなしであらゆる機能を利

用できます。チームのメンバは、標準の Web ブラウザを使って、セキュリティ保護された方法でワークスペース

にアクセスしたり、共有機能を利用したりできます。 

はじめに 

 Mindjet Catalyst への接続 :アカウントの作成とサインイン 

Mindjet Catalyst アカウントの動作の概要については、「Mindjet Catalyst に関する基本的な FAQ」を参照して

ください。 

 次の「共同作業の基本ステップ」の手順に従ってください。 
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Mindjet Catalyst に関する基本的な FAQ 

以下の内容は、Mindjet Catalyst の基本要素について、およびそれらが連携して機能する方法を理解する助けにな

ります。 

Mindjet Catalyst アカウントについて 
Mindjet Catalyst アカウントを使って、Mindjet Catalyst サービスにアクセスできます。アカウントを持つことによ

り、Mindjet Catalyst サーバー上にワークスペースおよびドキュメント用の記憶域が用意され、他のアカウント ユ

ーザーを追加することが可能になります。ユーザーには、ワークスペースの作成、ワークスペースへのコンテンツ

の追加、他のアカウント ユーザーとの共同作業を行う権限が付与されます。ユーザーは、MindManager for 

Windows または Mindjet Catalyst オンライン サービスを使って、自分の Mindjet Catalyst アカウントにアクセスで

きます。 

複数のアカウントの所有者またはユーザーになることができます。 

新規アカウントの作成方法 
[ファイル] タブの [MindManager Catalyst] メニューで [アカウントの作成] をクリックすると、アカウントのサイン

アップを行うことできます。 

アカウント所有者について 
アカウント所有者とは、Mindjet Catalyst アカウントを設定したユーザーのことです。 

 

アカウント ユーザーについて 
アカウント ユーザーとは、Mindjet Catalyst アカウントに参加するよう、その所有者から招待されたユーザーのこ

とです。 
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アカウント所有者が他のアカウント ユーザーを招待する方法 

[ファイル] タブの [MindManager Catalyst] タブで [ユーザーをアカウントに招待] をクリックすると、アカウントに

ユーザーを招待できます。 

ワークスペースとは 

ワークスペースとは、アカウント内部の閉じられた安全な領域です。ユーザーは、MindManager マップなどのフ

ァイルを含むドキュメントをワークスペースに保存できます。ワークスペースは、MindManager for Windows また

は Mindjet Catalyst をオンラインで使用するアカウント ユーザーが作成したりアクセスしたりできます。ユーザー

のチームは、ワークスペースを使用して、情報の共有、共同作業、および対話処理をリアルタイムで実行できま

す。ユーザーは、1 つのアカウント内に複数のワークスペースを設定できます。 

ワークスペースの作成方法 

アカウント所有者ではないユーザーは、Mindjet Catalyst アカウント所有者から自分のアカウント内にワークスペ

ースを作成する権限を付与してもらう必要があります。次に、MindManager for Windows または Mindjet Catalyst 

で、アカウント資格情報を使って Mindjet Catalyst にサインインします。それから、MindManager for Windows 内

の Catalyst ワークスペース ウィンドウまたは Catalyst 内の [ワークスペース] ウィンドウをオンラインで使用して、新

しいワークスペースを作成し、ワークスペース メンバを追加し、ワークスペースにコンテンツを追加します。 

ワークスペース所有者について 

ワークスペース所有者とは、アカウント内にワークスペースを作成するユーザーのことです。1 つのワークスペー

スに複数の所有者を割り当てることができます。所有者は、ワークスペースに他のメンバを追加し、ワークスペース

に対するアクセス レベルを割り当てることができます。 

ワークスペース メンバとは 

ワークスペース メンバとは、ワークスペースを使用するよう所有者から招待された Catalyst アカウント内の他の

ユーザーのことです。ワークスペース所有者は、各メンバのワークスペースへのアクセス レベルを、所有者、作成

者、閲覧者の中から指定できます。メンバのアクセス レベルにより、ワークスペース内での権限が決まります。 

ワークスペースにコンテンツを追加する方法 

新しいマップおよびファイルをその場で作成する、既存のドキュメントをインポートする、または MindManager 

を使ってドキュメントをワークスペース内に保存することで、ワークスペースにドキュメントを追加できます。 
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Catalyst を使用した共同作業での 4 つの基本ステップ 

 使ってみる 

 アカウントを作成して、他のユーザーを招待するか、他のユーザーのアカウントに参加します。 

 サインインして Mindjet Catalyst ワークスペースに接続し、MindManager で共同作業機能を有効にします。 

 ワークスペースの作成と管理 

 ワークスペースを作成するか、開きます。 

 ワークスペース メンバを追加します。また、ワークスペースに対するメンバのアクセス レベルを制御しま

す。 

 ワークスペース コンテンツの追加 

 新しいマップおよびファイルを直接作成して、ワークスペースにドキュメントを追加します。 

 既存のドキュメントをローカル システムからアップロードして、ワークスペースにインポートします。 

 MindManager を使用してマップをワークスペースに保存します。これらのドキュメントは、MindManager サ

ーバー上のワークスペースに保存され、ワークスペースのメンバ全員が使用できます。 

 共同作業 

 単独で共有マップを表示および編集するか、他のユーザーとリアルタイムで共同作業します (共同マッピン

グ)。 

 Catalyst のドキュメント管理機能を使用してワークスペース ファイルを表示および編集します。マップの編

集中に、自分で行った変更の内容と、同じマップを編集している他のメンバの変更内容を確認できます。 

 ドキュメントのリビジョンを作成します。 
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Catalyst を使ってみる 

アカウントの作成、参加、および管理 

MindManager で Mindjet Catalyst を使用するには、Mindjet Catalyst サービスに登録してアカウントを作成する

か、Catalyst アカウントの所有者から送信されたアカウントへの参加の招待を承諾する必要があります。 

複数のアカウントの所有者またはユーザーになることができます。Mindjet からソフトウェアまたはサービスを購

入したときに作成した Mindjet ID とパスワードを使用して、参加しているすべての Catalyst アカウントにアクセス

できます。「Catalyst アカウントの図」を参照してください。 

アカウントの作成 - アカウント所有者 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブで、[Mindjet Catalyst]、[アカウントの作成] の順にクリックします。 

 一番下のステータス バーにある   をクリックして、[Mindjet Catalyst アカウントの作成] 

をクリックします。 

2. MindManager が開き、Mindjet ページが表示されます。ここで Mindjet ID を使用してサインインし、Mindjet 

Catalyst アカウントを作成できます。自動的にアカウント所有者になります。 

3. 登録情報を入力します。 

4. アカウントを有効にするためのリンクを含む電子メール メッセージが送られます。 

5. 電子メールにあるリンクをクリックしてアカウントにログインし、登録を確定します。アカウントにユーザー

を招待したり (後からでも追加できます)、アカウント設定を変更したりできます。 

これらの手順を完了したら、Mindjet Catalyst サービスにサインインして、共有ワークスペースやドキュメントの作

成および使用を開始できます。 

  

アカウントに参加するユーザーの招待 - アカウント所有者 

所有者になっている Mindjet Catalyst アカウントに接続しているときは、いつでもユーザーを招待してアカウント

に参加してもらうことができます。 

ユーザーを招待するには、次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブで、[Mindjet Catalyst]、[ユーザーをアカウントに招待] の順にクリックします。 

 一番下のステータス バーにある  をクリックして、[現在のアカウントにユーザーを追加] 

をクリックします。 

MindManager が開き、現在のアカウントにユーザーを追加するためのページが表示されます。追加できるユーザ

ーの数は、サインアップしたアカウントの種類によって異なります。 

  

アカウントへの参加 - アカウント ユーザー 

アカウント所有者からアカウントに参加するように招待された場合、アカウントに参加するためのリンクがある電

子メール メッセージを受信します。 

招待を承諾する場合、電子メールにあるリンクをクリックします。既に Mindjet ID がある場合は、サインインしま

す (そうでない場合は、情報を入力して Mindjet ID を作成する必要があります)。 
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アカウント設定の変更 - アカウント所有者 

アカウント所有者は、アカウント名および説明を変更することができます。 

次のいずれかを実行します。 

 一番下のステータス バーにある   をクリックして、[アカウントの管理] をクリックしま

す。 

 [ファイル] タブで、[Mindjet Catalyst]、[アカウントの管理] の順にクリックします。 

[アカウント管理] ページで、[アカウント情報の編集] をクリックします。MindManager が開き、現在のアカウント

の設定を変更するための Web ページが表示されます。 

  

別のアカウントへの切り替え 

Mindjet Catalyst にサインインすると、前回使用したアカウントに自動的に再接続されます。 

別のアカウントへ切り替えるには、次のいずれかの手順を実行します。 

 一番下のステータス バーにある  をクリックして、使用するアカウントをクリックしま

す。 

 [その他] タブで [アカウントに接続] をクリックします。 

  

アカウント リストの更新 

Mindjet Catalyst アカウント リストは、Mindjet Catalyst にサインインするたびに自動的に更新されます。 

既に Mindjet Catalyst にサインインしているときに、別のアカウントにユーザーとして追加された場合、新しいア

カウントは [接続済み] メニューの [Mindjet Catalyst アカウント] の一覧に自動的には表示されません。更新された

アカウント リストを表示するには、次の手順を実行します。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 一番下のステータス バーにある  をクリックします。 

 [その他] タブで [アカウントに接続] をクリックします。 

2. [アカウント リストの更新] をクリックします。 

アカウントを切り替えるには、アカウント リストで目的のアカウント名をクリックします。 

  

システム メッセージ 

システム管理者から Mindjet Catalyst アカウントに関するメッセージを受け取ると、タスク バーにシステム メッセ

ージ ボタン  が表示されます。メッセージを表示するには、このボタンをクリックします。 

  

一時停止または無効にされたアカウント 

アカウント料金が未払いのとき、最大保存領域の制限に達したとき、またはアカウントの不適切な使用があったと

きは、アカウントが一時停止されることがあります。一時停止になる前に、アカウント ユーザーには電子メールで

複数の警告が送られ、問題に対処して一時停止を回避するための十分な時間が与えられます。 
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アカウントが一時停止されても、アカウント ユーザーは Mindjet Catalyst を使用して Mindjet Catalyst サーバーに

接続することはできますが、ワークスペースのコンテンツはすべて読み取り専用になります。一時停止されたアカ

ウントのコンテンツがサーバーから削除されることはありません。 

一時停止されたアカウントには "猶予期間" が適用され、この期間中、アカウント ユーザーには電子メール通知が

定期的に送られます。この期限が切れるまでにアカウントが再度有効にならなかった場合、アカウントは無効にな

ります。 

アカウントが無効になると、アカウント ユーザーは Mindjet Catalyst を使用して Mindjet Catalyst サーバーに接続

できなくなります。代わりに、アカウントが無効になったことを知らせるメッセージが送られます。アカウント ユ

ーザーには、2 度目の "猶予期間" 中、無効になったアカウントに関する電子メール通知が定期的に送られ、アカウ

ントを再度有効にするための十分な時間が与えられます。この期限が切れるまでに無効になったアカウントが再度

有効にならなかった場合は、アカウントがサーバーから削除され、アカウントのコンテンツにはアクセスできなく

なります。 

詳細については、Mindjet Web サイトで Mindjet Catalyst のアカウント管理に関する FAQ を参照してください。 

  

http://www.mindjet.com/
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Catalyst へのサインインと接続 

Mindjet Catalyst を使用して作成したマップやファイルは、中央サーバーに保存されます。このサーバーに接続す

るには、最初にサインインする必要があります。サインインした後は、1 つ以上の Mindjet Catalyst アカウントに

アクセスできます。 

ステータス バーの接続メニューを使用して、次の操作を実行できます。 

 別の Mindjet Catalyst アカウントに接続するか、オフライン作業後に再接続します。 

 オフラインで作業するために接続を切断します。 

 接続の状態を表示します。 

サインイン 

1. 次のいずれかを実行します。 

 リボンの [その他] タブで [サインイン] をクリックします。 

 下部のステータス バーで   をクリックします。 

2. Mindjet Catalyst アカウントの作成に使用したユーザー ID とパスワードを入力します。 

 今後、サインイン時のパスワード入力を省略できるようにする場合は、[パスワードを保存する] チェック ボッ

クスをオンにします。 

メンバになっている Mindjet Catalyst アカウントの一覧が取得され、最初のアカウント (アルファベット順) に自動

的に接続されます。 

 メンバになっている Mindjet Catalyst アカウントの一覧を表示するには、リボンにある [その他] タブの 

[アカウントに接続] をクリックするか、一番下のステータス バーにある   をクリックし

ます。 

 別のアカウントで接続するには、接続するアカウントをアカウント リストでクリックします。 

次回 Mindjet Catalyst にサインインするときは、前回使用したアカウントに自動的に再接続されます。 

サインインした後は、いつでもサーバーから切断したり、再接続したりできます。 

 パスワード、表示名、および電子メール アドレス (他のメンバからの連絡に使用されます) を変更するには、ア

カウント設定を編集します。 

パスワードの保存と自動サインイン 

MindManager に Mindjet Catalyst パスワードを保存するかどうか、および MindManager の起動時に自動的にサイ

ンインするかどうかを制御できます。(コンピュータを他のユーザーと共有している場合は、これらのオプションを

無効にすることをお勧めします。) 

これらのオプションを表示するには: 

 下部のステータス バーで   または  をクリックして、[Mindjet Catalyst 

のオプション] をクリックします。 
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サインアウト 

次の場合は、Mindjet Catalyst からサインアウトすることをお勧めします。 

 システムを共有している場合 

 今後アカウントを使用する予定がない場合 

サインアウトするには : 

 下部のステータス バーで   または  をクリックして、[サインアウト] 

をクリックします。  

別のアカウントへの接続 

 メンバになっている Mindjet Catalyst アカウントの一覧を表示するには、リボンにある [その他] タブの 

[アカウントに接続] をクリックするか、一番下のステータス バーにある   をクリックし

ます。 

 別のアカウントで接続するには、接続するアカウントを一覧でクリックします。 

オフライン作業 

サーバーに接続した状態でも、ローカル マップ (Mindjet Catalyst サーバーではなく自分のコンピュータに保存され

たマップ) で作業を行うことができます。ただし、接続を切断したほうが、最適なシステム パフォーマンスを得る

ことができます。 

オフラインで作業するには、次のいずれかを実行します。 

 リボンにある [その他] タブで [オフライン作業] をクリックします。 

 一番下のステータス バーにある   をクリックしてから、[オフライン作業] をクリックし

ます。 

再接続するには、次のいずれかを実行します。 

 リボンの [その他] タブで、[接続] をクリックして同じアカウントを使用するか、[アカウントに接続] をク

リックして接続先のアカウントを選択します。 

 ステータス バーで、  をクリックしてから、[接続] をクリックして同じアカウントを再

利用するか、一覧の中の他のアカウントをクリックします。 

オフラインで作成したマップをワークスペースに追加する場合は、次回接続したときにそれらをインポートできま

す。 

 オフライン作業中に、ワークスペース ドキュメントのキャッシュを編集および表示することもできます。 

接続の状態の表示 

 Mindjet Catalyst サーバーへの接続の品質を確認するには、  ボタンをポイントします。接続

情報、およびサーバーへの送信待ちの変更内容があるかどうか (接続速度が遅い場合にこの状態になることが

あります) が表示されます。 

接続した状態のまま MindManager を終了すると、自動的にサーバーから切断されて、次回 MindManager を起動

したときに再接続されます。 
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接続のトラブルシューティング 

MindManager から接続できない 

サーバーに正しく接続できない場合 : 

 インターネット接続が正しく動作していることを確認します。 

 Mindjet Catalyst からいったんサインアウトし、もう一度サインインします。 

 Mindjet Web サイトでアカウントの状態を確認します。 

これらの方法で問題が解決しない場合は、Mindjet に問い合わせてください。 

 企業のネットワークでプロキシ サーバーを使用している場合は、インターネットにアクセスして Mindjet 

Catalyst で作業できるようにシステムのインターネット オプションのプロキシ設定を構成する必要がありま

す。システムの設定の構成方法については、Mindjet.com の MindManager ナレッジ ベースを参照してくださ

い。この構成を有効にするために必要な情報については、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 

サーバーからの応答が停止する 

[接続済み] ボタンのアニメーション  は、サーバーとの通信の状態を示します。マップの編集時やファイルのチ

ェックイン時には、変更を行うと同時に変更内容がサーバーに送信されているのがわかります。サーバーが応答を

停止した場合は、Mindjet Catalyst から通知が送られます。通常、この状況は数分で解決します。 

既に開いているワークスペース マップの編集を続けたい場合は、ローカルにマップのコピーを保存して作業を続

け、コピーを一定の間隔で保存して変更内容をバックアップすることができます。接続の問題が解決すると、変更

内容が自動的にサーバーに送信されます。ユーザーが特別な操作を行う必要はありません。 

接続の問題が解決しない場合は、いったんサーバーから切断して、再接続する必要がある場合があります。1 つ以

上のワークスペース マップの編集を続けていた場合は、それらのマップの保存済みのローカル コピーを新しいド

キュメントとしてワークスペースにインポートできます。 

  

http://www.mindjet.com/
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ワークスペースの使用 

Catalyst ワークスペース ウィンドウ 

Mindjet Catalyst サービスに接続するときは、ワークスペースおよびそれらのドキュメントにアクセスするための 

Catalyst ワークスペース ウィンドウを使用します。 

Catalyst ワークスペース ウィンドウへの切り替え 

MindManager ウィンドウと Catalyst ワークスペース ウィンドウは、両方のウィンドウの下部にあるステータス バ

ーの次のボタンを使用して切り替えることができます。 

 

マップを作成および編集します 

 

ワークスペース、およびワークスペースのドキュメントとメンバを管理し

ます 

Catalyst ワークスペース ウィンドウの各部 

 

Catalyst ワークスペース ボタン 

次の操作のためのコマンドを実行できます。 

 Mindjet Catalyst ワークスペースの作成 

 新しいワークスペース ドキュメントの作成 

 ワークスペース ドキュメントのインポート 

 ワークスペース ドキュメントのローカル コピーの保存 

 電子メールでのワークスペース リンクおよびドキュメント リンクの送信 

これらのコマンドは、Catalyst ワークスペース ウィンドウのコマンド リボンにも表示されます。 
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[ワークスペース] 一覧 

この一覧には、自分がメンバになっているワークスペースがすべて表示されます。一覧でワークスペースの 1 つを選択する

と、そのワークスペースの内容が [ドキュメント] 一覧に表示されます。ここでワークスペースを管理することもできます。 

各ワークスペースのアイコンはその種類を示しています。 

  ワークスペース 

  ノート付きのワークスペース 

  個人用ワークスペース (メンバが自分のみ) 

まだアクセスしたことのないワークスペースは太字で表示されます。 

ワークスペースには、次のタグを付けることができます。 

  お気に入り 

  非表示 

  削除 

どのワークスペースがここに表示されるかを制御するには、一覧の上部にある [表示] コマンドを使用します。 

[ドキュメント] 一覧 

一覧の上部には、現在のワークスペース、そこに含まれるドキュメント数、このワークスペースでのアクセス レベル、および一

覧の [表示] 設定を制御するためのボタンが表示されます。この一覧には、現在のワークスペースに保存されているマップお

よびリストと、そのプロパティが表示されます。 

名前 - ドキュメントの種類と名前 

- [お気に入り] または [重要] としてタグ付けされたドキュメント 

    - ドキュメントがロックまたはチェックアウトされているかどうか 

ローカル コピー - ドキュメントのローカル コピーが、[現在]、[更新日時](編集したがサーバーに保存し直していない)、

または [旧版](別のユーザーによって編集され、チェックインされたが、まだ自分で表示していない) のうちどの状態か 

マップのユーザー - 現在マップを表示または編集しているユーザー 

    - ドキュメントが非表示としてタグ付けされているかどうか 

変更日時 - ドキュメントの最終変更日時を示すタイムスタンプ 

キャッシュ日時 - ドキュメントのコピーがローカルにシステムに保存された最終日時を示すタイムスタンプ 

列見出しをクリックするか、[表示] 設定を使用して一覧にフィルタを適用すると、一覧の並べ替えができます。 

一覧にある任意のドキュメントをポイントすると、そのプロパティの概要が表示されます。ドキュメントに対して [開く]、[コピー]、

[削除]、[ロック]、[チェックアウト] などのアクションを実行するには、ドキュメント名を右クリックしてコマンドの一覧を表示 (または

リボンにあるコマンドを使用) します。 

ワークスペース メンバ] 一覧 

この一覧には、選択したワークスペースのメンバがすべて表示されます。 

file:///C:/MindManager%20Help%20Source/MindManager%2090%20Help/Japanese%20-%20UserGuide/D_Workspace_member_access_levels.htm
file:///C:/MindManager%20Help%20Source/MindManager%2090%20Help/Japanese%20-%20UserGuide/D_Lock_workspace_documents.htm
file:///C:/MindManager%20Help%20Source/MindManager%2090%20Help/Japanese%20-%20UserGuide/D_View_and_edit_workspace_files.htm
file:///C:/MindManager%20Help%20Source/MindManager%2090%20Help/Japanese%20-%20UserGuide/D_View_and_edit_workspace_files.htm
file:///C:/MindManager%20Help%20Source/MindManager%2090%20Help/Japanese%20-%20UserGuide/D_manage_workspace_documents.htm
file:///C:/MindManager%20Help%20Source/MindManager%2090%20Help/Japanese%20-%20UserGuide/D_manage_workspace_documents.htm


MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

221 

  非アクティブ メンバ (現在サーバーにログオンしていない) 

  アクティブ メンバ (現在ログインしている) 

  自分自身 

ワークスペース メンバには、ワークスペース内での権限を決定するアクセス レベルが割り当てられます。アクセス レベルは、

一覧内でアイコンによって示されます。 

  所有者は、最上位のレベルで、アクセス管理を実行できます。ワークスペースを作成したユーザーには、[所有者] アクセ

ス レベルが自動的に割り当てられます。1 つのワークスペースに複数の所有者を割り当てることができます。 

  作成者は中位のレベルで、コンテンツを作成できます。 

  閲覧者には最下位のアクセス レベルが与えられ、コンテンツを表示できます。 

所有者は、[ワークスペース] タブの [メンバの追加] コマンドを使用してワークスペースにメンバを追加できます。 

ドキュメントのプロパティとリビジョン ウィンドウ 

マップまたはファイルを選択すると、[プロパティ] タブが表示されます。 

 ドキュメントの名前と種類 

 ドキュメントの作成および最終変更のタイムスタンプ 

 ロック情報 (ロック タイムスタンプおよびロックしたユーザー) 

[以前のリビジョン] タブには、このドキュメントに対するリビジョンの一覧が表示されます。 

 リビジョン名 

 作成された日付と時刻 

 作成者 

 リビジョンのコメント 

 リビジョンを追加、表示、戻す、または削除するためのコマンド 

 

ステータス バー 

ステータス バーのコマンドを使用して、次のことができます。 

 Mindjet Catalyst アカウントの設定 

 新しい接続の作成 

 接続の管理 

 接続しているかどうか、および接続の品質の確認 

 MindManager ウィンドウと Catalyst ワークスペース ウィンドウの切り替え 

 MindManager のリボンにある [その他] タブ、MindManager リボンの [ファイル] タブにある [Mindjet Catalyst] メニュ

ーでも、これらの機能の一部を使用できます。 
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ワークスペースの作成と管理 

Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ワークスペース] 一覧には、自分が現在メンバになっているすべてのワークスペ

ースが表示されます。 

 ワークスペースの作成権限を持っていて、Mindjet Catalyst に初めてサインインしたときにどのワークスペース

のメンバにもなっていない場合は、マイ ワークスペースという名前の新しいワークスペースが自動的に作成さ

れます。 

新しいワークスペースの作成 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウで、次のいずれかを実行します。 

 [ワークスペース] タブで [新規ワークスペース] をクリックします。 

 Catalyst ワークスペース ボタン   をクリックして [新規ワークスペース] をクリックします。 

一覧に新しいワークスペースが表示されます。 

 新しいワークスペースを作成できるのは、アカウント所有者からワークスペースの作成権限を与えられている場合の

みです。これらの権限がない場合、[新規ワークスペース] コマンドは無効になります。 

2. [ワークスペース] 一覧で、新しいワークスペースをクリックし、名前を入力します。 

その後、ワークスペースにドキュメントを追加したり、ワークスペース メンバを追加したりできます。 

新しいワークスペースを作成すると、そのワークスペースの所有者になります。ワークスペースのメンバが自分だ

けの場合は、[ワークスペース] 一覧に個人用ワークスペースのアイコン  が表示されます。 

[ドキュメント] ウィンドウの上部には、現在のワークスペース名、そこに含まれるドキュメント数、およびワーク

スペースでのアクセス レベルが表示されます。 

 アカウントが一時停止されている場合は、新しいワークスペースを作成できません。 

ワークスペースを開く 

 [ワークスペース] 一覧でワークスペース名をクリックします。 

[ドキュメント] 一覧にワークスペースの内容が自動的に表示されます。 

ワークスペース ノートの追加 

ワークスペースに、そのワークスペースについて説明するノートを追加できます。これらのノートを追加、変更、

または削除できるのは、ワークスペースの所有者だけです。メンバが [ワークスペース] 一覧でワークスペース名に

カーソルを合わせると、ワークスペース作成の詳細と共にノートが表示されます。 

1. [ワークスペース] タブの [ワークスペースのオプション] グループで [ノート] をクリックします。 

2. ノートを入力して、[OK] をクリックします。 

ワークスペースにノートがあることを示すアイコンが表示されます。同様の手順で、ノートを変更または削除でき

ます。  

[ワークスペース] 一覧には、自分がメンバになっているすべてのワークスペースが表示されます。ワークスペース

名にポインタを置くと、ワークスペースの作成者、作成日時、およびノート (ある場合) が表示されます。 

ワークスペースに特殊なタグを追加して、一覧をより効率的に使用することができます。いくつかのタグは自動的

に追加されます。タグは自分の [ワークスペース] 一覧にのみ表示され、他のメンバには表示されません。 

タグを使用して一覧にフィルタを適用し、特定のワークスペースのみを表示できます。 
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ワークスペースへのタグ付け 

自動タグ 

マイ ワークスペース (名前が太字で表示されるワークスペース) - 新規ワークスペース 

メンバとして追加されていて、まだ開いたことのないワークスペースです。 

- 個人用ワークスペース 

自分が唯一のメンバであるワークスペースには、"個人用"のタグが自動的に付けられます。 

追加できるタグ 

- お気に入りのワークスペース 

自身の参考用に、ワークスペースに [お気に入り] のタグを付けることができます。他のワークスペース メンバに

はこのタグは表示されません。 

 [ワークスペース] タブの [ワークスペースのオプション] グループで [お気に入り] をクリックします。 

- 非表示のワークスペース 

ワークスペースを非表示にして、[ワークスペース] 一覧から一時的に取り除くことができます。他のメンバのワー

クスペース表示には影響しません。非表示のワークスペースは、いつでも一覧に再度含めることができます。 

 [ワークスペース] タブの [ワークスペースのオプション] グループで [非表示] をクリックします。ワークス

ペース名が一覧に表示されなくなりますが、ワークスペースの表示設定を使用して非表示のワークスペー

スを一覧に含めることができます。 

 再度表示するには、非表示のワークスペースを含める表示設定を使用します。その後、[ワークスペース] 

タブの [ワークスペースのオプション] グループで [表示] をクリックします。すべてのワークスペースの一

覧に、このワークスペースが再度表示されます。 

[ワークスペース] 一覧のタイトルには、ワークスペースの合計数、および表示されているワークスペース数 (表示

設定によって変わります) が示されます。 

  

[ワークスペース] 一覧のフィルタ処理 

1. [ワークスペース] 一覧の上部にある [表示] 設定の矢印  をクリックします。 

2. 表示するワークスペースの種類を選択します。 

 非表示のワークスペースを表示するには、[非表示のオブジェクトを含める] をクリックします。 

削除のマークを付けたが破棄 (完全に削除) はしていないワークスペースの一覧を表示することもできます。 

[ワークスペース] 一覧にフィルタを適用すると、タイトルの色が変わり、すべてのワークスペースを表示するボタ

ン   が表示されます。 

フィルタ処理なしのビューに戻るには、  をクリックします。 

  

一覧の並べ替え 

1. [ワークスペース] 一覧の [表示] 設定の矢印  をクリックし、[並べ替えの基準] をポイントします。 

2. 並べ替えの基準となる属性を選択し、[昇順] または [降順] を選択します。 
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ワークスペースからの退出 

今後使用しない予定のワークスペースがある場合は、そのワークスペースから退出できます。ワークスペースから

退出すると、メンバの一覧から削除され、そのワークスペースおよびワークスペース内のドキュメントにアクセス

できなくなります。退出後も、他のメンバは引き続きワークスペースを使用できます。 

 [ワークスペース] 一覧で、ワークスペース名を右クリックし、[ワークスペースから退出] をクリックします。 

ワークスペースに再度参加する場合は、所有者に追加してもらうことができます。 

 自分の [ワークスペース] 一覧でワークスペースを一時的に削除したいだけの場合は、ワークスペースを非表示

にできます。 

 他のメンバがいるワークスペースで自分が唯一の所有者である場合、退出するには、別のメンバに所有者のア

クセス権を割り当てる必要があります。 

 

自分がワークスペースの唯一のメンバである場合、退出することはできませんが、ワークスペースを削除また

は破棄して [ワークスペース] 一覧から取り除くことができます。 

  

ワークスペースの削除と破棄 

すべてのメンバの [ワークスペース] 一覧からワークスペースを取り除くには、ワークスペースを削除します。削除

したワークスペースは、削除を取り消すか、破棄する (完全に削除する) ことができます。 

 ワークスペースを削除、削除取り消し、または破棄するには、所有者である必要があります。 

 ワークスペースを 1 回の手順で直ちに破棄するには、ワークスペースを選択し、Ctrl + Shift + Del キーを押し

ます。 

ワークスペースの削除 

1. [ワークスペース] 一覧でワークスペースを選択します。 

2. [ワークスペース] タブの [ワークスペースのオプション] グループで [削除] をクリックします。 

ワークスペースはサーバー上に残りますが、削除されたワークスペースの一覧を表示したとき以外は表示されなく

なります。 

削除されたワークスペースの一覧の表示 

 [ワークスペース] 一覧の [表示] 設定の矢印  をクリックして、[削除] をクリックします。  

削除されたワークスペースの削除取り消しまたは破棄 (完全な削除) 

1. 削除されたワークスペースの一覧を表示します。 

2. [ワークスペース] 一覧でワークスペースを選択します。 

3. [ワークスペース] タブの [ワークスペースのオプション] グループで、[ワークスペースの削除の取り消し] また

は [ワークスペースの破棄] をクリックします。  

削除を取り消したワークスペースは、すべてのメンバの [ワークスペース] 一覧に再度表示されます。破棄したワー

クスペースは、すべてのメンバに対して完全に削除され、回復できなくなります。  

ワークスペース メンバの管理 

Mindjet Catalyst アカウント ユーザーの一覧からワークスペースにメンバを追加できます。ワークスペース メンバ

として追加するユーザーが Mindjet Catalyst サーバーに接続している必要はありません。ワークスペースにメンバ

を追加すると、そのメンバの [ワークスペース] 一覧に、そのワークスペースが新しいワークスペースとして太字で

表示されます。 
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ワークスペースを作成したメンバには、所有者のアクセス レベルが自動的に割り当てられます。所有者は、メンバ

を追加したり、他のメンバに所有者、作成者、または閲覧者のアクセス レベルを割り当てたりすることができま

す。ワークスペースでメンバが持っているアクセス レベルによって、そのメンバが実行できる操作が決まります。

また、ワークスペースの所有者は、いつでも [ワークスペース メンバ] 一覧で他のメンバのアクセス レベルを変更

できます。 

 メンバを追加または削除したり、メンバのアクセス レベルを変更したりできるのは、ワークスペースの所有者

のアクセス権を持つメンバだけです。 

ワークスペースへのメンバの追加 (ワークスペース所有者のみ) 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ワークスペース] 一覧でワークスペースを選択します。 

2. [ワークスペース] タブの [ワークスペース] グループで [メンバの追加] をクリックします。アカウント内のす

べてのユーザーの名前および既にこのワークスペースに所属しているユーザーが表示されたダイアログが表示

されます。 

3. 追加するユーザーを選択します。 

 特定のユーザーを検索するには、[検索] ボックスにユーザー名の一部を入力します。 

4. 追加したメンバのアクセス レベルを選択します。(後でメンバごとに変更できます。) 

5. 追加した新しいメンバに、ワークスペースへのリンクが含まれた電子メール通知を送信する場合は、[新しい

メンバに電子メールで通知する] チェック ボックスをオンにします。 

6. [OK] をクリックします。 

[ワークスペース メンバ] 一覧に、新しいメンバの名前が表示されます。これらのメンバの [ワークスペース] 

一覧には、この新しいワークスペースが太字で表示されます。ワークスペース メンバは、ワークスペースの 

[ドキュメント] 一覧に含まれるすべてのドキュメントにアクセスできます。 

メンバのアクセス レベルの変更 (ワークスペース所有者のみ) 

メンバのアクセス レベルによって、ワークスペース内での各メンバの権限が定義されます。 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ワークスペース] 一覧でワークスペースを選択します。 

2. [ワークスペース メンバ] 一覧でメンバの名前を右クリックし、[アクセス レベル] をクリックして、[所有者]、

[作成者]、または [閲覧者] をクリックします。 

アクセス レベルの権限の詳細については、「ワークスペースのメンバのアクセス レベル」を参照してください。 

ワークスペース メンバの削除 (ワークスペース所有者のみ) 

Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ワークスペース メンバ] 一覧で、次のいずれかを実行します。 

 メンバを選択し、Del キーを押します。 

 メンバの名前を右クリックし、[メンバの削除] をクリックします。 

削除したメンバの [ワークスペース] 一覧に、このワークスペースが表示されなくなります。 

ワークスペースから自身を削除する場合は、ワークスペースから退出します。 

 [ワークスペース メンバ] 一覧の並べ替え 

[ワークスペース メンバ] 一覧は、名前、状態 (オンラインまたはオフライン)、またはアクセス レベルを基準に並べ

替えることができます。 

 [ワークスペース メンバ] 一覧の上にある並べ替えボタン  をクリックし、並べ替えの基準と順序を選択

します。 
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ワークスペース メンバのアクセス レベル 
ワークスペースを作成したメンバには、所有者のアクセス レベルが自動的に割り当てられます。所有者は、メンバ

を追加したり、他のメンバに所有者、作成者、または閲覧者のアクセス レベルを割り当てたりすることができま

す。また、ワークスペースの所有者は、いつでも [ワークスペース メンバ] 一覧で他のメンバのアクセス レベルを

変更できます。 

ワークスペースでメンバが持っているアクセス レベルによって、そのメンバが実行できる操作が決まります。アク

セス レベルはワークスペース単位でメンバに割り当てられます。メンバは、ワークスペースによって異なるアクセ

ス レベルを持つことがあります。 

  操作  
所有者 

 
作成者 

 
閲覧者 

メンバ メンバの追加および削除 
 

  

  メンバのアクセス レベルの変更 
 

  

ドキュメント ドキュメントの追加 
  

 

  ドキュメントの削除 
  

 

  ドキュメントのコピー 
  

 

  ドキュメントの移動 
 

  

  ドキュメントの名前変更 
  

 

  ドキュメントの破棄 
  

 

  ドキュメントのロック/ロック解除 
  

 

  他のメンバのロックの破棄 
 

  

  ドキュメントの共有 
 

  

  ドキュメントの編集 
  

 

  ドキュメントの表示 
   

  リビジョンの作成 
  

 

  リビジョンに戻す 
  

 

  リビジョンの表示 
   

  ドキュメントを重要としてタグ付け 
  

 

  ドキュメントをお気に入りとしてタグ付け 
   

  ドキュメントの非表示 
   

ワークスペース ワークスペースの削除 
 

  

  ワークスペース名の変更 
 

  

  ワークスペースから退出 * 
   

  ワークスペース ノートの追加または編集 
 

  

  ワークスペースをお気に入りとしてタグ付け 
   

  ワークスペースの非表示 
   

= 可      = 不可     操作はメンバ自身のワークスペースにのみ影響します。 
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* 他のメンバがいるワークスペースの場合、所有者は、別に所有者がいる場合にのみ退出できます。自分が所有者で、ワークス

ペースから退出する場合は、他のメンバを所有者に割り当てる必要があります。他のメンバがいない場合、退出すること

はできませんが、ワークスペースを破棄して [ワークスペース] 一覧から取り除くことができます。破棄したワークスペース

にはアクセスできなくなります。 

他の Catalyst ユーザーとの連絡 

アカウント内で現在 Mindjet Catalyst に接続しているユーザーとチャットしたり、任意のユーザーに電子メール メ

ッセージをすぐに送信したりできます。 

他のアカウント ユーザーとのチャット 

自分のアカウントで Mindjet Catalyst にサイン インしている任意のユーザーとチャットできます。 

すべてのアカウント ユーザーの一覧からの選択 

1. Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ワークスペース] タブにある [会議] グループで [チャット] をクリック

します。 

2. チャットするユーザーを選択します。一覧には、Mindjet Catalyst アカウント内で現在オンラインのすべての

ユーザーが表示されます。 

特定のワークスペース メンバとのチャット 

1. 次のいずれかの場所でメンバの名前を右クリックします。 

Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ワークスペース メンバ] 一覧 

MindManager ウィンドウのマップ ビューの [マップのユーザー] 一覧 

Catalyst ワークスペース ウィンドウの [ドキュメント] 一覧の [マップのユーザー] 列 

2. 次に、[チャット] をクリックします。 

 アクティビティまたはタイムスタンプのヒントが表示されたトピックを右クリックして、[<メンバ> とチャット] (<メン

バ> は、変更を行ったメンバまたは現在トピックを選択しているメンバの名前です) をクリックします。相手の

メンバがオンラインでない場合、このオプションは無効になります。 

チャット ウィンドウの使用 

チャット ウィンドウが開いたら、そこにメッセージを入力できます。メッセージを送信するには、Enter キーを押

すか [送信] をクリックします。 

チャット ウィンドウからチャット テキストをコピーし、マップにトピックとして貼り付けるか、トピックの [ノー

ト] ウィンドウに貼り付けることによって、チャット テキストのコピーをマップに含めることができます。 

  

ワークスペース メンバへの電子メールの送信 

ワークスペース メンバに、ワークスペース、ワークスペース ドキュメント、または特定のワークスペース マップ 

トピックへのリンクを含めた電子メールを送信できます。 

 また、MindManager メニューから、ワークスペース マップへのリンクを電子メールで送信することもできま

す。 

同様のコマンドを使用して、ワークスペース、ドキュメント、およびトピックへのリンクをメンバ以外のユーザー

に送信することもできますが、そのユーザーを対応するワークスペースのメンバとして追加するまで、リンクを受

け取ったユーザーはリンク先にアクセスできません。 
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ワークスペース メンバにメッセージを送信するには 

 Catalyst ワークスペース ウィンドウの [メンバ] 一覧でメンバの名前を右クリックして、[電子メールの送信] 

をクリックします。 

そのメンバのアドレスがあらかじめ入力された新しい電子メール メッセージが作成されます。 

現在のワークスペースへのリンクを含む電子メールを送信するには 

1. [ワークスペース] タブの [ワークスペース] グループで [電子メール] 矢印をクリックして、[ワークスペース リ

ンクの送信] または [ワークスペース リンクをワークスペース メンバに送信] (ワークスペース メンバの一覧か

ら宛先を選択できます) をクリックします。 

2. 電子メールを送信するメンバを選択し、[OK] をクリックします。 

ワークスペース ドキュメントへのリンクを含む電子メールを送信するには 

1. ワークスペースの [ドキュメント] 一覧でドキュメントを選択します。 

2. [ワークスペース] タブの [ドキュメント オプション] グループで [電子メール] 矢印をクリックして、[ドキュメ

ント リンクの送信] または [ドキュメント リンクをワークスペース メンバに送信] (ワークスペース メンバの

一覧から宛先を選択できます) をクリックします。 

ワークスペース マップ トピックへのリンクを含む電子メールを送信するには 

1. ワークスペース マップを開きます。 

2. リンクを送信するトピックを右クリックします。 

3. [送信] をクリックして、[トピック リンクの電子メール送信] または [トピック リンクをメンバに電子メール送

信] (ワークスペース メンバの一覧から宛先を選択できます) をクリックします。 
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ワークスペース ドキュメントの管理 

ワークスペースへのドキュメントの追加 

ワークスペースにドキュメント (マップまたはファイル) を追加すると、それらは Mindjet Catalyst サーバーに保存

され、自動的にそのワークスペースのすべてのメンバが利用できるようになります。 

 ドキュメントを追加できるのは、ワークスペースの所有者または作成者のアクセス権を持つメンバだけです。 

ワークスペースにドキュメントを追加するには、次の 3 つの方法があります。 

1. Mindjet Catalyst に新しいドキュメントを作成します。 

2. MindManager からワークスペースにドキュメントを保存します。 

3. ローカル システムからワークスペースにドキュメントをインポートします。 

 別のワークスペースからドキュメントをコピー、移動、または共有することもできます。 

ワークスペースに追加したマップおよびファイルは、他のメンバの [ドキュメント] 一覧に、新しいドキュメントと

して名前が太字で表示されます。ドキュメントを選択すると、[ドキュメント] 一覧の下にある [プロパティ] タブに

そのプロパティが表示されます。 

ワークスペース内のマップは、自動的に、ワークスペース メンバが個別または同時に表示および編集できるように

なります。編集内容は、マップを表示しているメンバに直ちに表示されます。他のメンバがマップを編集できない

ようにする場合は、マップをロックできます。 

ワークスペース内のファイル (マップ以外のドキュメント) は、メンバが同時に表示できるようになりますが、編集

できるのは一度に 1 人のメンバのみです。ファイルは常に、関連付けられたアプリケーションで開かれ、編集のた

めに開いたときは自動的にロックされます。 

ワークスペース内のドキュメントに対する個々のメンバのアクセス権を制限するために、所有者は、各ワークスペ

ース メンバに対して適切なアクセス レベルを設定できます。 

 アカウントが一時停止されている場合は、ワークスペースにドキュメントを追加できません。 

新しい空のワークスペース ドキュメントの作成 

新しいマップや他のアプリケーションのファイルを含む、新しい空のワークスペース ドキュメントを作成できま

す。新しいドキュメントは、現在のワークスペースの [ドキュメント] 一覧に汎用の名前で追加されます。新しいド

キュメントの名前を変更してから、編集を行って内容を追加できます。 

 ワークスペースの閲覧者のアクセス権を持つメンバは、新しいワークスペース ドキュメントを作成できませ

ん。 

1. [ワークスペース] 一覧でワークスペースを選択します。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 クイック アクセス ツール バーの [新規作成] の矢印  をクリックします。 

 [ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [新規作成] の矢印をクリックします。 

 Catalyst ワークスペース ボタン  をクリックして [新規ドキュメント] をポイントします。 

3. 新しいマップまたはファイルの種類をクリックします。 

 

[ドキュメント] 一覧に新しい項目が太字で表示されます。  
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一覧には、Microsoft Office アプリケーション ドキュメントの他、新しいビットマップ画像またはテキスト フ

ァイルが含まれます。一覧で利用可能な項目は、システムにインストールされているアプリケーションによっ

て異なります。 

次のいずれかを選択します。 

既定のテンプレートを使用して新しいマップを作成するには、[既定のマップ] を選択します。 

ローカル マップを基にして新しいマップを作成するには、[既存のマップから] を選択します。 

スタイルまたはマップ テンプレートからマップを作成するには、[スタイルとテンプレートから] を選

択します。 

4. 新しいドキュメントの名前をクリックして、名前を変更します。 

作成した新しいドキュメントは、ワークスペースのすべてのメンバの [ドキュメント] 一覧に太字で表示されます。

次の手順として、新しいドキュメントに内容を追加します。 

 新しいマップに内容を追加するときは、マップを編集し、マッピングの基本ステップに従って内容を追加でき

ます。 

 他のアプリケーションのドキュメントに内容を追加するときは、そのアプリケーションを使用してドキュメ

ントを編集する必要があります。 

既存のローカル マップまたはファイルをワークスペースに追加する場合は、それをインポートできます。また、マ

ップを作成するか開いてから、ワークスペースにマップとしてまたは他の形式 (ビットマップ画像や Word 文書な

ど) で保存することもできます。 

ワークスペースへのドキュメントのインポート 

コンピュータのローカルに保存されているマップおよびその他のファイルをワークスペースにインポートできま

す。インポートしたドキュメントは、Mindjet Catalyst サーバーに保存され、自動的にワークスペースのすべての

メンバが利用できるようになります。 

 ワークスペースの閲覧者のアクセス権を持つメンバは、ワークスペースにドキュメントをインポートできませ

ん。 

ワークスペースへのローカル マップまたはファイルのインポート 

1. [ワークスペース] 一覧でワークスペースを選択します。(必要に応じて先にワークスペースを作成します)。 

2. 次のいずれかを実行します。 

 [ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [インポート] をクリックします。 

 Mindjet Catalyst  ボタンをクリックし、[インポート] をクリックします。 

3. インポートするマップまたはファイルを 1 つ以上選択し、[OK] をクリックします。 

4. 複数のドキュメントをインポートする場合は、インポートの進行状況を示すダイアログが表示されます。いつ

でもインポートを中止することができます。 

 Mindjet Catalyst サーバーに接続していて、既にローカル マップを開いている場合は、次のいずれかの方法で

そのマップをワークスペースに追加できます。 

 

ワークスペースに直接インポートします。マップの背景を右クリックし、[ワークスペースに送信] をクリック

してから、ワークスペース名をクリックします。 

 

ワークスペースにマップを保存します。 
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インポートされたマップおよびファイルは、選択したワークスペースのすべてのメンバの [ドキュメント] 一覧に新

しいドキュメントとして太字で表示されます。他のメンバがドキュメントを変更できないようにする場合は、ドキ

ュメントをロックできます。 

他のマップやファイルへのリンクが含まれるマップをインポートする場合は、これらのドキュメントも一緒にイン

ポートする必要があります。インポート後に、マップのハイパーリンクを編集して、インポートしたドキュメント

を指すようにする必要があります。編集しないと、ドキュメントのローカル コピーを指したままになります。 

 MindManager 2002 マップまたはパスワード保護されたマップは、ワークスペースに直接インポートすること

はできません。これらのマップを Mindjet Catalyst で使用するには、それらを開き、[名前を付けて保存] コマン

ドを使用してワークスペースに保存します。 

 デスクトップまたは Windows エクスプローラから [ドキュメント] 一覧にドキュメントをドラッグして、ワー

クスペースにインポートします。 

ウイルス保護 

ウイルスに感染したマップまたはファイルをインポートしようとすると、通知が表示されて、ドキュメントはイン

ポートされません。代わりに [ドキュメント] 一覧にはプレースホルダが追加され、プレースホルダを破棄するよう

に求められます。プレースホルダを破棄すると、一覧からプレースホルダが削除されます。  

ワークスペースへのドキュメントの保存 

MindManager では、次の方法でワークスペースにマップを保存できます。 

 ローカル マップをワークスペースに保存します。 

 ワークスペース マップを別のワークスペースに保存します。 

 マップをワークスペースに別の形式 (Microsoft Word 文書など) で保存します。 

他のアプリケーションで作成されたドキュメントは、ワークスペースにインポートする必要があります。 

次の MindManager ドキュメントをワークスペースに保存できます。 

 MindManager マップ 

 MindManager マップ テンプレート 

 MindManager マップ スタイル 

MindManager マップは、次の形式でワークスペースに保存できます。 

 画像 

 PDF ファイル 

 書式なしテキストまたは HTML アウトライン 

 Microsoft PowerPoint プレゼンテーション 

 Microsoft Project ファイル 

 Microsoft Word 文書 

MindManager でのワークスペースへのドキュメントの保存 

1. MindManager ウィンドウで、[ファイル] タブをクリックして、[名前を付けて保存] をクリックします。 

2. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスの [Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてから、ワークスペースを

選択します。 

3. [ファイルの種類] 一覧で、保存するファイルの種類を選択します。 

4. [保存] をクリックします。 

保存先のワークスペースの [ドキュメント] 一覧に、新しいドキュメントが表示されます。 



MindManager Version 9 for Windows - ユーザー ガイド  

232 

ウイルス保護 

ウイルスに感染したマップを保存しようとすると、通知が表示されて、マップはワークスペースに保存されませ

ん。代わりに [ドキュメント] 一覧にはプレースホルダが追加され、プレースホルダを破棄するように求められま

す。プレースホルダを破棄して、一覧からプレースホルダを削除できます。 

ワークスペース ドキュメントの管理 

 [ドキュメント] 一覧内のドキュメントには、ドキュメントがタグ付け済み、非表示、チェックアウト済み、または

ロック済みであることを示すプロパティとアイコンが表示されます。新規ドキュメント (未表示のドキュメント) 

は、太字で表示されます。ドキュメントを選択すると、そのプロパティが [プロパティ] タブの [ドキュメント] 一覧

の下に表示されます。 

これらの属性を使って [ドキュメント] 一覧が見やすくなるように並べ替えまたはフィルタ処理を行うことができま

す。また、[表示] 設定  を使って、非表示のアイテムをビューに含めたり、削除されたアイテムだけを表示

したりできます。  

別のワークスペースからアクセスできるドキュメントにするには、ドキュメントを移動またはコピーするか、その

ドキュメントへのリンクを作成します。 

ワークスペースからドキュメントを削除する操作は 2 段階に分けられます。ドキュメントに削除のマークを付けて

から、ドキュメントを破棄します。ドキュメントを削除しても、破棄されるまではワークスペースに残ります。 
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[ドキュメント] 一覧の情報 

 

 

このワークスペースから別のワークスペースにリンクされたドキュメント。 

別のワークスペース内のドキュメントにリンクされたリンク。 

名前 ドキュメント名とドキュメントの種類を示すアイコン。 

新規ドキュメント (未表示または未編集のドキュメント) は、太字で表示されます。 

 

重要またはお気に入りタグの付けられたドキュメント。 

 

ドキュメントはロック済みまたはチェックアウト済みです。 

自分がチェックアウト済み 

別のメンバがチェックアウト済み 

自分がロック済み 

別のメンバがロック済み 

ローカル コ

ピー 

ローカルにキャッシュされたファイルの状態。 

(空) - このファイルを表示したことも編集したこともなく、ローカルにキャッシュされたコピーは

存在しません。 

[現在] - ローカルにキャッシュされたコピーは、サーバー上のファイルと同じです。サーバー上の

ファイルは、前回表示または編集したときから変更されていません。 

[更新日時] - ファイルを編集しましたが、まだチェックインしていません。ローカルにキャッシュ

されたコピーには、サーバーに送信されていない変更が含まれています。 

[旧版] - 前回このファイルを表示または編集した後で、別のメンバがこのファイルを編集しまし

た。このため、ローカルにキャッシュされたコピーは、サーバー上のファイルよりも古いもので

す。 

マップ ユー

ザー 

マップを現在表示または編集しているユーザー。 

 

非表示ドキュメント フラグ。 

更新日時 自分または他のメンバによる最終更新のタイムスタンプ。 

キャッシュ

日時 

コピーが最後にローカル システムに保存された日時を示すタイムスタンプ 

ローカル キャッシュ コピーは、ドキュメントを表示または編集するたびに保存されます。 

  タイムスタンプの書式を制御するには、MindManager の [タイムスタンプ] オプションを使用します。 
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ワークスペース ドキュメントのタグ付けまたは非表示 

ワークスペースの [ドキュメント] 一覧で、ドキュメントに [重要]   または [お気に入り]  のタグを付けること

ができます。[重要] のタグはすべてのメンバに表示され、[お気に入り] のタグは自分だけに表示されます。これら

のタグを使用して、[ドキュメント] 一覧を並べ替えまたはフィルタ処理することができます。 

自分の表示内でマップまたはファイルを非表示にして、ワークスペースの [ドキュメント] 一覧に表示されないよう

にすることができます。これによって、重要なドキュメントのみに集中できます。非表示にしたドキュメントは、

自分だけに非表示になり、他のワークスペース メンバには表示されます。 

ドキュメントへの [重要]  または [お気に入り]  タグの設定 

1. [ワークスペース] 一覧で、ドキュメントが含まれるワークスペースをクリックします。 

2. ワークスペースの [ドキュメント] 一覧で、タグを付けるドキュメントを選択します。 

3. [ワークスペース] タブの [ドキュメント オプション] グループで、[重要] または [お気に入り] をクリックしま

す。 

 ドキュメント名を右クリックして、[重要] または [お気に入り] をクリックします。 

 つのドキュメントに [重要] と [お気に入り] の両方のタグを付けることができます。 

 ワークスペースの閲覧者のアクセス権を持つメンバは、ドキュメントに [重要] のタグを付けることはできませ

ん。 

ドキュメントの非表示 

非表示のドキュメントを表示する設定を有効にすると、非表示のドキュメントを表示に含めることができます。非

表示のドキュメントは、ワークスペースの他のメンバには表示されます。 

1. [ワークスペース] 一覧で、ドキュメントが含まれるワークスペースをクリックします。 

2. [ドキュメント] 一覧で、非表示にするドキュメントを選択します。 

3. [ワークスペース] タブの [ドキュメント オプション] グループで [非表示] をクリックします。 

 ドキュメント名を右クリックして、[非表示] をクリックします。 

[ドキュメント] 一覧でドキュメントが非表示になります。再び表示するには、これらの手順を繰り返し、[表示] を

クリックします。 

 [ドキュメント] 一覧の並べ替え 

 並べ替えのキーとして使用する列見出しをクリックします。逆順で並べ替える場合は、もう一度クリックしま

す。 

 [ドキュメント] 一覧の [表示] 設定の矢印  をクリックし、[並べ替えの基準] をクリックして、並べ替え

のオプションを選択します。 

[ドキュメント] 一覧のフィルタ処理 

[ドキュメント] 一覧をフィルタ処理して、特定のドキュメントだけを表示できます。 

 [ドキュメント] 一覧の [表示] 設定の矢印  をクリックし、必要に応じて次の項目をクリックします。  

 [新規作成]: ワークスペースに追加された、未表示の新規ドキュメントだけを表示します。 

 [お気に入り]: [お気に入り] としてタグ付けされたドキュメントだけを表示します。 

 [重要]: [重要] としてタグ付けされたドキュメントだけを表示します。 

 [ロック済み/チェックアウト済み]: ロック済みまたはチェックアウト済みのドキュメントだけを表示しま

す。 
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[非表示のオブジェクトを含める]: 非表示にしたドキュメントを一覧に含めます。[ドキュメント] 一覧には非表

示  アイコン付きで表示されます。 

[削除]: ワークスペースから削除したが、破棄していないドキュメントだけを表示します。 

[ドキュメント] 一覧のタイトルには、ドキュメントの総数、表示されているドキュメントの数 ([表示] 設定で制御) 

が示されます。 

[ドキュメント] 一覧をフィルタ処理すると、タイトルの色が変化し、[すべてのドキュメントを表示します] ボタン 

  が表示されます。 

フィルタ処理なしのビューに戻るには、[すべてのドキュメントを表示します] ボタン  をクリックします。 

ワークスペース ドキュメントのコピー、移動、またはリンク 

ドキュメントの複製 

ワークススペース ドキュメントを複製することによって、そのコピーを同じワークスペース内に作成できます。 

 ワークスペースの閲覧者のアクセス権を持つメンバは、ワークスペース ドキュメントを複製できません。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメントを選択し、[ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [複製] をク

リックします。 

[ドキュメント] 一覧に、名前に "コピー ～ " が付いた複製が表示されます。 ドキュメントの名前を変更するには、

ドキュメントを右クリックし、[名前の変更] をクリックして、新しい名前を入力します。 

他のワークスペースへのドキュメントの移動、コピー、またはリンクの作成 

他のワークスペースからドキュメントをコピーまたは移動するか、ドキュメントを指すリンクを作成することによ

って、ワークスペースにドキュメントを追加できます。 

ドキュメントをコピーした場合、新しいワークスペースでは、そのドキュメントは元のワークスペースにリンクし

ていない独立したマップまたはファイルになります。一方、リンクされたドキュメントは、元のワークスペースに

のみ存在する単一のマップまたはファイルです。リンク元のワークスペースには、元のマップまたはファイルへの

リンクが置かれます。 

 ワークスペース ドキュメントを移動およびリンクできるのは、所有者のみです。ドキュメントのコピーは、所

有者と作成者の両方が行えます。 

1. [ドキュメント] 一覧で、移動、コピー、またはリンクするドキュメントを選択します。 

2. [ドキュメント] 一覧から [ワークスペース] 一覧の目的のワークスペースにドキュメントをドラッグします。 

3. ポップアップが表示されたら、操作 ([コピー]、[移動]、[リンクを作成]) を選択します。 

 ドキュメント名を右クリックしてから、[ワークスペース内でリンクを作成]、[ワークスペースに移動]、または 

[ワークスペースにコピー] をクリックすることもできます。 

ドキュメント リンクの使用 

[ドキュメント] 一覧では、他のワークスペースからリンクされているドキュメントにアイコン   が表示されま

す。ワークスペースの所有者は、ドキュメントのリンク元のワークスペースを確認できます。ドキュメントを選択

し、[ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [リンク] 矢印をクリックします。 

リンク元のワークスペースの [ドキュメント] 一覧には、リンク先のワークスペース内のドキュメントを指すリンク 

 が表示されます。このアイコンをポイントすると、元のドキュメントが置かれているワークスペースが表示さ

れます。 

リンクされたドキュメントは、リンク先のワークスペースまたはリンク元のワークスペースから表示できます。 

リンクされたマップはリンク先のワークスペースからでもリンク元のワークスペースからでも編集できますが、リ

ンクされたファイルはリンク先のワークスペースからのみ編集できます。ドキュメントを編集するには、そのワー

クスペースの所有者または作成者である必要があります。 
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ドキュメントのリンクを中止するには、リンク元のワークスペースからリンクを削除します。 

リンク  を削除すると、リンクはワークスペースから直ちに削除されます ([ドキュメント] 一覧の [削除] ビュー

には表示されません)。この操作は、元のドキュメントには影響しません。 

ワークスペースからのドキュメントの削除 

ワークスペースからドキュメントを削除する操作は 2 段階に分けられます。最初にドキュメントに削除のマークを

付け、次にドキュメントを破棄します。削除のマークが付けられたドキュメントは、削除を取り消すことができま

す。 

他のワークスペースのドキュメントにリンクしている場合、そのリンクを削除することはできますが、ドキュメン

ト自体は削除、削除取り消し、および破棄できません。それらの操作は、リンク先のワークスペースで行う必要が

あります。 

 ワークスペースの閲覧者のアクセス権を持つメンバは、ワークスペース ドキュメントを削除および破棄できま

せん。 

ドキュメントの削除と破棄 

削除機能では、ドキュメントに削除のマークが付けられ (破棄はされません)、そのワークスペースのメンバの [ド

キュメント] 一覧にそのドキュメントが表示されなくなります。ただし、メンバは、削除されたドキュメントの一

覧を表示できます。削除されたドキュメントをワークスペースから取り除くには、ドキュメントを破棄します。 

 ドキュメントを 1 回の手順で直ちに破棄するには、ドキュメントを選択して Ctrl + Shift + Del キーを押しま

す。 

ドキュメントの削除のマーク 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメントを右クリックし、[削除] をクリックします。 

どのワークスペース メンバに対しても、このワークスペースの [ドキュメント] 一覧にこのドキュメントが表示さ

れなくなります。 

 削除したドキュメントに他のワークスペースからリンクしていた場合は、リンク元のワークスペースでリンク

が壊れているものとして表示されます。リンク元のワークスペースにアクセスして、壊れたリンクを削除でき

ます (下記を参照)。リンク先のワークスペースでドキュメントの削除を取り消した場合、壊れたリンクは自動

的に復元されます。ドキュメントを破棄した場合、それらのリンクは削除されます。 

削除されたドキュメントの一覧の表示 

 [ドキュメント] 一覧の [表示] 設定の矢印  をクリックして、[削除] をクリックします。 

削除されたドキュメントが表示されたら、ドキュメントの削除の取り消し (復元) か、ドキュメントの破棄 (完全な

削除) を選択できます。 

削除されたドキュメントの削除取り消し (復元) または破棄 (完全な削除) 

1. 削除されたドキュメントの一覧を表示します (上記を参照)。 

2. ドキュメントを選択します。 

3. [ワークスペース] タブの [ドキュメント オプション] グループで、ドキュメントを復元する場合は [ドキュメン

トの削除の取り消し] をクリックし、ドキュメントを完全に削除する場合は [ドキュメントの破棄] をクリック

します。  

削除を取り消したドキュメントは、[ドキュメント] 一覧で表示設定を [すべてのドキュメント] に戻すと再度表示さ

れます。破棄したドキュメントは、すべてのメンバに対してワークスペースから完全に削除されます。 

ドキュメントへのリンクの削除 

[ドキュメント] 一覧には、他のワークスペースのドキュメントへのリンクが含まれることがあります。これらの項

目では、ドキュメント名と共にリンク  アイコンが表示されます。このアイコンは、元のドキュメントへのリン
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クが有効であるか 、壊れているか  を示します。(ドキュメントがリンク先のワークスペースで削除された場

合、リンクが壊れます。) 

ドキュメントへのリンクを削除することによって、ワークスペースの [ドキュメント] 一覧からリンクを取り除くこ

とができます。リンクを削除しても、元のドキュメントには影響しません。有効なリンクと壊れたリンクのどちら

も削除できます。 

1. [ドキュメント] 一覧でリンクを右クリックします。 

2. [リンクの削除] をクリックします。 

リンクされたドキュメントの名前が [ドキュメント] 一覧から削除されます。 

ドキュメントへのリンクは、元のドキュメントが破棄されると自動的に削除されます。 

ワークスペース ドキュメントのコピーの保存 
MindManager と Mindjet Catalyst を両方お使いの場合を対象としています。 

[複製保存] コマンドを使用して、ワークスペース ドキュメントまたはリビジョンのローカル コピーを作成できます。

ワークスペース マップで作業している場合は、現在のマップを開いたままコピーを作成できます。 

 このコマンドは特に、マップでの作業中にキューが "詰まった" 場合に便利です。その時点までに行った変更内

容を含むマップのローカル コピーをバックアップとして保存しておいて、ワークスペース マップでの作業を

続けることができます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメント名を右クリックするか、[以前のリビジョン] ウィンドウでリビジョン

名をクリックしてから、[複製保存] をクリックします。 

 ワークスペース マップを開いている場合は、MindManager ウィンドウの [ファイル] タブをクリックし

て、[保存して送信]、[複製保存] の順にクリックします。コピーをワークスペースに保存することもでき

ます。 

2. ローカル コピーを保存するには、フォルダを選択し、ファイル名を入力して、[保存] をクリックします。 

コピーをワークスペースに保存するには、[Mindjet Catalyst で保存] をクリックしてから、ワークスペースを

選択します。 

 Catalyst ワークスペース ウィンドウでは、[ワークスペースにコピー] コマンドを使用して、ドキュメントを開

かずに他のワークスペースにドキュメントのコピーを作成することができます。 
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ワークスペース ドキュメントの編集 

ワークスペース マップの表示と編集 

ワークスペース マップの編集を開始するには、ワークスペースからマップを開く必要があります。他のメンバが同

じマップを既に開いている場合は、[ドキュメント] 一覧の [マップのユーザー] 列、およびマップ ビューの右上にあ

る [マップのユーザー] 一覧に、それらのメンバが示されます。 

 編集を始める前にマップのコピーを保存しておく場合は、リビジョンを作成するか、ローカル コピーを保存する

ことができます。 

ワークスペース マップは、他の MindManager マップと同じように編集できます。ワークスペース マップは共有さ

れているため、編集中に、他のメンバが行った変更が表示されることがあります。これを、マップの共同編集と呼

びます。ワークスペース マップを編集するときは、変更がリアルタイムで保存されるので、マップを保存する必要

はありません。  

ワークスペースからマップを開く 

次のいずれかを実行します。 

 [ドキュメント] 一覧でマップを選択し、[ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [開く] をクリック

します。 

 [ドキュメント] 一覧でマップ名をダブルクリックします。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメント名を右クリックし、[開く] をクリックします。 

[ドキュメント] 一覧でマップを選択し、Enter キーを押します。 

マップが MindManager ウィンドウで開かれます。マップの状態が読み取り専用でない限り、マップを編集すること

ができます。 

 ワークスペースに保存されている MindManager マップ テンプレート (.mmat ファイル) およびマップ スタイル 

(.mmas ファイル) は、その他のワークスペース ファイルと同じ方法で編集します。 

 

ワークスペース ドキュメントを編集するには、所有者または作成者のアクセス権が必要です。閲覧者の場合

は、ドキュメントが常に読み取り専用モードで開かれます。 

 MindManager の [開く] コマンドを使用してワークスペース マップを開くこともできます。 

 

マップのショートカットを作成すると、[マイ マップ] 作業ウィンドウからワークスペース マップにすばやくアクセ

スできます。 

マップの編集 

ワークスペース マップは、他の MindManager マップと同じように編集できます。ワークスペース マップは共有さ

れているため、編集中に、他のメンバが行った変更が表示されることがあります。これを、マップの共同編集と呼

びます。 

マップへの変更内容は、変更と同時にリアルタイムで保存されます。編集の終了時にマップを保存する必要はあり

ません。変更内容は既に保存されているので、マップをすぐに閉じることができます。 

 他のメンバがマップを変更できないようにする場合は、編集前または編集中にマップをロックできます。 

マップの状態インジケータ  

MindManager ウィンドウのマップ ビューでは、左上にマップの状態インジケータが表示されます。このインジケ

ータは、次のいずれかの理由でマップが読み取り専用であることを示します。 
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 マップをまだ読み込み中である 

 オフラインで作業中である 

 他のメンバによってマップがロックされている ([ドキュメント] 一覧に  アイコンが表示される) 

 ワークスペースに対して閲覧者のアクセス権しか持っていない 

 リビジョンを表示している 

 マップを開いている間にマップまたはそのワークスペースが削除された 

 アカウントが一時停止されている 

マップを編集できるときは、マップをロックしている場合を除き、マップの状態インジケータは表示されません。 

  

 マップの状態インジケータを折りたたんだり展開したりするには、インジケータの   または  をクリック

します。 

 

マップの状態インジケータの表示/非表示を切り替えるには、MindManager ウィンドウの [表示] タブにある [ア

クティビティ] グループで [マップ アクティビティ] をクリックし、[マップの状態の表示] をクリックします。 

大きいマップ 

マップの状態インジケータでは、マップのサイズがワークスペースで許容されるドキュメントの最大サイズに達し

ていないかも示されます。マップが大きくなりすぎると、ワークスペースに保存できなくなります。この場合は、

現在のワークスペース内にリンクされた新しいマップを作成し、そこにトピックを送信して、マップを複数のリン

クされたマップに "分割" できます。 

[マップのユーザー] 一覧  

マップ ウィンドウの右上にある [マップのユーザー] 一覧には、そのマップを開いている他のユーザーが表示され

ます。また、この一覧から追加の機能を実行することもできます。 

 チャットを開始するには、[マップのユーザー] 一覧を右クリックし、[チャット] をクリックして、メンバを

選択します。 

 マップ内で他のメンバが現在焦点を当てている項目を調べるには、[マップのユーザー] 一覧を右クリック

し、[マップで検索] をクリックして、メンバを選択します。 

 [マップのユーザー] 一覧を折りたたんだり展開したりするには、一覧の   または  をクリックします。 

 

[マップのユーザー] 一覧の表示/非表示を切り替えるには、MindManager ウィンドウの [表示] タブにある [アク

ティビティ] グループで [マップ アクティビティ] をクリックし、[マップのユーザーの表示] をクリックしま

す。  

共同編集のアクティビティとタイムスタンプのヒント 

マップ内で他のメンバが編集している部分を表示しているときは、他のユーザーの変更内容がリアルタイムで表示

されます。トピックに、他のユーザーのアクティビティを示すヒントが表示されます。また、以前行われた変更に

ついてのヒントが表示されることもあります。 

ヒントは、強調表示されます。ヒントの上にポインタを置くと、より詳しい情報が表示されます。 
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現在編集中で、アクティビティのヒントが表示され

たトピック 

以前に編集され、タイムスタンプのヒントが表示され

たトピック 

 所有者および作成者は、マップを編集したメンバとチャットできます。アクティビティのヒントを右クリック

し、[チャット] をクリックします。(相手のメンバが現在接続していない場合、このコマンドは無効になりま

す。) 

[表示] タブの [アクティビティ] グループにある [タイムスタンプ] オプションと [マップ アクティビティ] オプショ

ンを使用して、変更について表示するヒントの種類を選択できます。 

タイムスタンプ   

[次のタイムスタンプの期間](Timestamps 

within) 

[次のタイムスタンプから](Timestamps from) 

ヒントを表示するタイムスタンプの期間、およびだれの変

更についてタイムスタンプを表示するかを選択します。他

のユーザーが行った変更は赤で強調表示されます。自分が

行った変更は緑で強調表示されます (自分のタイムスタンプ

を表示することを選択した場合のみ)。 

書式 [相対] を選択すると、"分前" や "日前" の形式で項目作成ま

たは変更のタイムスタンプが表示されます。[絶対] を選択

すると、実際の日時でタイムスタンプが表示されます。 

マップ アクティビティ   

[他のユーザーが選択した項目の強調表示] 

[他のユーザーが変更した項目の強調表示] 

マップの表示または編集中に他のユーザーのアクティビテ

ィを表示します。 

これらのオプションは、自分に表示されるタイムスタンプにのみ適用されます。マップを表示している他のメンバ

には、各自のアクティビティ設定に応じたタイムスタンプが表示されます。アクティビティ設定は、マップごとに

設定されます。現在のマップを次回開いたときには、同じ設定が適用されます。 

ウイルス保護 

マップを編集しているときに、ウイルスに感染したファイルを添付ファイルとして追加した場合、影響を受けるの

は添付ファイルだけです。そのようなファイルが検出されると、ウイルスに関する通知が表示され、添付ファイル

を破棄してマップから削除することができます。 

添付ファイルを直ちに削除しなかった場合は、トピックの [添付ファイル] リストにプレースホルダが追加されま

す。 

後でこのプレースホルダ添付ファイルをトピックから削除するには、添付ファイルのアイコンを右クリックして、

[感染した添付ファイルの削除] をクリックします。 
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ブラウザベースのマッピングのマップの作成と編集 

Catalyst のブラウザベースのマッピング機能を主に使用するユーザーと共同作業する場合は、MindManager for 

Windows でマップに追加できるアイテムや書式がこの機能でサポートされていない場合があることに注意してくださ

い。これらのマップはブラウザで開くことができますが、期待どおりに表示されなかったり、一部のアイテムを表

示または編集できなかったりする場合があります。 

ワークスペース ファイルの表示と編集 

ワークスペース ファイル (マップ以外のドキュメント) を、関連付けられたアプリケーションで開いて表示または

編集できます。ワークスペース ファイルには、MindManager で編集できる MindManager マップ テンプレート 

(*.mmat ファイル) および MindManager マップ スタイル (*.mmas ファイル) も含まれます。 

 このトピックの情報は、ファイルにのみ適用され、MindManager マップには適用されません。マップの編集に

ついては、「ワークスペース マップの表示と編集」を参照してください。 

表示用にファイルを開く 

 [ドキュメント] 一覧でファイルを選択し、[ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [開

く] をクリックします。 

 [ドキュメント] 一覧でファイル名を右クリックし、[開く] をクリックします。 

 [ドキュメント] 一覧でファイル名をダブルクリックし、[開く] をクリックします。 

[ドキュメント] 一覧でファイルを選択し、Enter キーを押します。 

ドキュメントが、関連付けられたアプリケーションで読み取り専用モードで開かれます。 

編集用にファイルを開く 

編集のためにファイルを開くには、ファイルをチェックアウトする必要があります。ファイルのローカル コピーが

作成されるので、そのファイルを変更します。編集が終わったら、チェックインする (ローカル コピーをワークス

ペースに戻して保存する) か、チェックアウトを破棄する (変更内容を破棄する) ことができます。 

 チェックアウトしたファイルはオフラインで作業している場合にも編集できますが、変更を加えたファイルを戻

すには再度接続する必要があります。 

次の場合はファイルをチェックアウトできません。 

 他のメンバによってロックされている ([ドキュメント] 一覧に  アイコンが表示される)。 

 他のメンバによってチェックアウトされている ([ドキュメント] 一覧に  アイコンが表示される)。 

 ワークスペースに対して閲覧者のアクセス権しか持っていない。 

 アカウントが一時停止されている。 

 編集を始める前にファイルのコピーを保存しておく場合は、リビジョンを作成するか、ローカル コピーを保存す

ることができます。 

編集中のファイルは、他のワークスペース メンバに対してロックされ (他のメンバはそのファイルを表示すること

はできますが編集することはできません)、MindManager に戻るときにそのファイルをチェックインするかチェッ

クアウトを破棄するまで、ロックされたままになります。 

ファイルを編集して再びチェックインしたら、他のユーザーにはこのファイルのマップの状態が "旧版" に変更され

ており、ファイルのローカル コピーが最新バージョンではないことがわかります。 

ファイルの編集 

1. 次のいずれかを実行してファイルをチェックアウトします。 
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 [ドキュメント] 一覧でファイルを選択して、[ワークスペース] タブの [ドキュメント アクセス] グループで 

[チェックアウト] をクリックします。 

 [ドキュメント] 一覧でファイル名を右クリックして、[チェックアウト] をクリックします。 

[ドキュメント] 一覧で、ファイルがチェックアウト済み (自分がチェックアウトした場合は 、他のユー

ザーがチェックアウトした場合は ) として表示されます。チェックアウトされている間、他のユーザー

はそのファイルを表示することはできますが、編集することはできません。 

2. 次のいずれかを実行してファイルを開きます。 

 [ドキュメント] 一覧でファイルを選択し、[ワークスペース] タブの [ドキュメント] グループで [開く] をクリ

ックします。 

 [ドキュメント] 一覧でファイル名を右クリックし、[開く] をクリックします。 

[ドキュメント] 一覧でファイルを選択し、Enter キーを押します。 

 [ドキュメント] 一覧でファイル名をダブルクリックし、[チェックアウトして開く] を選択します (1 回の手順で

ファイルを編集用に開きます)。 

ファイルが、関連付けられたアプリケーションで開かれます。起動されるアプリケーションは、ローカル 

システムでのファイルの関連付けによって異なります。関連付けられたアプリケーションで編集ができる場

合にのみ、ファイルを編集できます。 

3. ファイルを必要に応じて編集し、アプリケーションで保存してから、アプリケーションを閉じます。 

 MindManager マップ テンプレートまたはマップ スタイルを編集する場合は、通常の手順で保存します。 

この時点で、行った変更内容は、ファイルのローカル コピーにのみ保存されています。 

自分のシステムの [ドキュメント] 一覧で、ファイルのローカル コピーの状態が [更新日時] に変わります。 

4. ドキュメントをチェックインする (変更したローカル ファイルをワークスペースに保存する) か、チェックア

ウトを破棄する (変更内容を破棄してワークスペース ファイルを未変更のままにする) 必要があります。 

 ワークスペース ファイルに変更を保存するには、ドキュメントをチェックインする必要があります。 

 チェックインするには、次のいずれかを実行します。 

o [ドキュメント] 一覧でファイルを選択して、[ワークスペース] タブの [ドキュメント アクセス] グ

ループで [チェックイン] をクリックします。 

o ファイル名を右クリックし、[チェックイン] をクリックします。 

編集したバージョンをチェックインする前に現在のワークスペース ファイルのリビジョンを保存するかどう

かたずねられます。 

自分のシステムの [ドキュメント] 一覧で、ファイルのローカル コピーの状態が [現在] に変わり、他のユー

ザーのシステムでは [旧版] に変わります。 

 チェックアウトを破棄するには、次のいずれかを実行します。 

o [ドキュメント] 一覧でファイルを選択して、[ワークスペース] タブの [ドキュメント アクセス] グ

ループで [チェックアウトの破棄] をクリックします。 

o ファイル名を右クリックし、[チェックアウトの破棄] をクリックします。 

 [チェックイン] または [チェックアウトの破棄] コマンドを使用するまで、ファイルはチェックアウトされ他の

ユーザーに対してロックされたままになります。ワークスペースの所有者は、チェックアウトされたファイル

のロックを破棄できます。 

ファイルを変更したがチェックインしていない場合、そのファイルのローカル コピーの状態が [未解決] に変わ

ります。これは、ワークスペース所有者がロックを破棄して、別のメンバがファイルのチェックアウト、編

集、およびチェックインを行ったことを意味します。 
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ウイルス保護 

ウイルスに感染したファイルをチェックインしようとすると、通知が表示されて、ファイルはワークスペースに保

存されません。代わりに [ドキュメント] 一覧にはプレースホルダが追加され、プレースホルダを破棄するように求

められます。 

 プレースホルダを破棄すると、そのドキュメントの以前のリビジョンもすべて破棄されます。 

使用したいリビジョンがある場合は、メッセージが表示されたときにプレースホルダを破棄しないでください。代

わりに、これらの手順を使用してください。 

感染したドキュメントのリビジョンの復元 

1. メッセージが表示されたときに、感染したドキュメントのプレースホルダを破棄しないことを選択しま

す。 

 感染したドキュメントの破棄を求めるメッセージが表示されたら、[キャンセル] をクリックしま

す。 

2. リビジョンをローカル ファイルに保存します。 

a. [ドキュメント] 一覧で、感染したドキュメントのプレースホルダを選択します。 

b. [以前のリビジョン] ウィンドウで、復元するリビジョンを右クリックします。 

c. [複製保存] をクリックし、リビジョンをローカル フォルダまたはデスクトップに保存します。 

(他に保存したいリビジョンがある場合は、上記の手順を繰り返します。各リビジョンは、別々のド

キュメントとして保存されます。) 

3. 感染したドキュメントのプレースホルダを削除します。 

 [ドキュメント] 一覧で、感染したドキュメントのプレースホルダを右クリックし、[ドキュメント

の破棄] をクリックします。 

4. 保存したリビジョンをワークスペースに新しいドキュメントとしてインポートします。 

 リボンの [ドキュメント] グループで [インポート] をクリックして、保存したリビジョンから作成

したドキュメントを選択します。 

(複数のリビジョンを保存した場合は、複数のドキュメントをインポートできます。保存した各リ

ビジョンは、別々のドキュメントとしてインポートされます。) 

ワークスペース ドキュメントのロック 

他のメンバがドキュメントを変更できないようにする場合は、ドキュメントをロックできます。他のメンバはドキ

ュメントを表示することはできますが、編集はできなくなります。また、他のメンバの [ドキュメント] 一覧には、

ドキュメントがロックされていること  が示されます。 

マップのロック 

マップを開く前または開いた後にマップをロックできます。他のメンバが編集しているときにマップをロックしよ

うとすると、警告が表示されます。ロックすることを選択した場合、編集中のメンバはマップを変更できなくなり

ます。 

ロックされたマップを表示しているメンバには、マップ ビューの左上にあるマップの状態インジケータにロック情報

が表示されます。 

 マップの状態インジケータの表示/非表示を切り替えるには、MindManager ウィンドウの [表示] タブにある [ア

クティビティ] グループで [マップ アクティビティ] をクリックし、[マップの状態の表示] をクリックします。 

ファイルのロック 
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ファイル (マップ以外のドキュメント) は、編集用にチェックアウトしたときに自動的にロックされ、チェックインし

たときにロック解除されます。また、ファイルを手動でロックおよびロック解除することもできます。 

 ワークスペースの閲覧者のアクセス権を持つメンバは、ドキュメントをロックできません。 

ドキュメントのロックまたはロック解除 

次のいずれかを実行します。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメントを選択し、[ワークスペース] タブの [ドキュメント アクセス] グループで 

[ロック] をクリックします。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメント名を右クリックし、[ロック] をクリックします。 

[ドキュメント] 一覧に、自分がロックしたドキュメントであることを示す "自分がロック済み"  アイコンが表示

されます。このアイコンは、マップの編集時にマップの状態インジケータにも表示されます。 

 ドキュメントのロックを解除するには、同様の手順で [ロックの解除] をクリックします。 

ロックの破棄 

ワークスペースの所有者は、他のメンバによってロックされたドキュメント  またはチェックアウトされたドキ

ュメント   のロックを破棄できます。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメントを選択し、[ワークスペース] タブの [ドキュメント アクセス] グループで 

[ロックの破棄] をクリックします。 

 可能な場合は、ロックを破棄する前に、ドキュメントをロックまたはチェックアウトしたユーザーに連絡しま

す。この場合、そのユーザーはロックしたマップの個人用のコピーを作成したり、チェックアウトしたファイ

ルの変更内容をチェックインしたりできます。 

 

チェックアウトされたファイルのロックを破棄すると、チェックアウトが破棄され、別のユーザーがそのファ

イルを編集できるようになります。再度ファイルをチェックインしなかったユーザーによってファイルに加え

られた変更は、そのユーザーが所有するファイルのローカル コピーにのみ保持され、そのユーザーに表示され

るファイルのローカル コピーの状態が [未解決] に変更されます。 

 

ワークスペースから退出するか、他のメンバによってワークスペースから削除された場合、自分が行ったロッ

クはすべて削除されます。 

オフラインでのワークスペース ドキュメントの編集 

ワークスペース ドキュメントで作業している間は、Mindjet Catalyst に接続したままでいるのが最も効率的です。

接続できないときでもワークスペース ドキュメントで作業を続けたい場合は、次の手順を使用できます。 

 ファイルの場合 :  

まだ Mindjet Catalyst に接続しているときにワークスペース ファイルをチェックアウトして、切断後にそれ

らを編集できます。再度接続したときに戻すことができます。 

既に切断した場合でも、ローカルにキャッシュされたドキュメントにアクセスし、そのコピーを作成し

て、ローカル コピーを編集できます。 

再度接続したときに、変更したドキュメントを新しいドキュメントとしてワークスペースにインポートし、

元のドキュメントを削除できます。 

 マップの場合 :  

まだ Mindjet Catalyst に接続しているときにワークスペース マップのローカル コピーを保存して、切断後

にそれらを編集できます。 

既に切断した場合でも、ローカルにキャッシュされたマップにアクセスし、そのコピーを作成して、ロー

カル コピーを編集できます。 

再度接続したときに、変更したドキュメントを新しいマップとしてワークスペースにインポートし、元のド

キュメントを削除できます。 
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ワークスペース ドキュメントのローカル コピーの作成 

ファイルの場合は、ドキュメントをチェックアウトするときにローカル コピーが作成されます。このファイルをオフ

ライン時に編集できます。 

マップの場合、オフライン時に編集するにはローカル コピーを作成する必要があります。マップのローカル コピ

ーの作成方法については、「ワークスペース ドキュメントのコピーの保存」を参照してください。これらのコピーを編

集し、再度接続したときにワークスペースに戻すことができます。 

既にオフラインの場合 

Mindjet Catalyst サーバーに接続していた間に表示または編集したドキュメントは、ローカル システムのキャッシ

ュに自動的にコピーされています。 

オフラインでの作業時、ローカルにキャッシュされたドキュメントには、アクティブ (色付き) ドキュメントのアイ

コンが表示されます。キャッシュされていないドキュメントには、非アクティブ (グレー) のアイコンが表示されま

す。 

キャッシュされたドキュメントは読み取り専用ですが、ローカル コピーを作成して、コピーで作業することができ

ます。非アクティブ ドキュメントはオフラインで使用できません。 

 ワークスペース ファイルのローカル コピーの状態を見て、編集するファイルが最新バージョンであることを

確認してください。[ローカル コピー] 列にファイルが旧版であると示されている場合は、このファイルより新

しいバージョンがサーバー上にあります。ローカル コピーを更新するには、接続している間にファイルを表示

する必要があります。 

 ドキュメント キャッシュは、MindManager の [一時ファイル] オプションを使用していつでも空にできます。 

変更したローカル コピーのワークスペースへの追加 

ファイルを編集するためにチェックアウトした場合は、サーバーに再接続するときに、チェックインして変更内容

を送信します。 

チェックアウトしないでファイルをオフラインで編集した場合、またはマップをオフラインで編集した場合は、変

更したローカル コピーを新しいドキュメントとしてワークスペースにインポートできます。混乱を避けるために、

元のドキュメントを削除することをお勧めします。 

 元のドキュメントを削除すると、そのドキュメントの以前のリビジョンも削除されます。 

ドキュメント リビジョンの使用 

ワークスペース ドキュメントの "スナップショット" を、いつでも参照可能なリビジョンとして保存できます。異

なる日時で同じドキュメントの複数のリビジョンを保存できます。ドキュメントに加えた変更を破棄したい場合

は、以前のリビジョンに戻すことによって、以前のバージョンに "ロール バック" できます。 

 リビジョンの作成および復元ができるのは、所有者と作成者だけです。 

[プロパティと以前のリビジョン] ウィンドウの [以前のリビジョン] タブに、選択したドキュメントのリビジョンの

一覧が表示されます。リビジョンは"読み取り専用" ですが、いつでも表示できます。 

ドキュメントを以前のリビジョンに戻すことができます。また、リビジョンの内容を新しいドキュメントで再利用

したい場合は、リビジョンをローカル ドキュメントとして保存することもできます。マップ ファイルのリビジョ

ンの場合は、それを基に新しいマップを作成できます。 

 ドキュメントをワークスペースから削除すると、そのリビジョンもすべて削除されます。 
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リビジョンの作成 

1. 次のいずれかを実行します。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメントを選択し、下部のウィンドウで [以前のリビジョン] タブをクリックし

て、[新規作成] をクリックします。 

 [ドキュメント] 一覧でドキュメント名を右クリックし、[リビジョンの作成] をクリックします。 

 MindManager ウィンドウでワークスペース マップを開いている場合は、[ファイル] タブ、[保存]、[リビ

ジョンの作成] の順にクリックするか、またはウィンドウの下部にあるマップのタブを右クリックして [リ

ビジョンの作成] をクリックします。 

2. リビジョンのコメント (作成目的など) を入力し、[OK] をクリックします。 

[プロパティと以前のリビジョン] ウィンドウの [以前のリビジョン] タブに、新しいリビジョンのエントリが表示さ

れます。列見出しをクリックすると、リビジョンの一覧を並べ替えることができます。 

 [ファイル] タブの [保存して送信] メニューからリビジョンを作成することもできます。 

リビジョンの使用と保存 

[プロパティと以前のリビジョン] ウィンドウの [以前のリビジョン] タブにあるコマンドを使用して、リビジョンを

表示、復元、または削除できます。 

 リビジョンを表示するには、[表示] をクリックするか、一覧でリビジョンをダブルクリックします。 

 リビジョンをワークスペースに復元する (このドキュメントの現在のバージョンをリビジョンに置き換える) 

には、[戻す] をクリックします。安全のために、上書きしようとしているバージョンから新しいリビジョンを

作成しておくこともできます。 

 一覧から現在のリビジョンを削除するには、[削除] をクリックします。削除したリビジョンは元に戻せませ

ん。 

マップのリビジョンを新しいローカル マップとして保存したり、リビジョンの内容を基にして新しいマップを作成

したりできます。ファイル (マップ以外のドキュメント) のリビジョンをローカル システムに保存することもでき

ます。 

ローカル ドキュメントとしてのリビジョンの保存 

1. [以前のリビジョン] ウィンドウの一覧でリビジョンを右クリックし、[複製保存] をクリックします。 

2. 保存先を選択し、新しいドキュメントの名前を入力します。 

リビジョンに基づく新しいマップの作成 

1. [以前のリビジョン] ウィンドウの一覧でリビジョンを右クリックし、[リビジョンから新規マップ] をクリック

します。 

2. マップ ビューでマップが開きます。 

マップに内容を追加することも、そのまま保存することもできます。 

リビジョンへのリンク 

リビジョンへのハイパーリンクをコピーして、他のマップまたはドキュメントに貼り付けることができます。その

リビジョンが含まれるワークスペースのメンバであれば、リンクをクリックしてそのリビジョンを表示することが

できます。 

 一覧でリビジョンを右クリックし、[ハイパーリンクとしてコピー] をクリックします。 

マップ、他のドキュメント、またはチャット メッセージにリンクを貼り付けることができます。 

リビジョンへのリンクを電子メールで送信するには 

 一覧でリビジョンを右クリックし、[電子メール] をクリックします。 

 リンクを含む電子メール メッセージの作成を始める場合は、[リビジョン リンクの送信] をクリックしま

す。 
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 先にワークスペース メンバの一覧から宛先を選択する場合は、[リビジョン リンクをワークスペース メン

バに送信] をクリックします。 

リビジョン コメントの編集 

1. 一覧でリビジョンを右クリックし、[リビジョン コメントの編集] をクリックします。 

2. リビジョンの新しいコメントを入力します。 
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リファレンス 

キーボード ショートカット 

キーボード ショートカットの一覧はいつでも参照できます。参照するには、リボンの [その他] タブで、[ヘルプ] グ

ループの [キーボード ショートカット] をクリックします。 

次の表では、よく使用されるコマンドが強調表示されています。 

マップのドキュメント 

新しいマップの作成 Ctrl + N 

マップを開く Ctrl + O 

現在のマップの保存* Ctrl + S 

名前を付けて保存* F12 

現在のマップを閉じる Ctrl + W 

Ctrl + Shift + F4 

印刷プレビュー Ctrl + F2 

現在のマップの印刷 Ctrl + P 

既に表示中の開いているマップのリスト内を移動 

(進む、戻る) 

  

Alt + ← 
Alt + → 

* ワークスペース マップは自動的に保存されます。 

ナビゲート  

上、下、左、または右のトピックの選択 矢印キー 

次のトピック/前のトピックの選択 Tab/Shift + Tab 

一番上の兄弟トピックに移動 

一番下の兄弟トピックに移動 

Home 

End キー 

表示 

マップ ウィンドウ 

拡大 Ctrl + = 

縮小 Ctrl + - 

画面に合わせてマップを表示 Ctrl + F5 

マップを少しずつスクロール Ctrl + 矢印キー 

マップを大きくスクロール 

     (上下) 

     (左右) 

   

PageUp、PageDown 

Ctrl + PageUp、Ctrl + PageDown 

マップを中央に表示し、すべてのトピックを折り Ctrl + F3 
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たたむ 

オブジェクトを中央に表示 Alt + F3 

次のマップの表示 Ctrl + F6 

Ctrl + Tab 

前のマップの表示 Ctrl + Shift + F6 

Ctrl + Shift + Tab 

マップ レベルとフィルタ処理 

トピックに焦点を合わせる F3 

次のトピック レベルの表示 Ctrl + D 

1 レベルを表示 Shift + Alt + 1 

2 レベルを表示 Shift + Alt + 2 

レベル 3 ～ 9 を表示 Shift + Alt + 3... など (レベル 9 まで続く) 

すべてのレベルを表示 Shift + Alt + .(ピリオド) 

選択したトピックの折りたたみ Shift + Alt + 0 

分岐全体の折りたたみ Shift + Alt + , 

マップの折りたたみ Ctrl + F3 

フィルタの解除 Ctrl + Shift + Alt + A 

分岐のみ表示 

その他の表示 

F4 

インターフェイス 

[トピックのノート] ウィンドウの表示 

[トピックのノート] ウィンドウの表示/非表示 

F11 

Ctrl + T 

次のトピック ノートの表示* 

前のトピック ノートの表示* 

* [ノート] ウィンドウ内から 

Ctrl + Shift + PageUp 

Ctrl + Shift + PageDown 

作業ウィンドウの表示/非表示 Ctrl +Shift + F1 

リボンの展開/折りたたみ Ctrl + F1 

Alt キーの表示 F10 または Alt 

ショートカット メニューの表示 Shift + F10 

Mindjet Catalyst 

Mindjet Catalyst ワークスペース ウィンドウと 

MindManager ウィンドウの切り替え 

Alt + Q 

[ワークスペース] 一覧と [ドキュメント] 一覧の

間を移動 

Tab 

選択したドキュメントを開く Enter 
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オブジェクトの追加 

トピック 

サブトピックの追加 Insert 

Ctrl + Enter 

兄弟トピックの追加 Enter 

兄弟トピックの追加 (前の兄弟として) Shift + Enter 

親トピックの挿入 Ctrl + Shift + Insert 

吹き出しトピックの追加 Ctrl + Shift + Enter 

要素 

添付ファイルの追加 Ctrl + Shift + H 

添付ファイルの管理 Ctrl + Shift + T 

ハイパーリンクの追加 Ctrl + K 

ラベルの追加 Ctrl + Shift + F5 

コメントの追加 Ctrl + F11 

ノートの追加 Ctrl + T 

境界線の追加 Ctrl + Shift + B 

アイコンの追加 Ctrl + 1、Ctrl + 2 など  

注 :これらのショートカット キーは [ライブラリ] 

ウィンドウで定義されます 

すべてのアイコンの削除 Ctrl + 0 

優先度アイコンの追加 (優先度 1、2 など) Ctrl + Shift + 1、Ctrl + Shift + 2 など 

すべての優先度の削除 Ctrl + Shift + 0 

マップ パーツの追加 Ctrl + Shift + N 

マップ パーツの更新 F5 

すべてのマップ パーツの更新 Shift + F5 

日付と時刻を挿入 Ctrl + Shift + Alt + T 

編集 

直前に実行した操作の取り消し Ctrl + Z、Alt + Backspace 

直前に実行した操作のやり直し Ctrl + Y 

選択 

すべてのトピックと要素の選択 

すべてのトピック ノート テキストの選択 ([ノー

ト] ウィンドウ) 

すべてのインクの選択 ([ノート] ウィンドウ) 

Ctrl + A 
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追加トピックの選択 Shift + 矢印キー 

すべての兄弟の選択 

(下のみ) 

(上のみ) 

Ctrl + Shift + A 
Shift + End 
Shift + Home 

すべての兄弟と親の選択 Ctrl + Shift + ←/→ 

トピック、子孫、境界線、リレーションシップの

選択 

Shift + F3 

次のサブトピック レベルの選択 Crtl + Shift + →/← 

切り取り、コピー、貼り付け、および削除 

クリップボードへのコピー Ctrl + C、Ctrl + Insert 

ハイパーリンクとしてコピー Ctrl + Alt + C 

クリップボードへの切り取り Crtl + X、Shift + Delete 

クリップボードの内容の貼り付け Ctrl + V、Shift + Insert 

内部に貼り付け Ctrl + Shift + Alt + V 

次のトピックとして貼り付け (兄弟トピック) Ctrl + Alt + V 

吹き出しとして貼り付け Ctrl + Shift + V 

トピックまたはオブジェクトの削除 Delete 

選択したトピックの削除 (サブトピックは削除し

ない) 

Ctrl + Shift + Delete 

トピック テキスト 

トピック テキストの編集 F2 

トピック テキスト編集モードのコマンド :   

トピックへの改行の挿入 Ctrl + Enter、Shift + Enter 

行の先頭に移動 Home 

トピック テキストの先頭に移動 Ctrl + Home 

トピック テキストの末尾に移動 Ctrl + End 

トピックを分割して新しい兄弟を作成 Shift + Alt + ↓ 

トピックを分割して新しいサブトピック

を作成 

Shift + Alt + → 

トピックを複数のトピックに分割 Ctrl + Alt + Enter 

トピックを複数のサブトピックに分割 Ctrl + Alt + Insert 

検索 Ctrl + F 

次を検索 Enter 

前を検索 Shift + Enter 

検索テキストの入力 Ctrl + G 
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置換 Ctrl + H 

スペル チェック F7 

トピックの移動 

1 つ上げる Ctrl + Alt + ↑ 

1 つ下げる Ctrl + Alt + ↓ 

上へ Ctrl + Alt + Home 

下へ Ctrl + Alt + End 

すべてのメイン トピックの位置のリセット Ctrl + Alt + Space 

マップのバランス調整 Ctrl + Alt + B 

書式設定 

太字のオン/オフ Ctrl + B 

斜体のオン/オフ Ctrl + I 

下線のオン/オフ Ctrl + U 

フォント サイズの拡大 Ctrl + Shift + > 

フォント サイズの縮小 Ctrl + Shift + < 

テキストに取り消し線を設定 Ctrl + Shift + S 

書式設定のクリア Ctrl + Space 

塗りつぶしの色 Ctrl + Shift + C 

フォント/インクの色 Ctrl + Shift + F 

ヘルプの使用 

ヘルプの表示 F1 

一般的な Windows のコマンド 

メニューまたはダイアログ ボックスを閉じる Esc 

操作のキャンセル Esc 

MindManager を閉じる Alt + F4 

Windows タスク マネージャの表示 Ctrl + Shift + Esc 
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以前のバージョンとの互換性 

MindManager は、MindManager 2002、MindManager X5、および MindManager 6 のマップをまったく変更せずに

読み取ることができます。MindManager 2002 ファイルの名前には .mmp の拡張子が付けられ、MindManager X5 

および MindManager 6 マップのファイル名には .mmap の拡張子が付けられています。 

これらの初期のバージョンのマップを開く場合に特別な手順は必要ありませんが、サードパーティ ベンダーのカス

タム アドインをマップで使用していた場合、これらの更新版を入手する必要があります。 

また、2002 形式でマップを保存することもできます。 
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SharePoint または Web 上の場所にあるマップおよびファイルの使用 

SharePoint または Web 上の場所にあるマップおよびファイルの使用 

ローカル ドキュメントの場合と同じ方法で、SharePoint サイトや他のドキュメント管理サーバー上にマップを作

成して編集したり、それらの場所に保存されているファイルを使用したりできます。ドキュメント管理サーバーとは? 

ドキュメント管理システムを使用すると、サーバーに保存されているファイルの読み取りおよび書き込みができま

す。サーバーにアクセスするには、Web 上の場所を指定します。SharePoint はドキュメント管理システムの 1 つ

です。 

これらのシステムは、ドキュメントを保存するための集中管理された場所と、ドキュメントのチェックイン、チェ

ックアウトやバージョン管理などのドキュメント管理機能を備えています。 

たとえば、http://mysite/documents/myproject/ のようなアドレスからファイルを開くことができます。 

サーバーへの接続を確立すると、通常はサーバー上のフォルダが [マイ ネットワーク] (Windows XP) または [マイ 

コンピュータ] (Vista または Windows 7) 内の場所として表示されます。 

SharePoint または Web 上の場所にあるマップを編集すると、そのマップはロックされ、他のユーザーは編集でき

なくなります。 

SharePoint サーバーにあるマップを編集する場合は、マップをチェックアウトすることをお勧めします。マップを

チェックアウトすると、サーバー上のマップはロックされたままになり、マップをチェックアウトしたことが他の 

SharePoint ユーザーに表示されます。チェックアウトしたファイルでは、既定でオフライン編集が使用されます。 

オフライン編集を使用すると、変更内容がローカルの "下書き" の場所に保存されます。この方法を使用すると、マ

ップをすばやく保存でき、インターネット接続がない場合 (飛行機上など) でもマップを編集できます。編集済みの

マップは、再度チェックインしたときにのみサーバーに保存されます。 

オフライン編集のオプションを変更して、下書きをサーバーに保存することもできます。この場合は、マップを保

存したときにも、マップをチェックインしたときにも、変更内容がサーバーに保存されます。 

SharePoint または Web 上の場所での新規マップの作成 

作成した新規マップを SharePoint または Web 上の場所に保存した後、マップでの作業を続けるか、マップを閉じ

ることができます。 

1. 次のいずれかを実行します。 

1.  

 [ファイル] タブ、[保存] の順にクリックします。 

 クイック アクセス ツール バーの [保存]  をクリックします。 

Ctrl + S キーを押します。 

0. ダイアログで、マップを保存する場所に移動し、ファイル名を入力します。 

 [マイネットワーク] (Windows XP) または [マイ コンピュータ] (Vista または Windows 7) 内に目的の場所が表示

されない場合は、"ファイル名" フィールドにその場所の完全なパスを入力できます。 

3. [保存] をクリックします。 

新規マップがサーバーに保存されます。マップは閉じるまでロックされたままになります。マップでの作業を続け

て、終わったらマップを保存することができます。 

SharePoint サーバーを使用している場合は、マップでの作業を続ける間、マップをチェックアウトすることをお勧め

します。 
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SharePoint または Web 上の場所へのローカル マップの保存 

既存のローカル マップを SharePoint または Web 上の場所に保存できます。 

1. [ファイル] タブ、[名前を付けて保存] の順にクリックします。 

2. ダイアログで、マップを保存する場所に移動し、ファイル名を入力します。 

 [マイネットワーク] (Windows XP) または [マイ コンピュータ] (Vista または Windows 7) 内に目的の場所が表示

されない場合は、"ファイル名" フィールドにその場所の完全なパスを入力できます。 

3. [保存] をクリックします。 

マップがサーバーに保存されます。マップは閉じるまでロックされたままになります。マップでの作業を続けて、

終わったらマップを保存することができます。 

SharePoint サーバーを使用している場合は、マップでの作業を続ける間、マップをチェックアウトすることをお勧め

します。 

SharePoint または Web 上の場所にあるマップの編集 

SharePoint または Web 上の場所にあるマップも、他のマップと同じ方法で編集できます。マップを開いて編集し

てから、保存します。 

また、SharePoint のマップをチェックアウトして "オフライン" で編集することもできます。つまり、サーバーへ

の接続がなくても、マップの編集と保存を続行できます。 

開こうとしているファイルが別のユーザーによって現在ロックまたはチェック アウトされている場合は、アラート

が表示されます。その場合も、マップの読み取り専用のコピーを開くことができます。 

マップを開く 

サーバー上の MindManager マップは、編集のために開く、表示専用で開く、またはコピーとして開くという 3 つ

の方法のいずれかで開くことができます。 

 MindManager の [開く] ダイアログで [開く] ボタンのプルダウン メニューをクリックして、使用する方法

を選択します。 

[開く] を選択すると、サーバー上のファイルがロックされて、ファイルを編集できるようになります。マッ

プがロックされている間、他のユーザーはそのマップを編集できません。 

 Windows エクスプローラでマップ名をダブルクリックしても、ロックした状態でマップを開くことができま

す。 

[読み取り専用で開く] を選択すると、サーバー上のファイルはロックされず、マップは読み取り専用ファイ

ルとして開きます。このファイルは表示できますが、編集はできません。左上のマッピング ウィンドウ

に、マップが読み取り専用であることを示す [マップの状態] インジケータが表示されます。このマップは

編集はできません。 

[コピーとして開く] を選択すると、サーバーにある元のマップが複製されて、名前のない新規マップが作成

されます。この新規マップは元のマップから独立しています。マップを編集して、任意の場所に保存するこ

とができます。 

 開こうとしているファイルが別のユーザーによってロックまたはチェックアウトされている場合、マップを読

み取り専用モードで開くという選択ができます。このモードでは、マップを表示できますが、保存はできませ

ん。 

 

SharePoint Web ページのマップをブラウザで開くと、マップのローカル コピーが作成されて MindManager で

開きます。このマップを編集すると、変更はマップのローカル コピーにのみ保存されます。 
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ハイパーリンク ターゲットであるマップは、編集用として開きます ([開く] コマンドを使用する場合と同様):マ

ップはサーバーではロックされます。 

マップのチェックアウト 

SharePoint サーバーから編集用にマップを開いたら、編集していることを他の SharePoint ユーザーがわかるよう

に、マップをチェックアウトすることをお勧めします。 

チェックアウトしたマップを編集した場合、既定では変更内容がローカルに保存されます。これをオフライン編集

といいます。この方法を使用すると、マップをすばやく編集でき、インターネット接続がない場合 (飛行機上など) 

でもマップを編集できます。編集済みのマップは、再度チェックインしたときにのみサーバーに保存されるため、

チェックインするまでは変更内容が他のユーザーに表示されません。 

オフライン編集のオプションを設定して、マップの草稿をローカルに保存するかどうかを指定したり、マップが常

にサーバーに保存されるようにオフライン編集を無効にしたりできます。 

マップをチェックアウトするには : 

1. [ファイル] タブをクリックします。 

2. [情報] をクリックしてから、[チェックアウト] をクリックします。 

 SharePoint マップを最初にチェックアウトするとき、マップのローカル コピーを保存する場所が表示されま

す。その際に、SharePoint サーバーのオフライン編集オプションを変更することができます。 

左上のマッピング ウィンドウに、マップがチェックアウトされていることが表示されます。 . 

マップの編集 

マップを編集のために開いていると、他のユーザーはそのマップを編集できません。編集が完了したら、マップを

保存するか、チェックインして (SharePoint マップの場合) 変更済みのマップをサーバーに送信する必要がありま

す。 

マップの保存 

マップはいつでも保存でき、そのまま作業を続けることも、編集が完了していれば閉じることもできます。 

チェックアウトされていないマップ 

変更内容をサーバーに保存して、さらにマップでの作業を続けるには、次のいずれかを実行します。 

 [ファイル] タブ、[保存] の順にクリックします。 

 クイック アクセス ツール バーの [保存]  をクリックします。 

Ctrl + S キーを押します。 

編集が完了したら、マップを閉じることができます。変更内容を保存するように求められます。マップを閉じる

と、サーバー上でのマップのロックが解除されます。 

チェックアウトされているマップ 

チェックアウトしたマップの保存場所は、オフライン編集のオプションによって制御されます。 

 草稿をローカルに保存するようにオフライン編集のオプションを設定した場合 (既定) は、マップを保存す

ると変更内容がローカルに保存されます。変更内容をサーバーに保存するには、マップをチェックインす

る必要があります。 

 草稿をドキュメント管理サーバーに保存することを選択した場合は、マップを保存したときにも、マップ

をチェックインしたときにも、変更内容がサーバーに保存されます。 
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変更内容を保存して、さらにマップでの作業を続けるには、[保存]オプションを使用して、チェックアウトされて

いないマップと同様の方法でマップを保存します (上記参照)。変更内容は、オフライン編集オプション設定に従っ

て、ローカルまたはサーバーに保存されます。 

変更内容をサーバーにチェックインして、さらにマップでの作業を続けるには : 

1. [ファイル] タブ、[情報]、[チェックイン] の順にクリックします。 

2. ファイルのこのバージョンに関するコメントの入力を求められます。 

3. [このバージョンをチェックインした後も、ドキュメントをチェックアウトしたままにする] チェック ボッ

クスをオンにします。 

 [このバージョンをチェックインした後も、ドキュメントをチェックアウトしたままにする] チェック ボックス

をオンにしないと、マップがチェックインされてロックが解除されますが、マップは読み取りモードで開いた

ままになります。このマップは表示できますが、編集はできません。 

マップが開いたままでチェックアウトされます。 

編集が完了したら、マップを閉じることができます。マップをチェックインするように求められます。マップを閉

じると、サーバー上でマップがチェックインされ、ロックが解除されます。 

オフライン編集 

マップをチェックアウトしている場合は、インターネット接続がなくてもマップの編集を続行できます。 

マップをオフラインで編集するには、マップを SharePoint Drafts フォルダからマップを開き、再度このフォルダ

に保存します。インターネット接続が復元されたとき、マップをチェックインして、編集済みのマップを 

SharePoint サーバーに送信することができます。 
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SharePoint または Web 上の場所にある他のファイルの使用 

SharePoint または Web 上の場所にマップを保存するだけでなく、それらの場所にあるファイルを次の方法により 

MindManager で使用することもできます。 

添付ファイル サーバーにあるファイルを、マップ内部に保存される添付ファイルとして追加します。 

ファイルからの

画像 

SharePoint または Web 上の場所からトピックに画像を追加します。 

ファイルまたは

フォルダへのハ

イパーリンク 

SharePoint 上の場所にあるフォルダにリンクすると、そのフォルダの内容が SharePoint 

の Web ビューに表示されます。 

ファイルへのリンクの動作は、ファイルの種類によって異なります。 

 マップ 

MindManager で編集用に開かれます。マップはサーバーではロックされるため、他のユ

ーザーは編集できません。マップで作業中であることを他のユーザーが確認できるよう

にするには、マップをチェックアウトします ([ファイル] タブの [情報] メニュー)。詳細につ

いては、「SharePoint または Web 上の場所にあるマップの編集」を参照してください。 

 Microsoft Office ドキュメント  

Office の各アプリケーションに表示されます。ドキュメントはサーバーから読み取り専

用モードで開かれます。変更を加えるには、[ドキュメントの編集](Edit document) をク

リックします。編集が終了したら、ドキュメントを保存して変更をサーバーに送信しま

す。 

 ブラウザで表示できるその他のファイル  

MindManager の組み込みブラウザ内に表示されます。または、[挿入] タブの [ハイパー

リンク] プルダウン メニューでハイパーリンクを開くために設定した内容によっては、

外部ブラウザ内にアイテムが表示される場合もあります。これらのファイルは編集でき

ません。 

 ブラウザで表示できないファイル  

これらは、ダウンロードしてネイティブ アプリケーションで開くことができます。ファ

イルを編集してもサーバー上のソース ファイルは変更されませんが、変更されたバージ

ョンをサーバーにアップロードして前のバージョンと置き換えることができます。 

エクスポート マップを他の形式で (たとえば Word ドキュメントや画像として) SharePoint または Web 

上の場所にエクスポートします。 

マップの挿入 マップを SharePoint または Web 上の場所から別のマップに挿入します。 

テンプレート オ

ーガナイザのア

イテム 

マップ テンプレートとスタイル、マップ マーカーの一覧、および Web テンプレートを 

SharePoint または Web 上の場所に作成し、そこからオーガナイザに追加します。 

マップ パーツ SharePoint または Web 上の場所でマップ パーツを作成して使用し、そこから [マップ パ

ーツ] 作業ウィンドウに追加します。 

SharePoint または Web 上の場所をファイル エクスプローラ スマート マップ パーツのソ

ースとして使用します。* 

マイ マップ SharePoint または Web 上の場所にあるマップまたはフォルダへのショートカットを追加

します。 * 

検索 SharePoint または Web 上の場所にあるフォルダ内を検索します。 * 

* これらの機能は、使用する場所 (SharePoint または Web 上の場所) にドライブ文字をマッピングしている場合に

のみ使用できます。 
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お問い合わせ先 

サポートが必要な場合は、弊社の Web サイトのサポート ページで連絡先情報を確認してください。  

弊社の Web サイトの連絡先ページを使用して、ページ上部のグローバル サイトのリストからお住まいの地域を選

択し、そのページのリンクからお問い合わせください。 

電子メール、電話、または FAX で最寄りの Mindjet オフィスにお問い合わせいただくこともできます。 

世界本社 
1160 Battery Street, 4th Floor 

San Francisco, CA 94111 USA 

電話番号:    +1 (415) 229-4200 

FAX :          +1 (415) 229-4201 

ヨーロッパ/ドイツ 

EMEA 本社 

Mindjet GmbH 

Siemensstraße 30 

63755 Alzenau 

Germany 

主要なオフィス 

電話番号:    +49 (0) 6023/9645-0 

FAX :          +49 (0) 6023/9645-19 

カスタマー サービス 

電話番号:    +49 (0) 1803/000-969 

FAX :          +49 (0) 6023/9645-19 

販売 

電話番号:    +49 (0) 6023/9645-49 

FAX :          +49 (0) 6023/9645-37 

  

登録裁判所 : Aschaffenburg 

HRB 番号 : 5203 

VAT-ID番号 :DE 155948250 

ヨーロッパ/フランス 
Représentant légal de Mindjet GmbH 

Jean Renard 

171 bis, avenue Charles de Gaulle – Bat C 

F-92200 Neuilly sur Seine 

France 

販売 

電話番号:    +33 (0)1 40 88 10 41 

FAX :          +33 (0)1 40 88 11 99 

カスタマー サービス 

http://www.mindjet.com/support/contact/overview
http://www.mindjet.com/about/offices
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電話番号:    +33 (0) 821 23 01 36 

電話番号:    +49 (0) 1803 000 974 (Appels hors de France) 

英国 
Mindjet (UK) Ltd. 

1000 Great West Road 

Brentford, Middlesex 

TW8 9HH 

VAT-ID番号 : 806801345 

販売 

電話番号:    +44 208 261 8240 

カスタマー サービス 

電話番号:    +44 (0) 845 355 5501 

スイス 

Mindjet 代表 

Peter Ottiger 

Obere Allmend 12 

CH-6375 Beckenried 

電話番号:    +41 (0) 41 620 97 10 

FAX :          +41 (0) 41 620 97 11 

携帯番号 :     +41 (0) 79 211 03 81 

日本 

Mindjet 代表 

〒104-0045 東京都中央区 

築地 4-1-12 

BUREAU 銀座 806 

日本 

電話番号:   +81-3-3549-0800 

FAX :         +81-3-6385-7658 
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Mindjet Design Partner プログラム 

Mindjet では、製品を設計するためにさまざまなユーザー調査を実施しています。しかし、弊社のユーザー ベース

は非常に大きいために、直接連絡できるのは一握りのユーザーのみです。そこで、Mindjet Design Partner プログ

ラムを作成して、事実上すべての Mindjet ユーザーに弊社製品の開発にご協力いただけるようにしました。このプ

ログラムにより、弊社ではユーザーがどのように弊社製品を使用しているかを把握でき、将来より良い決定を下せ

るようになります。プログラムは匿名であり、参加は任意です。 

プログラムのしくみ 

MindManager はユーザーが使用しているインストールおよび機能に関するデータを収集できます。ユーザーが 

Design Partner プログラムに参加することを選択した場合は、このデータが分析のために Mindjet に送信されま

す。多数のユーザーの使用パターンを調査することで、現在の機能がどの程度うまく機能しているか、および将来

のリリースでどのようにソフトウェアを向上させるかについて理解することができます。 

データ収集は、ユーザーがソフトウェアを使用しているときにバックグラウンドで実施されます。プログラムに参

加しているかどうかで、通常の MindManager の使用で気になるような影響はありません。 

送信されるデータ 

Design Partner プログラムでは、主にユーザーが使用する製品機能に関するデータが収集されます。また、コンピ

ュータ環境に関するデータ (コンピュータ プロセッサ、ハード ディスク、メモリ、ディスプレイなど) およびシス

テム パフォーマンスおよび安定性に関するデータも収集されます。 

Design Partner プログラムでは、連絡先情報、会社情報 (インターネット アドレスを含む)、連絡先一覧など、ユー

ザーおよびその知人関係の特定や連絡に使用できるデータは送信されません。ドキュメントの内容 (トピックまた

はノート内のテキストや画像など) も送信されません。 

広告メールの受信 

Design Partner プログラムは匿名なので、ユーザー本人もその知人も、プログラムへの参加後にだれかから連絡を

受けることはありません。ユーザーが Design Partner プログラムに参加しても、割引などの宣伝広告が送られるこ

とはありません。 

データの表示 

Design Partner プログラムがユーザーの製品使用に影響しないように、また必要に応じて弊社がプログラムを更新

できるように、プログラムではデータの直接表示はサポートされていません。どのデータが送信されるかを正確に

知らずに参加することに抵抗がある場合は、参加を見合わせてください。 

参加の取り消しについて 

取り消しは可能です。ユーザーは、[MindManager のオプション] の [ユーザー情報] の設定を使用していつでも参加

を制御できます。 
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プライバシー ポリシー 

Mindjet では、お客様のプライバシー保護を非常に重視しています。弊社がどのような情報を収集し、どのように

使用しているかをご理解ください。 

Mindjet プライバシー ポリシーは、オンライン (Mindjet.com) でご確認いただけます。 

このプライバシー ポリシーに関するお問い合わせについては、電子メール (privacy@mindjet.com) または下記のい

ずれかの住所に郵送にて、弊社のプライバシー担当者にご連絡ください。 

欧州連合以外のすべての地域 : 

Privacy Matters 

Mindjet LLC 

1160 Battery Street East, 4th Floor 

San Francisco, CA 94111 

United States of America 

欧州連合 : 

Privacy Matters 

Mindjet GmbH 

Siemensstraße 30 

63755 Alzenau 

Germany 

http://www.mindjet.com/privacy-policy/overview
mailto:privacy@mindjet.com
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利用規約 

このドキュメントに記載されている情報 (URL などのインターネット Web サイトへの参照を含む) は、予告なしに

変更されることがあります。特に記載のない限り、このドキュメントの例で使用している会社、組織、製品、ドメ

イン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、および出来事は、架空のものです。実在する会社、組織、製

品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場所、出来事とは一切関係ありません。適用されるすべての

著作権法を遵守することは、お客様の責任です。著作権法で定められた権利を制限することなく、このドキュメン

トのいかなる部分も、どのような形式、手段 (電子的、機械的、複写、記録など) であっても、その目的を問わず、

Mindjet の明示的な書面による許可なしに、複製、検索システムへの保存または提出、伝送を行うことはできませ

ん。 

Mindjet は、このドキュメントに記載されている内容に関し、特許、特許出願、商標、著作権、またはその他の知

的財産権を有する場合があります。Mindjet の書面による使用許諾契約書に明記されていない限り、このドキュメ

ントの提供によって、これらの特許、商標、著作権、またはその他の知的財産権の使用許諾がお客様に付与される

ことはありません。 

© 2010 Mindjet.All rights reserved. 

Mindjet、MindManager、Mindjet Catalyst、Mindjet のロゴは、米国、欧州連合、およびその他の国における 

Mindjet の登録商標または商標です。   

MindManager コンポーネントに関するその他の著作権情報をご覧ください。              

http://www.mindjet.com/legal/thirdpartyreadme
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オプション 

オートコレクトのオプション 

  

タイトル タイトルには、現在の自動スペル チェック辞書の言語が表示されます。使用される辞

書は、スペル チェックのメイン辞書と同じ言語のものです。 

[入力中に自動修正

する] 

このオプションがオンになっている場合、新しいトピック テキストを入力するとき

に、オートコレクト リストに含まれている間違った単語を自動的に置換します。この

オプションがオフになっている場合、手動でのスペル チェック中にのみ置換が行われ

ます。既定ではオンです。 

[修正文字列]/[修正

後の文字列] 

下の一覧から一致する単語のペアを示します。どちらかまたは両方の単語を変更して、

変更した単語を一覧に追加することができます。 

[修正文字列] と [修正後の文字列] の単語のペアを新しく作成し、新しいペアを追加する

ことができます。 

または 

[修正後の文字列] の単語を変更して、既存のペアと置き換えることができます。 

[追加] または [置

換] 

"修正文字列" フィールドと "修正後の文字列" フィールドに入力した現在の単語のペア

を、新しいエントリとして一覧に追加するか、現在選択されているエントリと置き換え

ます。 

[削除] 現在の単語のペアを一覧から削除します。 

[閉じる] オプション ダイアログを閉じます。オートコレクト辞書に対する変更は直ちに行わ

れ、キャンセルしたり元に戻したりすることはできません。 

詳細情報 : マップの検証および準備 

  

壊れたマップ ショートカットのオプション 

ショートカットの参照先のファイルが見つからなくなる場合があります。 

[マップを参照してショートカットを修復する] を使用すると、ショートカットを変更してマップの新しい場所を参

照できます。 

 マップの内容を覚えていて、場所を思い出せない場合は、[ファイルの検索] を使用するとマップを見つけるのに

役立ちます。 

[コレクションからマップを削除する] では、壊れたショートカットを削除します (マップはディスクから削除され

ません)。 

詳細情報 : マップを開く、閉じる 
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グラフのプロパティ 

いくつかのオプションはツール バーのボタンから直接使用することができます。[グラフのプロパティ]  ダイ

アログ ボックスからはすべてのオプションを使用できます。 

[スタイル] タブのオプション  

スタイル 

ギャラリー 
 

スタイルのギャラリーから選択します。選択したスタイルによって使用できるグラフ 

オプションが決まります。 

間隔の幅 

 

図形 

  棒グラフとガント チャート スタイルの場合、棒グラフのグループを隔てる "空白の領

域" として使用する幅を軸の割合で指定します。 

線グラフ、曲線グラフ、および散布図のスタイルでは、各データ ポイントに表示され

るマーカーの種類を指定します。 

バーのスタ

イル 

  グラフが横棒、ガント、およびキューブの場合に指定します。 

ポイント ラ

ベルを表示

する 

  各ポイントにデータ値を表示します。 

効果 

3D 
 

グラフを 2D (より詳細な表示) または 3D で表示します。 

集合 

(Z 軸) 
 

  

積み上げ   データ ポイント、領域、または棒の配置を指定します。 

軸のスタイ

ル 

  [3D]、[数学]、または [フラット]。 

タイトル   グラフ上部の中央に表示されます。 

色 

カラー パレ

ット 
 

グラフで使用する色のセットです。 

背景   軸の外側の全体的な背景色です。 

グラフのボッ

クス 

  軸の内側の領域の色です。 

  

[軸] タブのオプション (X 軸または Y 軸用) 

ラベルを表示する 各軸の目盛にラベルを表示します。 

文字を斜めにする 軸ラベルを傾けます (間隔が狭い場合に便利です)。 

グリッド線を表示す

る  

各目盛からグリッド線を描画します。 
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小単位を表示する 目盛の間にラベルなしの補助目盛を表示します。 

小単位 補助目盛間の単位です。 

目盛の種類 [内側]、[外側]、または [交差] (両方) で、目盛と補助目盛に適用されます。 

目盛   

区間 [自動] または [ユーザー設定] (最小と最大) を指定します。 

目盛の単位 目盛間の単位の数です。 

書式 軸ラベルの表示形式です。 

小数点以下の桁数 軸ラベルで使用する小数点以下の桁数です。 

ゼロの線 軸のゼロ点から 1 本のグリッド線を描画します。 

タイトル 軸のラベルを表示します。 

詳細情報 : スプレッドシートのグラフ表示 

検索オプション 

"検索する文字列" フィールドに検索テキストを入力します。一覧には、最近 10 回の検索履歴が (前回使用されたも

のから) 表示されます。 

検索するマップ要素、検索するマップ パーツ、および一致する条件をさらに詳しく指定する場合は、[オプション] 

をクリックします。既定では、トピック テキストだけが検索されます。 

次のいずれかを実行します。 

 [すべて検索] をクリックすると、マップ全体を検索し、一致するトピックがすべて選択されます。 

 [次を検索] をクリックすると、次に見つかるテキストが検索されます。その後で、次の操作を行う (また

は何も行わない) ことができます。 

 テキストを置換する場合は [置換] タブをクリックします。 

 Enter キーのフォーカスは [次を検索] ボタン上にあります。このため Enter キーを押すだけで、マップ全体を

検索できます。 

詳細情報 : テキストの検索と置換 

 [フォントの書式設定] - [フォント] および [大文字/小文字] 
これらのオプションを表示するには、[ホーム] タブまたは [書式] タブの [書式設定] ダイアログ ボックス ランチャー

をクリックします。 

[フォント] タブでは、選択したトピックまたはノートのテキストに使用する設定を選択します。 

[大文字/小文字] タブ* では、使用する大文字/小文字のスタイルを選択します。このスタイルは、マップ全体で使用

されます。中心トピックの大文字/小文字の設定を変更した場合、その設定は中心トピックのテキストのみに適用さ

れます。他のすべてのトピックでは、大文字/小文字の設定はそのレベルのマップ トピックすべてと、それらのサ

ブトピックすべてに適用されます。 

[スタイルの変更] ビューでは、このレベルのトピックすべてに適用される既定のトピック テキストを入力できま

す。 

 * このタブはノートでは使用できません。 

詳細情報 : 書式設定 
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[スタイル] ボタン 

書式設定ダイアログで [スタイル] ボタンをクリックすると、次の操作を行うことができます。 

 新しいスタイルの既定値として保存 : トピックのすべての書式設定を、このレベルの同じ種類のトピック

の自動スタイルとして保存する場合。設定は、現在のマップのスタイルの一部となります。このレベルに

ある既存のすべてのトピックでこれらの属性が使用されます (個別に書式設定されている場合を除く)。ま

た、新規作成するトピックでも同様です。別のマップで再利用できるマップ スタイルとして、これらの新

しい設定を保存できます。これらの新しい属性は、[スタイルの変更] ビューで表示できます。 

 スタイルの既定値に戻す : トピックを、現在のスタイルの自動書式設定に戻す場合。 

保存対象 クリック ダイアログ ([スタイル]、[新しいスタ

イルの既定値として保存] の順にクリ

ック) 

トピックの書式設定 [ホーム] タブ、[書式] ダイアログ ボックス ラ

ンチャー 

トピックの書式設定 

フォントの書式設定 [ホーム] タブ、[フォント] ダイアログ ボックス 

ランチャー 

フォントの書式設定 

境界線の書式設定 [ホーム] タブ、[境界線]、[境界線の書式設定] 境界線の書式設定 

リレーションシップの

書式設定 

[ホーム] タブ、[リレーションシップ]、[リレー

ションシップの書式設定] 

リレーションシップの書式設定 

 トピックの書式設定をスタイルの新しい既定値として保存すると、現在のダイアログの設定だけでなく、トピ

ックのすべての書式設定が保存されます。 

  

ノートの書式設定 - フォント、ハイパーリンク、およびインクの背景のオプション 
これらのオプションを表示するには、[書式] タブで [マップ スタイル] をクリックしてから、[ノートの書式] をクリ

ックします。 

[フォント] タブでは、すべてのトピック ノートに使用する既定のフォントを選択します。 

このフォントを変更しても、手動でトピックに適用した書式設定は一切変更されません。既定のフォントで表示す

るには、書式設定を削除する必要があります。 

[ハイパーリンクのオプション] タブでは、[Web ページとして保存] オプションを使用するときに、ハイパーリンクを

調整するか、(ノートからリンクされている) 参照先のファイルを自動的にコピーするかを選択します。 

[インクの背景] タブの設定は、[インク トピック ノート] ウィンドウに画像を表示するかどうかを制御します。 

詳細情報 : トピックのノート 

  

[書式] - [全般のレイアウト] 

 [手書き風] をオンにすると、メイン トピックのコネクタがより手書きの線らしくなります。 

 [影を表示する] をオンにすると、トピックのコネクタとトピックの図形に影を付けることができます。 
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 [メイン トピックの線の幅] をオンにすると、中心トピックとメイン トピックをつなぐ線の太さを調整で

きます。 

 [メイン トピックの間隔] をオンにすると、メイン トピック間の間隔を調整できます。 

どのタブでも、次の操作を行う場合は [スタイル] を使用します。 

 新しいスタイルの既定値として保存 : トピックのすべての書式設定を、このレベルの同じ種類のトピック

の自動スタイルとして保存する場合。設定は、現在のマップのスタイルの一部となります。このレベルに

ある既存のすべてのトピックでこれらの属性が使用されます (個別に書式設定されている場合を除く)。ま

た、新規作成するトピックでも同様です。[スタイルの変更] コマンドを使用すると、新しい属性が反映さ

れた状態で表示されます。 

 スタイルの既定値に戻す : トピックを、現在のスタイルの自動書式設定に戻す場合。 

詳細情報 : マップ レイアウト 

ハイパーリンクのオプション 

これらのオプションは、マップを Web ページにエクスポートするときに、マップ上のハイパーリンクに適用され

ます。 

 [リンクのテキスト] ボックスには、リンクの代替テキストを入力します。空白のままにした場合、リンク

にはファイル名またはアドレスが表示されます。 

 [ターゲット フレーム] での選択によって、Web ページからどのようにリンクが開かれるかが決まりま

す。 

 [ソース ファイル] での設定は、リンク先のファイルをエクスポート時にどのように扱うかを制御します。 

 リンクされたマップのセットを Web ページにエクスポートする場合は、マップのハイパーリンクを Web 

ページのリンクに変換することができます。 

このオプションは、ハイパーリンクを開くときに適用されます。 

 プログラムに渡すコマンド ライン引数がある場合は、[引数] ボックスに入力する必要があります。 

詳細情報 : ハイパーリンク、マップのエクスポート 

画像のエクスポート設定 

  

[色の品質] 256 色または 24 ビット色のどちらかを選択できます。 

次のビットマップの形式に応じて、オプション ボタンを有効にします。 

BMP:両方、GIF:256 色のみ、PNG: 両方、JPEG:24 ビットのみ 

[背景を透明にす

る] 

GIF ファイルと PNG ファイルの 256 色モードでは、ファイルの背景を透明にすることが

できます。 

[サイズ] あらかじめ設定されているいくつかの幅と高さの値から選択することができます。[縦横

比を固定する] は必要に応じて設定します。 

独自の画像サイズを入力するには、次をクリックします。 

 [ユーザー設定](値を入力します) 
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[縦横比を固定する] をオンまたはオフにします。 

[幅] と [高さ] の最小値は 20 で、最大値の制限はありません。 

  

[プレビュー] エクスポートされたファイルを、そのファイルに関連付けられているアプリケーション

で開きます。 

 [縦横比を固定する] がオンの場合、幅と高さには現在のマップと同じ縦横比が反映されます。一方の値を変更

すると、他方の値が自動的に調整されます。このオプションがオフの場合、エクスポートされたビットマップ

の中央にマップが配置され、ビットマップの領域全体にマップの背景が表示されます。 

詳細情報 : 画像ファイルとしてのマップのエクスポート 

言語 

ドキュメントで使用する言語を選択します。ドキュメントの言語は、Web エクスポート、Word エクスポート中の

言語、および (Word エクスポートによって行われる) アウトライン印刷で、正しいスペル チェック辞書を選択する

ために使用されます。"自動スペル チェック" (バックグラウンドのスペル チェック) 機能と "スペル チェック" 機能

はどちらも、ここで選択した言語の既定の辞書を使用してスペル ミスを検索します。 

詳細情報 : マップの検証および準備 

MPX のインポート オプション 

既定の設定では、ほとんどの MPX ファイルをインポートできます。設定はマップに保存されるため、マップが異

なれば設定も異なる可能性があります。 

[リセット] をクリックすると、すべてのオプションが既定の設定に戻ります。 

週あたりの日数 

週あたりの日数は、インポートした MPX ファイルに示されている週単位の期間を MindManager マップで時間数

に変換するために必要です。この値は、MindManager の他の場所で使用されることはありません。 

既定の仕事優先度 

[既定の仕事優先度] オプションでは、仕事の優先度が定義されていない場合に使用する優先度の値を定義します。 

MPX 仕様 (および、ほとんどのプロジェクト管理ソフトウェア パッケージ) には、"優先度なし" に対応する明示的

な値はありません。すべての仕事になんらかの優先度があります。MPX のインポートでは、優先度なしが自動的

に最低の優先度として扱われるのではなく、ユーザーが優先度のない仕事に、予想される優先度の値を指定できま

す。 

MPX ファイルからマップをインポートするとき、ある仕事の優先度が仕事の優先度の既定値に相当する場合は、

そのトピックに優先度なしのマークが付きます。これにより、すべてのトピックに同じ優先度のマークが付いたマ

ップのインポートを防止します。"通常の" 優先度に対する例外のみを識別できる方が、わかりやすいマップになり

ます。 

"時計" アイコンを使用してマイルストーンにマーク付け 

多くのプロジェクト管理パッケージでは、仕事の期間としてゼロを使用し、情報目的の "マイルストーン" を示しま

す。 
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MPX のインポートでは、オプションで "時計" アイコンを使用して、マップにマイルストーンのマークを表示でき

ます。 

 このオプションを無効にすると、インポートでは、すべての仕事トピックに期間が指定されていることが

求められます。検証の警告は、期間がゼロの仕事トピックがあった場合に表示されます。インポートされ

るマイルストーン仕事は、すべて期間がゼロとして表示されます。 

 このオプションを有効にすると、時計アイコンによって仕事マイルストーンが示されます。仕事期間がゼ

ロ以外の場合は、検証が有効になっていれば潜在的なエラーと見なされ、警告メッセージが表示されま

す。仕事は、期間をゼロにして MPX にエクスポートされます。インポートでは、期間がゼロのすべての

仕事マイルストーンについて、そのトピックに時計アイコンが追加され、マップにマイルストーンが存在

することが示されます。 

MPX のインポート動作 

MPX ファイルは 2 つの方法でインポートできます。つまり、プロジェクトの制約情報だけをインポートするか、

スケジュール情報をインポートします。MindManager は、制約データと仕事スケジュール データを同時に保持で

きないので、どちらか一方を選択する必要があります。 

 仕事の制約情報をインポートすることにより、プロジェクトを MindManager にインポートしてさらに変

更を加えることができます。現在のスケジュールはすべて無視されます。プロジェクトは、修正および再

調整され、再スケジュールのために再度エクスポートされます。このオプションは、プロジェクトを 

MPX ファイルにエクスポートし直す場合、または MindManager の組み込み機能を使用して Microsoft 

Project に直接エクスポートし直す場合に使用してください。これは、このオプションの既定の設定です

。 

仕事名とノートの他に、この設定によって次の項目がインポートされます。 

 プロジェクト開始日またはプロジェクト終了日 (プロジェクトが開始日と終了日のどちらを基準

にスケジュールされるように設定されているかによる) 

 日付が関連付けられた、個別の仕事の制約 ("完了期限" など)再スケジュールのためにもう一度エ

クスポートし直すことができるように、制約の指定日は仕事計画情報に割り当てられます。 

 仕事の期間、仕事の優先度、仕事の進行状況の値、仕事のリソースの割り当て 

 仕事スケジュール情報をインポートすると、MPX ファイルでの現在のスケジュールどおりにプロジェク

トのスナップショットがインポートされます。これは、MPX ファイルがプロジェクト管理アプリケーシ

ョンから生成されたことを前提としています。プロジェクト スケジュールは MindManager のマップ形式

で視覚的に表示されますが、仕事制約データが保持されないためにかなり異なるスケジュールが生成され

る可能性があるので、プロジェクト管理アプリケーションにもう一度エクスポートし直して再スケジュー

ルする操作には適していません。このオプションは、MindManager でスケジュールを表示する場合、ま

たは別のドキュメント形式にエクスポートする場合に使用します。 

仕事名とノートの他に、この設定によって次の項目がインポートされます。 

 元の制約内でスケジュールされた、仕事の開始日と終了日。これらは、制約ではなく実際のスケ

ジュール日付です。 

 仕事の優先度、仕事の期間、仕事の進行状況の値、仕事のリソースの割り当て 

先行の仕事と後続の仕事 

MPX のインポートでは、リレーションシップを使用して先行の仕事または後続の仕事についての情報を表すこと

ができます。これにより、仕事の相互依存関係を視覚的に表し、単なる仕事の一覧よりも現実のスケジュールによ

り近いプロジェクト計画を作成できます。後続の仕事と先行の仕事は、初期スケジュールの正確さと有用性を大き

く向上させる制約として機能します。 
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この設定には次の 3 つの値があります。 

 先行の仕事と後続の仕事を無視 

この設定により、MPX からのインポート時に後続の仕事と先行の仕事についての情報を無視します。 

 リレーションシップを使用して先行および後続の仕事をインポート 

 すべての先行の仕事または後続の仕事が、マップ内ではリレーションシップとして表現されま

す。 

リレーションシップは、必ずある仕事からその後続の仕事に対して (または、ある仕事の先行の仕事

からその仕事に対して) 作成されます。 

リレーションシップ タイプはフローティング テキストとしてリレーションシップに追加されます。

これは、既定のリレーションシップ タイプとは異なり、以下で説明するように、SS、SF、FS、また

は FF というタイプになります。 

MPX ファイルで同じリレーションシップが複数回定義されている場合 (たとえば、仕事 A が仕事 B 

の先行の仕事として示され、さらに仕事 B が仕事 A の後続の仕事として示される場合)、マップ内で

は、それら 2 つの仕事の間に 1 つのリレーションシップのみが追加されます。 

先行の仕事と後続の仕事は仕事どうしを接続するためだけに使用でき、プロジェクト ツリーの外部の仕事サ

マリーまたは他のトピックの接続には使用できず、無視されます。 

既定の仕事リレーションシップ タイプ 

このオプションは、"先行仕事と後続仕事" オプションも選択されている場合にのみ有効になります。選択されてい

ない場合は無視されます。 

仕事リレーションシップの既定タイプを定義できます。2 つの仕事の間にリレーションシップが作成されている

が、特定のタイプが指定されていない場合は、その既定タイプが使用されます。 

次のオプションを選択できます。 

 SS - 開始 - 開始。後続の仕事は先行の仕事を開始するまで開始できません。 

 SF - 開始 - 終了。後続の仕事は先行の仕事を開始するまで終了できません。 

 FS - 終了 - 開始。後続の仕事は先行の仕事が終了するまで開始できません (既定の設定)。 

 FF - 終了 - 終了。後続の仕事は先行の仕事が終了するまで終了できません。 

最も一般的な仕事リレーションシップは FS (終了 - 開始) です。 

インポートでは、先行の仕事と後続の仕事がリレーションシップにインポートされるとき、リレーションシップ タ

イプが現在の既定の設定と一致する場合は、マップではタイプが明示されません。標準とは違うリレーションシッ

プ タイプのみが表示されるため、マップがわかりやすくなります。 

詳細情報 : MPX ファイルのインポート 
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マップのプロパティ - [全般] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[情報]、[プロパティ] の順にクリックします。 

ドキュメントのアイコン

と名前 

ファイルの種類に応じてドキュメントのアイコンを表示します。これは通

常のマップ、マップ テンプレートまたはマップ スタイル、ファイルの名

前のいずれかです。 

場所 ファイルの完全なパス名を表示します。 

種類 MindManager マップ、MindManager マップ テンプレート、または 

MindManager スタイル テンプレートのいずれかです。 

サイズ KB およびバイト単位のファイル サイズです。 

詳細情報 : マップの検証および準備 

マップのプロパティ - [詳細情報] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[情報]、[プロパティ] の順にクリックします。 

[作成日時
] 

ファイルが作成された日付と時刻を表示します。 

[更新日時
] 

ファイルが最後に変更された日付と時刻を表示します。 

[アクセス

日時] 

ファイルが最後にアクセスされた日付と時刻を表示します。 

[印刷日時
] 

ファイルが最後に印刷された日付と時刻を表示します。 

[作成者] このファイルを作成したユーザーの名前を表示します。このフィールドは、新しいファイル

が作成されたときの [オプション] のユーザー名に設定されます。 

[最終保存

者] 

このファイルを最後に保存したユーザーの名前を表示します。[オプション] の情報が表示され

ます。 

[改訂番号
] 

ドキュメントのバージョン番号です。ドキュメントを保存するたびに、バージョン番号が 1 

ずつ増えます。改訂番号はここで編集することができます。中心トピックの改訂番号と更新

日を表示するには、[表示/非表示] コマンドを使用します。 

[詳細情報
] 

マップ内にあるトピック (すべての種類)、単語、およびハイパーリンクの数を表示します。 

これらのフィールドはマップ スタイルでは使用されません。 

詳細情報 : マップの検証および準備 
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マップのプロパティ - [ファイルの概要] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[情報]、[プロパティ] の順にクリックします。 

[タイトル] 中心トピックのテキストを表示します。これは読み取り専用フィールドなので、変更で

きません。中心トピックのテキストが変更されるたびに更新されます (マップ スタイル

には使用されません)。 

[件名] ファイルの内容を説明します。63 文字まで入力できます。 

[作成者] ファイルの "所有者" を特定します。63 文字まで入力できます。
2
 

[電子メール] 所有者の電子メール アドレスを入力します。 
2
 

[管理者] プロジェクトまたは部門の責任者を特定します。63 文字まで入力できます。 

[会社名] マップを作成する会社を特定します。63 文字まで入力できます。 

[カテゴリ] 会議マップやブレーンストーミング マップなどマップの種類を説明します。63 文字ま

で入力できます。 

[キーワード] トピックや、プロジェクト名、顧客名、バージョン番号などファイルについてのその他

の重要情報を特定する単語を表示します (合計 63 文字まで)。 

[コメント] 目的、最近の変更、保留中の変更など、ファイルについての重要情報を表示します (191 

文字まで)。 

[ハイパーリン

クの基点] 

マップ内の相対ハイパーリンクすべての基点となるパス。このフィールドが空の場合 

(既定)、マップが保存されるパスが相対ハイパーリンクの基点として使用されます(マッ

プ スタイルには使用されません)。 

[ハイパーリン

クのパスの保

存方法] 

ハイパーリンクがマップ内に保存される既定の方法を設定します。この既定は、ハイパ

ーリンクが挿入されるとトピックにコピーされます。その後、各ハイパーリンクに対し

て個別に変更できます。 
1
 

[プレビュー画

像を保存する] 

プレビュー画像をファイルに保存するよう指定します。ファイルのプレビューは、リン

ク マップ ビューと [テンプレート] ダイアログで使用されます。 

[プラットフォ

ーム互換の画

像を保存する] 

このオプションにより、MindManager の Windows バージョンと Mac バージョンの間

でクロスプラットフォームのマップ変換を円滑に行うことができます。このオプション

を有効にすると、必要に応じて、ノートとトピックの画像が対応するクロスプラットフ

ォームの代替画像で保存されます (MindManager for Mac のユーザーにマップを送信し

ない場合は、このオプションを無効にできます)。 

  

1 このオプションが変更され、マップにハイパーリンクが含まれている場合、メッセージ ボックスが表示され、マ

ップ全体を更新するよう求められます (すべてのハイパーリンクを新しい設定に更新するかたずねられます)。[は

い] をクリックすると、新しい既定値がハイパーリンクのあるすべてのトピックにコピーされ、ハイパーリンクは

絶対パス名 (以前は相対で、新しい設定が [絶対] に変更された場合) または相対パス名 (以前は絶対で、新しい設定

が [相対] に変更された場合) に変換されます。ハイパーリンクがすべて更新されると、メッセージ ボックスに更新

されたハイパーリンクの数が表示されます ("15 個のハイパーリンクが更新されました。")。(マップ スタイルには

使用されません。) 

  2 この情報はマップのヘッダーとフッターに含めることができます。  

詳細情報 : マップの検証および準備 
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テンプレート オーガナイザのマップのオプション 

  

[新しいマップ テ

ンプレートの追

加] 

  

中身がない新しい白紙のテンプレートを作成するか、現在のマップからテンプレートを

作成するか、ディスクからオーガナイザにテンプレートを追加します。 

MINDJET CATALYST - ワークスペースに保存されているファイルからオーガナイザにマップ 

テンプレートを追加する場合は、最初にそのテンプレート ファイル (.mmat ファイル) 

をローカルに保存する必要があります。その後、ローカル ファイルからオーガナイザに

テンプレートを追加します。 

[テンプレートと

フォルダの一覧] 

テンプレートとコレクション フォルダの一覧が表示されます。テンプレートとコレクシ

ョン フォルダを一覧内の異なるフォルダにドラッグ アンド ドロップできます。 

[プレビュー] 現在選択されているテンプレートのプレビューが表示されます。 

[コメント] テンプレートの説明が表示されます (ある場合)。これは、テンプレートが作成または変

更されたときに [マップのプロパティ] ダイアログ ボックスで入力されたコメントです。 

    

[フォルダ コマン

ド]: 

[新規作成] 

  

一覧の中に新しいフォルダを作成します。 

[削除] ディスクからフォルダとその内容をすべて削除します。 

[名前の変更] 既存のフォルダの名前を変更できます。 

[テンプレート コ

マンド]: 

[変更] 

  

変更を加えられるように、選択したテンプレートを開きます。 

[複製] 現在のテンプレートのコピーを作成します (名前は "コピー ～ ..." になります)。 

[削除] 現在のテンプレートを削除します。 

[名前の変更] 現在選択されているテンプレートに新しい名前を入力できます。 

詳細情報 : マップ テンプレート オーガナイザの使用 
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 Mindjet Catalyst - サポートされないマップ要素 

下の表に、Mindjet Catalyst のブラウザベースのマッピング機能での表示状態が異なる MindManager for Windows 

マップのアイテムの要約を示します。 

ホーム 書式 図形と色 画像ベースのトピック図形 無視 - 既定のトピック図形 

      中心トピックの透過 無視 - 純色を使用 

    サイズと余白 余白およびスペース 無視 

    サブトピックのレ

イアウト 

線のアンカー 無視 

      兄弟トピック間の距離 無視 

      親子トピック間の距離 無視 

      間隔 無視 

      大文字/小文字 無視 

    全般のレイアウト 手書き風 無視 

      メイン トピックの高さの最小

値 

無視 

      影 無視 

      メイン トピックの線の幅 無視 

    番号設定   無視 

    トピック スタイ

ル 

  無視 

  挿入 リレーションシッ

プの図形 

曲線図形 ベジエ 

    境界線の図形 貝型、波形、ジグザグ 直線 

      角丸長方形 長方形 

  スタイル マップ スタイル   使用、ただし変更不可 

挿入 マーカー アイコン アイコン マーカー グループ 無視 

    その他のマップ 

マーカー 

テキストおよび塗りつぶしの

色マーカー グループ 

無視 

    仕事情報 仕事管理 計算された仕事情報を通常

の仕事情報として表示 

  トピックの要素 ノート 画像 外部ウィンドウで表示 

      表 外部ウィンドウで表示 

      強調表示 外部ウィンドウで表示 

      インデント 無視 

      ローカル ドキュメントへのハ

イパーリンク 

無視 

      このマップのトピックへのハ

イパーリンク 

無視 

    画像 PNG、GIF、および JPG 以

外 

プレースホルダ 

    スプレッドシート   アイコン 
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    ラベル   無視 

  分岐の挿入 マップ パーツ Web サービス 検索結果 - 表示 

機能 - 無視 

      ニュース フィード 結果およびソースへのハイ

パーリンク 

      ファイル エクスプローラ ファイルおよびフォルダの

リスト – 表示 

ハイパーリンク - 無効 

      Excel リンカ プレースホルダ 

    データベース クエリ結果 プレースホルダ 

  インク トピック   プレースホルダ 

    スケッチ   無視 

    ノート   無視 

レビュ

ー 

文章校正 言語の設定   無視 

    スペル チェック

のオプション 

  無視 

  コメント     無視 

  履歴管理 設定   無視 

表示 ドキュメント ビュ

ー 

スライド   無視 

  フィルタ この分岐のみ表示   無視 

    保存されたクエリ   無視 

開発者 ツール カスタム プロパ

ティ 

  アイコン 

その他

の項目 

トピックのピン位

置 

    無視 

  背景画像     表示、ただし変更または削

除不可 

  パスワード保護     マップのインポート不可 

  ワークスペース

のリビジョン 

    無視 

戻る:ブラウザベースのマッピングのマップの作成と編集 

Mindjet Player - サポートされないマップ要素 

下の表に、Mindjet Player での表示状態が異なる MindManager for Windows マップのアイテムの要約を示します。

これらの違いは、マップを Mindjet Player ファイルとしてエクスポート、送信、または共有したときに発生しま

す。 

ホーム 書式 図形と色 画像ベースのトピック

図形 

無視 - 使用されている既定のト

ピック図形 

      中心トピックの透過 無視 - 純色を使用 
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    サイズと余白 余白およびスペース 無視 

    サブトピックの

レイアウト 

線のアンカー 無視 

      兄弟トピック間の距離 無視 

      親子トピック間の距離 無視 

      間隔 無視 

      大文字/小文字 無視 

    全般のレイアウ

ト 

手書き風 無視 

      メイン トピックの高さの

最小値 

無視 

      影 無視 

      メイン トピックの線の幅 無視 

    番号設定   無視 

  挿入 リレーションシ

ップの図形 

曲線図形 ベジエ 

    境界線の図形 貝型、波形、ジグザグ 直線 

      角丸長方形 長方形 

挿入 仕事 仕事情報 仕事管理 計算された仕事情報が通常の

仕事情報として表示される 

  トピックの要素 添付ファイル   無視 

    ノート 画像 アイコン、ノートが表示され

ません 

      表 アイコン、ノートが表示され

ません 

      強調表示 アイコン、ノートが表示され

ません 

      インデント 無視 

      ローカル ドキュメントへ

のハイパーリンク 

無視 

      このマップのトピックへ

のハイパーリンク 

無視 

    画像 PNG、GIF、および JPG 

以外 

プレースホルダ 

    スプレッドシー

ト 

  アイコン 

    ラベル   無視 

  Microsoft Office Excel の範囲   データなしのトピック 

    Outlook アイテム   メッセージ コンテンツをノー

トとして含むトピック 

  分岐の挿入 マップ パーツ Web サービス 検索結果 - 表示 

機能 - 無視 
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      ニュース フィード 結果およびソースへのハイパ

ーリンク 

      ファイル エクスプローラ ファイルおよびフォルダのリ

スト – 表示 

ハイパーリンク - 無効 

      Excel リンカ データなしのトピック 

  インク トピック   プレースホルダ 

    スケッチ   無視 

    ノート   無視 

レビュ

ー 

コメント     無視 

表示 フィルタ ドキュメント ビ

ュー 

スライド 無視 

    この分岐のみ表

示 

  無視 

開発者 ツール カスタム プロパ

ティ 

  アイコン 

その他

の項目 

トピックのピン位置     無視 

  ワークスペースの

リビジョン 

    無視 

新規マーカー 

アイコン マーカーの場合 :  

1. [名前] にマーカーの名前 (意味) を入力します。 

2. [アイコン] プルダウン メニューからアイコンを選択します。 

3. [追加] をクリックするか、Enter キーを押します。 

タグの場合 :  

1. 既存のマーカー グループを選択するか、新しいグループの名前を入力して新しいグループを作成します。

(たとえば、「サンプル サイズ」と入力します。) 

2. [名前] にマーカーの名前 (意味) を入力します。 

3. [追加] をクリックするか、Enter キーを押します。 

[マーカー] ウィンドウに新しいマーカーが追加されます。 

さらにマーカーを追加するには、この手順を繰り返します。 

操作を終えたら、[閉じる] をクリックします。 

詳細情報 : アイコン マーカーとタグ マーカー 
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[オプション] - [アドイン] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[アドイン] の順にクリックします。 

このダイアログには、MindManager と一緒にインストールされたアドインの一覧が表示されます。 

[アドイン] の一覧で、チェック ボックスをオンまたはオフにして、アドインを有効または無効にします。 

一覧でアドインを選択すると、[説明] (機能、作成者) とディスク上の [場所] が表示されます。 

アドインによっては、補助アプリケーションが必要な場合があります。そのアプリケーションがシステムにインス

トールされていない場合は、(そのアドインをインストールして、ここで有効にしている場合でも) MindManager 

にそのアドインの機能は表示されません。たとえば、Microsoft Project 用の機能が MindManager に表示されるの

は、システムに Project がインストールされている場合だけです。 

詳細情報 :  アドインと変換 

[オプション] - [データベース] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[データベース] の順にクリックします。 

[データベース接続] に現在のすべての接続が表示されます。右側にあるボタンを使用して、接続を作成または管理

します。 

[接続のインポート] および [接続のエクスポート] ボタンを使用すると、接続情報を再利用できます。 

[[データベース] 作業ウィンドウ内のクエリあたりのレコード数](Records per query in task pane) で、クエリを実行

したときに表示される結果の数を制御します。 

[リレーション探索時のクエリあたりのレコード数](Records per query in relations) で、データベース トピックに関

連するデータを追加するときにマップに追加されるトピックの数を制御します。 

[[データベース] 作業ウィンドウのタブを表示] を有効にすると、既に表示されている他の作業ウィンドウ タブに 

[データベース] タブが追加されます。 

詳細情報 : データベース データの使用 

[オプション] - [編集] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[編集] の順にクリックします。 

編集オプション 

[選択した文字列を置換入力する] 

オフの場合、入力した内容が既存のトピック テキストに追加されます。 

[貼り付け時に元の書式設定を使用する] 

オンの場合、元のソース ドキュメントによって定義された書式設定を使用してテキストが貼り付けられます。オフ

の場合、貼り付けられるテキストは MindManager の既定の書式設定を使用します。MindManager が元となるテキ

ストを MindManager に貼り付けて戻すときには、常に書式が保持されます。 

[メイン トピックを挿入するマップ背景をダブルクリック] 

[フローティング トピックを挿入するマップ背景をシングルクリック] 

[トピックを書式設定する選択フレームをダブルクリック] 

これらの"クリック" オプションを使用することで、クリックするだけで簡単にトピックを追加したり書式設定した

りできます。 

 メイン トピックを追加するには、マップの背景をダブルクリックします  

 フローティング トピックを追加するには、マップの背景を 1 回クリックします  
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 トピックの書式を設定するには、その選択フレームをダブルクリックします 

[新しいメイン トピックのバランスを自動調整する] 

新しいメイン トピックを追加するときに追加先を交互に左側と右側に切り替え、マップの左右に自動的にそれらの

トピックを配置します。 . 

[リレーションシップの吹き出しを自動挿入する] 

[サマリー境界線の吹き出しを自動挿入する] 

新しいリレーションシップの矢印またはサマリー境界線に対して、注釈を追加するよう求めるメッセージを自動的

に表示します。 

[画像をフル サイズでコピーする] 

画像がフル サイズ (100%) でクリップボードにコピーされます。 

[画像を同じサイズでペーストする] 

他のトピックからコピーした画像に、コピー元の画像と同じ倍率を使用します。 

元に戻す 

[[元に戻す]/[やり直し] のヒントを表示する] 

元に戻す操作またはやり直しの操作のときに、どのトピックが影響を受けるかを示します。 

[元に戻す操作の最大数] 

元に戻す/やり直しの操作の回数は 3 ～ 100 の間で設定できます。 

ドラッグ アンド ドロップ 

[ドラッグ アンド ドロップ時にグリッドに合わせる] 

マップ要素の位置合わせに役立ちます。トピック、サブトピック、およびフローティング トピックに適用されま

す。グリッドは、あらかじめ設定された間隔になります。 

[オプション] - [標準] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[全般] の順にクリックします。 

[起動時にドキュメントを開く] 

MindManager の起動時に新しいマップを毎回開くようにする場合は、ここで選択します。 

MindManager を起動するたびに自動的に既存のマップを開く場合は、[既存のドキュメント] を選択し、開くマップ

を選択します。ここではたとえば、最新の状態に維持して MindManager を起動するたびに事前通知として表示す

る、タスク リストのマップを指定できます。 

[ドキュメントが開いている場合は、終了する前に確認する] 

マップが開いているときに MindManager を終了しようとすると、警告メッセージが表示されます。 

[最近使ったファイルの一覧] 

[ファイル] メニューの最近使ったファイルの一覧には、15 個までのエントリを表示できます。 

[単位] 

測定単位の種類 (mm、cm、またはインチ) は、主にマップ上の要素の間隔を設定するために [書式] のオプションで

使用されます。プリンタの余白設定は、システムの設定によって決まります。 

[次の時間アイドル状態が続いたら作業ウィンドウを閉じる] 

使用可能な画面領域を効率的に使用できるようにするため、作業ウィンドウがアイドル状態のときには自動的に閉

じるように設定できます。 

[左きき用のユーザー インターフェイス] 

左ききのユーザー向けのインターフェイスを使用するかを選択できます。これは特に、Tablet PC ユーザーにとっ

て便利です。 
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[オンライン ヘルプを有効にする] 

MindManager にインストールされたローカル ヘルプではなく、サーバー ベースのヘルプを使用する場合は、この

オプションをオンにします (最新の情報が反映されたヘルプをチェックする場合など)。オンライン ヘルプは 

Microsoft Internet Explorer で動作します。その他のブラウザでは、ヘルプが正しく表示されない可能性がありま

す。 

[更新が利用可能な場合は通知する] 

このオプションをオンにすると、MindManager を起動するたびにオンラインで更新が存在するかどうかが自動的

にチェックされます。 

[オプション] - [ノート] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[ノート] の順にクリックします。 

[トピック ノート] ウィンドウで段落マーカーを表示するかどうかを選択できます。 

[エクスポート時の変換 (RTF)] のオプションは、Word エクスポートの間に使用されます。 

 [ビットマップをメタファイルに変換する] は、一部の RTF 読み取り機能との互換性を高めるため、既定で

オンになっています。 

 [リンクされた画像を埋め込み画像に変換する] をオンにすると、ドキュメント内に画像が含められます。

ドキュメントで使用されている画像がドキュメントの新しい場所にコピーされない場合は、このオプショ

ンを使用する必要があります。 

[ノート ウィンドウの配置] 

ノート ウィンドウを (マップ ウィンドウの右に) 縦に表示するか、(マップ ウィンドウの下に) 横に表示するかを選

択できます。 

[インク ノートのエクスポート オプション] 

ノートがあるマップを Web ページまたは Word にエクスポートするときにインク ノートをエクスポートに含める

ように選択した場合、これらのオプションによってインク テキストがどのように表示されるかを制御します。 

[オプション] - [パッケージ フォルダ] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[パッケージ フォルダ] の順にクリックしま

す。 

[パッケージ フォルダ] の一覧で、パッケージを選択してから、[変更] をクリックして名前または説明を変更する

か、[削除] をクリックして MindManager からリソースを削除します (ディスクからは削除されません)。パッケー

ジの [パス] (ディスク上の場所) が下に表示されます。 

パッケージを追加するには、[新規作成] をクリックします。[名前] を入力し、場所を入力または参照し、含まれる

リソースの種類を選択します。 

[オプション] - [レビュー] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[レビュー] の順にクリックします。 

[レビュー] のオプションでは、レビュー中に追加されたトピックとノートの内容がどのように示されるかを決める

既定の設定を設定できます。 

[トピック] と [ノート] 

レビュー中に追加したトピックやノートには、次の項目のいずれか、またはすべてを割り当てることができます。 

[色を自動的に割り当てる] - 新しい塗りつぶしおよびフォントの色を、レビューアごとに自動的に選択します。 

[ユーザー設定の色を割り当てる] - 独自の塗りつぶしおよびフォントの色を選択できます。 
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[接頭辞] - 接頭辞を指定します (Mike のアイデア: など)。 

[アイコン] - アイコンを選択します。 

現在のレビューに対するこれらの設定は、[レビューの設定] ダイアログ ボックスから変更できます。 

[オプション] - [保存] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[保存] の順にクリックします。 

保存オプション 

[初回保存時にマップのプロパティを確認する] 

マップのプロパティのダイアログ ボックスを、新しいマップごとに自動的に表示します。このダイアログ ボック

スでは、マップに関する情報を入力できます。 

[マップの保存前にバックアップ コピー .BAK を常に作成する] 

このオプションを選択してバックアップ ファイルを作成すると、拡張子が .BAK のバックアップ ファイルが、フ

ァイルを保存するたびに直前のバージョンのファイルから作成されます。これは、なんらかのコンピュータ障害が

発生した場合や、マップを保存してから元に戻したいと思った場合に、常に直前のバージョンが利用できることを

意味します。このファイルは、通常の [開く] ダイアログ ボックスで開くことができ、適切な名前を付けて保存

し、ファイルを復元することができます。 

[自動回復用に次の間隔で保存を行う : x 分] 

自動回復の情報をどれだけの頻度で保存するかを指定できます。この情報は、MindManager が異常終了した場合 

(停電が発生した場合やコンピュータがクラッシュした場合など) にマップを復元するために使用されます。

MindManager が再起動するときに、マップを復元するか直前の (最後に保存された) バージョンを使用するかを指

定できます。 

[ドキュメントの既定の保存先] 

マップを開くときとマップおよびエクスポートされたファイルを保存するときの既定の場所です。 

[保存時の圧縮] 

圧縮の設定は、一般的なファイル アーカイブ ツール (WinZip など) で使われる設定とよく似ています。圧縮によっ

てファイル サイズは小さくなりますが、ファイルを開くのにより多くの時間がかかります。ただし、それが顕著な

のは大きなファイルの場合のみです。 

圧縮率は、[最速] (最小の圧縮率)、[高速]、[通常]、[最大] (最大の圧縮率) の順序で高くなります。 

通常は [通常] の設定が適切ですが、通常と異なるドキュメントで作業している場合には変更してもかまいません。

たとえば、マップに大きなラスタ グラフィックスが大量に含まれている場合は、[高速] または [最速] の方がより適

切です。これは、ラスタ グラフィックスは既に jpeg/png アルゴリズムによって圧縮されているためです。一方、

主にテキストが含まれる大きなマップ (数千のトピック) がある場合は、[最大] の圧縮によってディスク領域が節約

されることがあります。 

[保存時のエンコード] 

エンコード設定はプレーン XML ファイルを使用するサードパーティのツールや MMAP アーカイブを処理して 

XML の内容を抽出するツールに、MindManager ドキュメントを統合する場合に使用されます。これらの場合、

XML プロセッサではここで選択できる特定の種類のエンコードが使用されていることを必要とします。 

アプリケーションの起動 

[起動時に、前回開いていたローカル マップを開く] 

作業していた最後のマップを自動的に開きます。 

[ユーザー インターフェイスのカスタマイズ] 

ユーザー インターフェイスのカスタマイズをリセットすると、次に MindManager を起動したときにクイック アク

セス ツール バーとリボンは標準の状態に戻ります。 
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SharePoint サーバーのオフライン編集のオプション 

[チェックアウト済みドキュメントの保存先:] 

チェックアウト済みドキュメントが保存される場所を制御します。ローカル、サーバーのファイルの下書きの場

所、またはドキュメント管理サーバーに保存します。 

チェックアウト済みのドキュメントをローカルに保存すると、サーバーの待ち時間がないため保存処理が速くな

り、オフラインのときでもチェックアウト済みドキュメントの編集をローカルで続行できます。 

[オプション] - [セキュリティ] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[セキュリティ] の順にクリックします。 

[保存されているすべてのパスワードの削除] - "パスワードを保存する" オプションで保存したマップのパスワード

をすべてクリアします。これにより、パスワードで保護されたマップを開くときにパスワードを入力するよう要求

されます。 

[添付ファイルを開くときに警告メッセージを表示する] - 既存のファイルを添付ファイルとして追加する前にセキ

ュリティ上の注意を表示します。 

[オプション] - [スペル チェック] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[スペル チェック] の順にクリックします。 

[自動スペル チェック] 

入力中に入力内容をチェックしてスペルに間違いのある単語を探します。スペル ミスは、赤い波型の下線でマップ

に表示されます。 

[メイン辞書のみ使用する] 

このチェック ボックスがオンの場合、その言語のメイン辞書からのみ修正候補を提示します。それ以外の場合、修

正候補はすべての辞書 (メインとカスタムの両方) から提示されます。 

"無視" のオプションを使用すると、例外的なテキストを自動的にスキップできます。 

音またはスペルの類似性に基づいて修正候補を提示することができます。既定では、修正候補は両方に基づきます

が、1 つの方法を無効にすることもできます。 

[ドイツ語 : 新正書法の規則を使用する] 

1998 年のドイツの正書法改正に従って規則を適用します。これは、すべての教育機関および政府機関で使用され

ている基準です。 

[ユーザー辞書] オプションでは、スペル チェック機能の実行時に使用する他の辞書を追加できます。スペル チェ

ック中に単語を辞書に追加すると、それらの単語は Custom.dic ファイルに追加されます。他の既存の .dic ファイ

ルを追加するか、メモ帳などのテキスト エディタを使用して新しい .dic ファイルを作成することができます。 

[オートコレクトのオプション] オプションでは、[自動スペル チェック] を有効にした場合に自動的に修正されるス

ペルに間違いのある単語の一覧をカスタマイズすることができます。 

[新しいマップの既定の言語] 

ここで、新しいマップすべて (現在のマップは含みません) の言語を選択できます。 

 現在のマップの言語は [言語] ダイアログ ボックスを使用して変更します。このダイアログ ボックスで新しい

マップの既定の言語を変更することもできます。 

詳細情報 :  マップの検証および準備 

[オプション] - [仕事情報] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[仕事情報] の順にクリックします。 

 就業日として使用する曜日を選択します。 
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 [日付の追加] をクリックして、就業日と見なされない休日を追加します。 

 休日を削除するには、一覧でその日を選択して [削除] をクリックします。 

これらの設定は、作成するすべてのマップで使用されます。 

個別のマップに異なる設定を定義するには、[仕事情報] の [マップ カレンダー] オプションを使用します。 

[オプション] - [一時ファイル] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[一時ファイル] の順にクリックします。 

マップとワークスペースのキャッシュ削除 - ワークスペースおよびマップのキャッシュ

をローカル システムから削除します。MindManager サーバーに接続している間は、ワ

ークスペースからマップを開くたびにマップがローカル システムにキャッシュされま

す。オフライン モードでは、キャッシュされたマップのみを表示できます。  

ワークスペース ファイルのキャッシュ削除 - ローカルにキャッシュされたすべてのワ

ークスペース ファイル (マップ以外のドキュメント) を削除します。このオプションを

クリックすると、オフライン モードでそれらのファイルを表示できなくなります。  

 ワークスペース ファイルを変更したが、その変更内容をワークスペースに保存していない場合、このオプショ

ンを選択すると変更済みのローカル バージョンが削除され、変更内容が失われます。変更内容が失われないよ

うにするには、[ドキュメント] 一覧で状態が [更新日時] になっているドキュメントを探します。ドキュメント

名を右クリックして、[チェックイン] をクリックします。状態が [現在] に変更されます。すべてのファイルが 

[現在] になれば、このオプションを使用しても変更内容が失われません。 

[オプション] - [変換] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[変換] の順にクリックします。 

[変換] の一覧で、チェック ボックスをオンまたはオフにして、変換を有効または無効にします。 

一覧で変換を選択すると、[説明] (機能、作成者) とディスク上の [ファイル] が表示されます。 

詳細情報 :  アドインと変換 

[オプション] - [ユーザー情報] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[ユーザー情報] の順にクリックします。 

ユーザー情報は、主にユーザーがマップにレビュー コメントを加えるときにユーザーを識別するために使用されま

す。この情報は、新しく作成する各マップのプロパティにも自動的に含められます。 

会社情報 (会社名、Web サイトのアドレス、およびロゴ) は、マップを Web ページにエクスポートするときに含め

ることができます。 

[デザイン パートナー プログラム] オプションで、プログラムへのユーザーの参加を制御します。 

[オプション] - [表示] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[表示] の順にクリックします。 

[作業ウィンドウ タブ] 

作業ウィンドウ領域の横にタブを垂直方向に表示して、ウィンドウの切り替えを容易にします。 

[ワークブック タブ] 

ワークブック タブを表示させている場合、タブを右クリックすると、マップをすばやく保存、印刷、または閉じる

ことができます。また、アクティブなフィルタの削除と、マップのプロパティの表示や変更を行うことができま
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す。ワークブック タブは、このダイアログ ボックスの [ワークブック タブの配置] オプションを使用するか、ワー

クブック タブを右クリックしてタブの配置を選択することによって、マップ ウィンドウの上部または下部に表示

できます。 

[開発者リボンタブ] 

このタブでは、テンプレートを整理または管理したり、マップ ウィザードやカスタム プロパティ セットを作成し

たり、データベース データをマップに追加したりするための、高度な機能を利用できます。 

[ワークブック タブのファイル名] 

中心トピックを表示する代わりに、マップのファイル名をタブに表示することもできます。これはマップに同じよ

うな中心トピックのテキストがある場合に役立ちます。 

[ダイアログ ボックスのアクセス キー] 

操作のショートカット キーを通知させたい場合は、ダイアログ ボックス内にアクセス キーを表示できます。 

[ポイントしたトピックの強調表示] 

[ポイントしたトピックの強調表示の枠] 

強調表示してポイントしたトピックとその枠を示します。これは、マップに間隔が狭いトピックがあるときや、ト

ピックが小さなサイズで表示されている (縮小表示) ときに便利です。 

[起動時の [マイ マップ] 作業ウィンドウ] 

オンにすると、起動時に [マイ マップ] ウィンドウを表示し、現在作業中の一連のマップにすばやくアクセスできま

す。 

[タイムスタンプの形式] : 

タイムスタンプの書式設定を [相対] ("2 日前" など) または [絶対] (2007 年 12 月 7 日など) のいずれにするかを選択

できます。 

[オプション] - [視覚効果] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[視覚効果] の順にクリックします。 

全般の視覚効果 

[配色] 

リボンやその他のユーザー インターフェイス要素で使用する色を変更します。 

[フォーカスをマップに移動したときにダイアログを透明にする] 

[検索] ダイアログ ボックスのように表示されたままになるダイアログ ボックスを、マップ上で作業するときに透

明にして目立たないようにします。 

[アイコンおよび仕事情報の画像を大きく表示する (マップ ビューのみ)] 

このオプションは、大きいマップを縮小表示してより広範なマップ領域を表示する必要がある場合に特に便利で

す。印刷時に、アイコンをより見やすくすることもできます。このオプションは、アウトライン ビューでのアイコ

ンおよび仕事情報の画像の表示には影響しません。 

[[マイ マップ] のリンクを動的に更新する] 

このオプションを有効にすると、[マイ マップ] 作業ウィンドウが開かれるたびに MindManager によってそのショ

ートカットが検証されます。壊れたリンクが見つかった場合は、特別なアイコンでそのリンクが示されて、[壊れた

マップ ショートカットの修復] コマンドが表示されます。 

このオプションを有効にすると、ショートカットがネットワーク ドライブ上のマップを指している場合にパフォー

マンスが低下する可能性があります。 

[ファイル リンクを動的に検証する] 

このオプションを有効にすると、ファイルへのハイパーリンクを持つマップが開かれるたびに MindManager によ

ってそのリンクが検証されます。壊れたリンクが見つかった場合は、特別なアイコンでそのリンクが示されて、リ

ンクを修復するよう求められます。 
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このオプションを有効にすると、リンクがネットワーク ドライブ上のマップを指している場合にパフォーマンスが

低下する可能性があります。 

[Web ハイパーリンクのファビコンを表示する] 

ファビコンは、ハイパーリンクの参照先の Web サイトから取得されます。たとえば、Yahoo のアドレスを参照す

れば特別な Yahoo アイコンが表示され、Google を参照すれば Google アイコンが表示されることになります。特

別なアイコンではなく一般的なハイパーリンク アイコンを表示させたい場合は、このオプションを無効にします。 

 ファビコンを使用している場合、ファビコンを含むマップを開くと MindManager はインターネットにアクセ

スしようとします。オフラインで作業する場合は、ファビコンのオプションを無効にすることもできます。 

対話操作の視覚効果 

 次の機能を無効にすると、メモリが制限されたシステムでの MindManager のパフォーマンスが向上します。 

[範囲選択で透明な塗りつぶしを表示する] 

このオプションでは、マップ上のある領域で複数のオブジェクトをクリック アンド ドラッグして選択したとき

に、その領域を透明な色で塗りつぶします。このオプションを無効にすると、この選択方法を使用するときのシス

テムのパフォーマンスを向上させることができます。 

[サイズ変更中に画像のプレビューを表示する] 

[サイズ変更中にトピック テキストのプレビューを表示する] 

テキストや画像のサイズを変更したときに、それらがどのように表示されるかを示します。このオプションを無効

にしても、アイテムのサイズを変更するときにアウトラインが表示されます。 

[アニメーション スクロールを有効にする] 

スクロール中でもオブジェクトが表示されるように、マップをスムーズ スクロールで動かします。このオプション

をオフにすると、新しいビューへとマップが "ジャンプ" するだけです。 

[塗りつぶしの色の強調表示を有効にする] 

トピックに "グラデーション" の塗りつぶしを使用します。 

[オプション] - [Windows タッチ] 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[Windows タッチ] の順にクリックします。 

これらのオプションは、Windows 7 のタッチスクリーン システムまたは Tablet システムを使用している場合にの

み表示されます。 

Windows 7 の Tablet システムおよびタッチスクリーン システムで MindManager が認識するジェスチャを選択でき

ます。 

フリックとプレス アンド ホールドのジェスチャは、Tablet PC を含む任意のタッチスクリーン システムで使用で

きます。 

その他のジェスチャは、2 つ以上のタッチ ポイントを認識するシステムのみで使用できます (お使いのシステムで

サポートされるジェスチャについては、Windows 7 のヘルプを参照してください)。 

これらの設定は MindManager のみに適用されます。 
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[アウトライン印刷] のオプション 

 [プリンタ] インストールされているプリンタの一覧から選択します。 

[印刷範囲] マップ全体を印刷するか、選択したトピックだけを印刷します。(これは [内容] の設定に

も依存します。) 

[印刷部数] 印刷する部数を選択します。 

[部単位で印

刷] 

部数が複数の場合の印刷順序を選択します。このオプションは、1 部だけの印刷の場合は

無効になります。 

[書式] Outline Print Template フォルダにあるすべての Word テンプレートが表示されます。 

[内容] 印刷する必要がある内容とトピックを選択します。(これは [印刷範囲] の設定にも依存し

ます。) 

[仕事情報を印刷する] を選択すると、すべての仕事属性が印刷されます (属性を 1 つだけ

選ぶことはできません)。 

 [書式] の一覧には、アウトラインの印刷用に最適化された特別な Word テンプレート (その一部は小さめ

のフォントと段落間隔を使用) が表示されます。これらのテンプレートは、ローミング アプリケーション

のデータ セクションにある "Outline Print Templates" というユーザー データ フォルダに保管され、カス

タマイズが可能です。またこのフォルダには、ユーザー独自の Word テンプレートも追加できます。 

 [内容] で、[仕事情報を印刷する] がオンになっている場合は、すべての仕事属性が印刷されます (個別には

選択できません)。 

 [内容] にあるチェック ボックスにより、印刷する内容を選択できます。すべてのトピック、または選択し

た内容を含むトピックのみを印刷するには、その下のラジオ ボタンを使用します。印刷されるのは、これ

らのトピックと、それらを中心トピックにつなぐトピックのみです。他のトピックはすべてスキップされ

ます。 

詳細情報 : アウトライン ビューの使用 

  

Outlook クエリのフィールド 

[クエリ名] : [Outlook クエリ] 一覧内でこのクエリの識別名になります。 

[フォルダ] と [サブフォルダを含む] : 一致するアイテムを検索する場所を指定します。 

結果 

[並べ替えの基準] と [並べ替えの順序] : [結果] ウィンドウおよびマップ上の結果を並べ替えます。 

[結果の最大数] : 返される結果を見つかったアイテムの最初の n 個に制限します。 

[添付ファイルを同期する] : 添付ファイルを同期に含めます。このオプションをオフにすると、同期するアイテム

に添付されたファイルはマップに取り込まれません。 

[詳細表示] ボタン : その他のオプションが表示されます。 

その他のオプション 

[件名の内容] : 1 つ以上のキーワードをクエリの基準として入力できます。 

[カテゴリ] と [トピックをカテゴリ別にグループ化する] : 検索を特定のカテゴリに絞り込んだり、結果をカテゴリ

別にグループ化したりできます。 
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[日付] : 検索を特定の期間に含まれるアイテムに制限します。期間をまたがるアイテム 

(仕事など) の場合は、その期間中にアクティブであるアイテムが返されます。たとえ

ば、"今週" を選択した場合は、今週より前に始まった仕事および今週より後に終わる

仕事を含めて、稼動中のすべての仕事が返されます。 

[メールのステータス] と [仕事のステータス] : メール アイテムと仕事アイテムのステータスを指定できます。 

[仕事の優先度] (仕事のみ) : 指定する優先度の仕事だけを返します。 

[仕事の割り当て先] : 指定した人に割り当てられている仕事だけを返します。 

詳細情報 : Microsoft Outlook との連携 

ドキュメント圧縮ウィザード ステップ 1 のオプション 

  

[マップのみを追加する (リンク

されたドキュメントなし)] 

[マップおよびリンクされたド

キュメントを追加する] 

ZIP ファイルに現在のマップだけを追加するか、リンクされている他のド

キュメントも必要に応じて追加するかを選択します。 

 

(この 2 番目のオプションは、マップにドキュメント リンクが含まれてい

ない場合、あるいは、リモートの場所、つまり SharePoint または Web 上

の場所や Mindjet Catalyst ワークスペースに保存されているドキュメント

へのリンクのみが含まれる場合は無効になります。) 

注 : 添付ファイルは、別のファイルとしてではなく、マップ ファイル自体

の中に保存されるので、必ず自動的に組み込まれます。 

[リンクされたドキュメント] リンクされているドキュメントの一覧 (ローカル ファイルのみで、リモー

トの場所、つまり SharePoint または Web 上の場所や、Mindjet Catalyst 

ワークスペースにあるファイルへのリンクはありません)。この一覧は [マ

ップのみを追加する] が選択された場合は無効になります。 

ドキュメント名をポイントすると、完全なパスが表示されます (リンクさ

れたマップ ビューの場合は、それにリンクしているマップが表示されま

す)。ZIP ファイルに含めないドキュメントの選択を解除します。 

[すべて選択] 

[すべて選択解除] 

一覧内のドキュメントをすべて選択するか、すべての選択を解除します。 

詳細情報 : マップのエクスポート 

ドキュメント圧縮ウィザード ステップ 2 のオプション 

  

[パスとパッケ

ージの種類] 

出力ファイルのフォルダとファイル名を参照します。既定のフォルダは現在のマップのフォ

ルダで、既定の名前は現在のマップの中心トピックのテキストです。 

説明テキスト 圧縮解除操作の前に表示される説明メッセージ (オプション) です。これはダイアログ ボック

ス内に表示されるため、短いメッセージにする必要があります。 

詳細情報 : マップのエクスポート 
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ドキュメント圧縮ウィザード ステップ 3 のオプション 

  

[パスワード保護を有効に

する] 

アーカイブに追加するファイルは、オプションでパスワード保護を行うことが

できます。 

[パスワードを隠す] [パスワードの確認] ボックスを有効にして、入力するときにパスワードを非表

示にします。 

[完了] 進行状況を表示しながらパッケージを作成します。 

完了したら、次のいずれかの操作を行います。 

 [開く] をクリックしてアーカイブを開きます。 

 [フォルダを開く] をクリックしてアーカイブの保存先のフォルダを開

きます。 

 [閉じる] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。 

詳細情報 : マップのエクスポート 

 [形式を選択して貼り付け] のオプション 

[形式を選択して貼り付け] コマンドでは、クリップボードからテキストや画像 (つまり MindManager 内や他のアプ

リケーションからコピーしたテキストや画像) を貼り付けるときに使用する形式を選択することができます。 

貼り付ける内容の場所を選択することもできます。 

[貼り付け] では、貼り付ける内容で新しいサブトピックを作成します。または、トピックが選択されていない場合

は新しいフローティング トピックを作成します。 

[内部に貼り付け] (トピックを選択した場合のみ使用できます) では、画像をトピックに追加するか、トピック テキ

ストに新しいテキストを付加します。 

詳細情報 : 内容の貼り付けまたはインポート、トピックの編集 

詳細な一致条件 

次のいずれかのプロパティを、[詳細選択] または [詳細フィルタ] の一致条件として使用できます。 

マーカー 

 一致条件として使用するマーカーまたはグループ全体のチェック ボックスをオンにします。 

 グループのチェック ボックスをオンにしてから、グループ内のマーカーのチェック ボックスを個別にオフに

することができます。 

 ダイアログ ボックスの下で一致の種類を選択します。次の 2 つのオプションがあります。 

[任意のマーカー]: ここで指定したマーカーのいずれかを含むトピックが一致項目になります (たとえば、テ

キストの色が赤のマーカーと優先度 1 のアイコンのチェック ボックスをオンにした場合、赤、または優先

度 1 のいずれかであるトピックが一致することになります)。 

[すべてのマーカー]: ここで指定したマーカーをすべて含むトピックが一致項目になります (たとえば、テキ

ストの色が赤のマーカーと優先度 1 のアイコンのチェック ボックスをオンにした場合、赤、かつ優先度 1 

であるトピックだけが一致することになります)。 

仕事情報 

 [開始]、[終了]、[期間] の条件のいずれか、またはすべてを指定します。 

 トピックはすべての条件に一致する必要があります。 

トピック スタイル 
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現在のマップで使用されているスタイルの一覧から選択します。 

マップでトピック スタイルが使用されていない場合、一覧は表示されません。 

レビュー情報 

 [トピックのコメントの作成者] や [レビュー トピックの作成者] を選択します。 

 特定の期間を選択することもできます。 

テキストおよびその他のプロパティ 

 一致させるテキストを入力します。 

 一致条件として使用するプロパティのチェック ボックスをオンにします。 

 一致の種類を選択します。 

[すべてのプロパティ]: オンにしたプロパティをすべて含むトピックが一致項目になります。たとえ

ば、[ハイパーリンク] と [ラベル] のチェック ボックスをオンにした場合、ハイパーリンクとラベル

の両方があるトピックだけが一致項目になります。 

[任意のプロパティ]: オンにしたプロパティのいずれかを含むトピックが一致項目になります。たと

えば、[ハイパーリンク] と [ラベル] のチェック ボックスをオンにした場合、ハイパーリンクとラベ

ルのどちらかがあるトピックが一致項目になります。 

[なし]: チェック ボックスをオンにしたプロパティがまったくないトピックだけが一致項目になりま

す。 

[クリア] をクリックすると、選択した結果を削除して選択をやり直すことができます。 

 一致条件を再使用する場合は、保存されたクエリに条件を保存できます。 

Microsoft PowerPoint エクスポートの書式設定 

PowerPoint にマップをエクスポートするたびに、以下のオプションが表示されます。 

 これらのオプションは以後のエクスポートのために保持され、マップと共に保存されます。 

[箇条書きを使用するアウトラインとしてエクスポート](Export as outline using bullet points) 

トピックは箇条書きを使用するアウトラインのテキストとしてエクスポートされます 

[PowerPoint オブジェクトとしてエクスポート] 

トピックはグラフィカル オブジェクトとしてエクスポートされます 

[PowerPoint テンプレート] 

MindManager は、Microsoft Office インストール ディレクトリ (通常は Program Files\Microsoft Office) の 

Templates\Presentation designs フォルダでテンプレートを検索しますが、異なるフォルダを参照することもでき

ます。  

テンプレートを選択すると、プレビュー スライドが作業ウィンドウで再描画され、新しいスタイルが反映されま

す。 

[トピックのノートを発表者ノートとしてエクスポート](Export topic notes as speaker notes) 

選択した場合、ノートはスライドに発表者ノートとして含まれます。このオプションを選択しない場合、ノートは

無視されます。 

その他のオプション 

[ハイ カラー画質のマップ グラフィックスを使用する] 

最も品質の高い (ファイル サイズが大きい) グラフィックスとしてエクスポートします。オンにしない場合、より

品質の低い (サイズが小さい) 256 色のグラフィックスとしてエクスポートされます。 
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[画像の境界線を表示する] 

スライドの画像の周りに枠を追加します。 

[アイコンを行頭文字として表示する] 

.ppt の既定で使われる行頭文字の代わりに、アイコンを使用するかどうかを指定します。トピック内の最初のアイ

コンだけが使用されます。他のアイコンは無視されます。 

[トピックのハイパーリンクを "リンクの表示" 箇条書き項目として表示する] 

このオプションを選択すると、スライド内で箇条書きの項目の最後にトピックのハイパーリンクを含めることがで

きます。PowerPoint のスライド ショー モードでハイパーリンクをクリックすると、参照先のファイルにリンクさ

れます。 

 リンクはスライド ショー モードでのみ有効です。スライドのプレビュー中は無効になります。 

 

ハイパーリンクは、トピックを PowerPoint オブジェクトとして表示するスライドにはエクスポートされませ

ん。 

ハイパーリンクは、そのまま変換されずに PowerPoint にエクスポートされます。通常、エクスポートを行う時点

では MindManager にはわからないため、プレゼンテーション ファイルの最終的な場所は、絶対ハイパーリンクを

使用する必要があります。相対ハイパーリンクを使用する場合は、マップをエクスポートする前にプレゼンテーシ

ョン ファイルの配置場所を決める必要があります。 

 ハイパーリンクが存在しても、そのトピックに対してスライドが作成されない場合 (スライド設定を使用して

スライドの作成を行わないようにしたため)、ハイパーリンクはプレゼンテーション内に表示されません。ま

た、グラフィックのスライド (行頭文字がないスライド) を選択した場合は、ハイパーリンクはエクスポートさ

れません。 

[スライド番号を表示する] 

このチェック ボックスがオンの場合、PowerPoint ではプレゼンテーションにスライド番号が表示されます。 

[トピック テキストから改行を削除する] 

マップのテキストにある改行を使わず、スライドにテキストが収まるようにトピック テキストの行を改行します。 

[ヘッダー スライドで吹き出しを表示する] 

単一トピックのスライド (ヘッダー スライド) にノートとして吹き出しを含めます。箇条書きのスライドの吹き出

しは自動的に無視されます。 

[フッター テキストを追加する] 

各スライドにフッターが必要な場合は、このチェック ボックスをオンにしてボックスにテキストを入力します。

PowerPoint で、個々のスライドからフッターを削除することができます。 

[吹き出しの背景色] 

ヘッダー トピック上の吹き出しトピックの背景色を選択します。 

詳細情報 : Microsoft PowerPoint との連携 

Microsoft Project へのエクスポート設定 

仕事情報を使用するトピックのみをエクスポートする 

仕事情報を含むトピックだけがコピーされます。他のトピックはすべてスキップされます。 

仕事情報とは、開始日、終了日、期間、達成率、リソース、および優先度を意味します。 

すべての Mindjet MindManger トピックをエクスポートする 

すべてのトピックがエクスポートされます。 
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中心トピックを含める 

中心トピックをエクスポートします。Project ファイルを MindManager に再度インポートする予定がある場合は、

中心トピックがメイン トピックとしてインポートされないように、これを無効にします。 

リレーションシップとタスクの依存関係としてエクスポートする 

マップ上の MindManager のリレーションシップを、Project のタスクの依存関係に変換します。 

優先度のマッピング 

MindManager の優先度 (1 ～ 9) をどのように Project の優先度 (1000 ～ 1) にマッピングするかを設定します。 

詳細情報 : Microsoft Project との連携 

[Microsoft Project インポート] の設定 

[中心トピックに仕事を追加する] 

マップでは、プロジェクトのルートは中心トピックにマッピングされ、すべてのレベル 1 のタスクがメイン トピ

ックになります。   

[新しいメイン トピックに仕事を追加する] 

プロジェクトのルートは新しいメイン トピックとして挿入され、レベル 1 のタスクはすべてこの新しいメイン ト

ピックのサブトピックになります。 

[終了 (100%) とマークされている仕事をスキップする] 

達成率が 100% のトピックは、インポートからスキップされます。 

[優先度のマッピング] 

Project の優先度 (1000 ～ 1) をどのように MindManager の優先度 (1 ～ 9) にマッピングするかを設定します。 

詳細情報 : Microsoft Project との連携 

優先度のマッピング オプション 

このダイアログ ボックスでは、MindManager の優先度 (1 ～ 9) と Project の優先度 (1000 ～ 1) との間の関係を設

定できます。 

この設定は、Project ファイルをインポートするときと Project ファイルをエクスポートするときの両方に使用され

ます。 

詳細情報 : Microsoft Project との連携 

置換オプション 

"検索する文字列" フィールドに検索テキストを入力します。一覧には、最近 10 回の検索履歴が (前回使用されたも

のから) 表示されます。 

"置換後の文字列" フィールドに検索テキストを入力します。一覧には、置換した語句の最近 10 回の履歴が (前回使

用されたものから) 表示されます。 

検索するマップ要素、検索するマップ パーツ、および一致する条件をさらに詳しく指定する場合は、[オプション] 

をクリックします。既定では、トピック テキストだけが検索されます。 

次のいずれかを実行します。 

 [次を検索] をクリックして、最初のテキストが検索されたら、次のいずれかを実行します。 

 [置換] をクリックしてそのテキストを置換し、次に一致するテキストを検索します。 

 [次を検索] をクリックしてこのテキストをスキップし、次に一致するテキストを検索します。 

 [すべて置換] をクリックすると、マップ全体を検索し、一致するテキストをすべて置換します。 
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 Enter キーのフォーカスは [置換] ボタン上にあります。このため Enter キーを押すだけで、マップ全体のテキ

ストを連続的に変更することができます。 

詳細情報 : テキストの検索と置換 

レビューの設定 

[レビュー] の [設定]  では、レビュー中に追加されたトピックとノートの内容の表示方法を指定できます。 

 すべてのマップに関する既定のレビュー設定は、MindManager [レビュー] オプションで設定されます。 

[トピック] と [ノート] 

これらの選択により、レビュー中に追加するトピックとノートの外観が決まります。また、マップを編集するたび

にコメントを自動的に追加するかどうかも決まります。 

[色を自動的に割り当てる] - 新しい塗りつぶしおよびフォントの色を、レビューアごとに自動的に選択します。 

[ユーザー設定の色を割り当てる] - 独自の塗りつぶしおよびフォントの色を選択できます。 

[接頭辞] - 接頭辞を指定します (Mike のアイデア: など)。 

[アイコン] - アイコンを選択します。 

[マップに対するすべての変更内容をコメントに記録する]- レビュー セッション時に変更を行うと、コメントが自

動的にマップに追加されます。 

[既定値] 

[既定値に戻す] - 現在のレビュー設定を既定値に戻します。 

[既定値として保存] - 現在の設定を、レビューするすべてのマップの既定のレビュー設定として保存します。 

詳細情報 : マップのレビュー 

 [Web ページとして保存] のオプション 

[テンプレートの選択] のオプションにより、ページ用に別の外観を選択できます。 

[カスタマイズ] のオプションにより、エクスポートのオプションを変更できます。 

html ファイルの宛先となるエクスポート フォルダを設定します。このフォルダの古いバージョン (前のエクスポー

トの宛先など) を削除する場合は、[フォルダの削除] をクリックします。 

詳細情報 : Web ページとしてエクスポート 

保存されたクエリ 

[詳細フィルタ] コマンドまたは [詳細選択] コマンドで使用する一連の一致条件を、後に再利用するために保存するこ

とができます。保存されたクエリはマップと共に保存されるので、後で再利用できます。 

保存されたクエリの作成 

1. [詳細フィルタ] ダイアログ ボックスまたは [詳細選択] ダイアログ ボックスで、使用する一致条件を選択しま

す。 

2. [保存されたクエリ] ボタンをクリックし、[クエリの保存] をクリックします。 

3. クエリの名前を入力し、[OK] をクリックします。 
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保存されたクエリの一覧の表示と管理 

1. [詳細フィルタ] ダイアログ ボックスまたは [詳細選択] ダイアログ ボックスで、[保存されたクエリ] ボタンをク

リックします。 

2. [クエリ] をクリックして、保存したクエリの一覧を表示します。 

3. クエリの名前を変更するには、一覧でクエリ名を選択し、[名前の変更] をクリックします。クエリを削除する

には、一覧でクエリ名を選択し、[削除] をクリックします。 

[ファイルの検索] のオプション 

 [検索する文字列] ボックスに単語または語句を入力します。 

 フォルダの名前を入力するか、"検索先" フィールドで検索するワークスペースを選択します。 

 検索するトピック フィールドを指定するには、[検索オプションを増やす] をクリックし、対象とするフィ

ールドのチェックをオンにします (既定では、トピック テキストだけが検索されます)。 

 [検索] をクリックして、検索を開始します。検索されたマップの数が表示されます。 

詳細情報 : マップまたはドキュメントの検索 

[セキュリティ] のオプション 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[情報]、[ドキュメントの暗号化] の順にクリックします。 

現在のマップに、1 種類または 2 種類のパスワードを割り当てることができます。 

[読み取りパスワード]: マップを開くにはこのパスワードが必要です。 

[書き込みパスワード]: マップを変更するにはこのパスワードが必要です。 

 マップをいったん保存すると、割り当てたパスワードを入力しないでマップを開いたり変更したりすることは

できません。パスワードを忘れた場合、ファイルを元に戻すことはできません。パスワードとそれに対応する

ドキュメント名の一覧を安全な場所に保管しておくことをお勧めします。 

マップを最初に開くときに、マップの暗号化パスワードを保存するオプションが用意されています。マップを別の

コンピュータで開く場合や、保存されているパスワードをすべて削除する場合を除き、もう一度パスワードを要求され

ることがなくなります。 

詳細情報 : マップを開く、閉じる、マップ、テンプレート、およびスタイルの保存 

圧縮送信ウィザード ステップ 1 のオプション 

[マップのみを追加する (リンクさ

れたドキュメントなし)] 

[マップおよびリンクされたドキュ

メントを追加する] 

ZIP ファイルに現在のマップだけを追加するか、リンクされているド

キュメントも追加するかを選択します。 

(この 2 番目のオプションは、マップにドキュメント リンクが含まれ

ていない場合は無効になります。) 

[リンクされたドキュメント] リンクされているドキュメントの一覧 (ローカル ファイルのみで、

URL はありません)。この一覧は [マップのみを追加する] が選択され

た場合は無効になります。 

ドキュメント名をポイントすると、完全なパスが表示されます (リンク 

マップ ビューの場合は、それにリンクしているマップが表示されま

す)。ZIP ファイルに含めないドキュメントの選択を解除します。 

[すべて選択] 

[すべて選択解除] 

一覧内のドキュメントをすべて選択するか、すべての選択を解除しま

す。 

詳細情報 : マップと Catalyst リンクの送信 
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圧縮送信ウィザード ステップ 2 のオプション 

  

ファイル

名 

出力 zip ファイルのファイル名を入力します。既定のフォルダは現在のマップのフォルダで、既定

の名前は現在のマップの中心トピックのテキストです。 

説明テキ

スト 

圧縮解除操作の前に表示される説明メッセージ (オプション) です。これはダイアログ ボックス内

に表示されるため、短いメッセージにする必要があります。 

詳細情報 : マップと Catalyst リンクの送信 

圧縮送信ウィザード ステップ 3 のオプション 

  

[パスワード保護を有効に

する] 

アーカイブに追加するファイルは、オプションでパスワード保護を行うことが

できます。 

[パスワードを隠す] [パスワードの確認] ボックスを有効にして、入力するときにパスワードを非表

示にします。 

[完了] 進行状況を表示しながらメッセージを作成します。 

完了すると、zip ファイルが添付された新しい電子メール メッセージが表示さ

れます。 

詳細情報 : マップと Catalyst リンクの送信 

 [トピックの並べ替え] オプション 

[並べ替えの

基準] 

[英数字]: 数字が値として扱われます。 

例 : A3、A10、A200。 

[英字のみ]: トピックはアルファベット順 (0 ～ 9、A ～ Z) で並べ替えられ、すべての数字

がその数値にかかわりなく個別の文字として扱われます。 

例 : A10、A200、A3。 

[仕事の達成率]: トピックは達成率の設定に基づいて一覧表示されます。 

[仕事の優先度]: トピックは優先度の設定に基づいて一覧表示されます。優先度が設定され

ていないトピックは最後になります。 

[並べ替えの

深さ] 

直後のサブトピックのみ、ツリー全体 (そのトピックの下位にあるものすべて)、または特

定の深さまでのトピックを並べ替えます。 

[並べ替えの

順序] 

昇順 (A ～ Z、または 1 ～ 9) または降順 (Z ～ A、または 9 ～ 1) で並べ替えます。 

詳細情報 : トピックの並べ替え 

スペル チェックのオプション 

[辞書にない単語] スペルに間違いのある単語を表示します。 

[修正候補] スペルチェッカーが推測した正しい単語の候補を表示します。 

[修正候補の一覧] 8 つまでの修正候補一覧です。これらのエントリの 1 つを選択すると、現在のス

ペルに間違いのある単語が、選択した単語で置き換えられます。 

[無視] 

[すべて無視] 

現在選択されている単語を変更せずそのままにします。 

マップ全体で、見つかったエラーすべてを変更せずそのままにします。 

[辞書に追加] 現在の単語を変更せずそのままにして [追加先の辞書] ボックスで指定されている

辞書 (通常は Custom.dic) に追加し、以後の MindManager セッションでは有効な
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単語として設定します。 

[変更] 

[すべて変更] 

スペルに間違いのある単語を正しい単語に変更し、スペル チェックを続行しま

す。 

スペルに間違いのある単語をすべて検索して修正候補の単語に変更し、スペル チ

ェックを続行します。 

[オートコレクト] スペルに間違いのある単語を正しい単語に置換し、単語のペアをオートコレクト 

リストに追加します。これ以後、MindManager で入力するときにスペル ミスが自

動的に修正されます。修正候補がない場合、このコマンドは非表示になります。 

[このドキュメントで

自動スペル チェック

を行う] 

このチェック ボックスをオフにすると、バックグラウンドでの連続的なスペル チ

ェックが無効になります。つまり、スペル チェックのコマンドを使用するまで、

このマップのスペルはチェックされません。すべてのマップに対するグローバル 

オプションは、MindManager の [スペル チェック] オプション ダイアログ ボックス

にあります。 

詳細情報 : マップの検証および準備 

スプレッドシートのプロパティ 

[スプレッドシートのサイズ] : 最大サイズを選択するか、カスタム サイズを指定します。小さなサイズのスプレッ

ドシートの方が、移動が簡単です。 

[並べ替えを有効にする] : 列のショートカット メニューから並べ替えのコマンドを削除するには、このチェック ボ

ックスをオフにします。 

[見出しの表示] : 行または列の選択が必要な機能を使用しないのであれば、列または行の見出しを無効にできま

す。これにより、シートをさらにコンパクトにできます。 

[行の交互表示] : データ行に 1 行おきにつける色を選択します。この設定によってデータを読みやすくすることが

できます。 

詳細情報 : スプレッドシート 

スプレッドシートのオプション 

データの選択  

行または列を選択するには 見出しセル* をクリックします。 

行または列の範囲を選択するに

は 

見出しセル* を選択してから、Shift キーを押して 2 番目の見出しセルを

クリックします。 

セルの範囲を選択するには 選択する領域を囲むようにクリックしてドラッグします。 

* 見出しセルは、カスタマイズ オプションを使用して表示または非表示にすることができます。 

スプレッドシート データの書式設定  

フォント 
 

フォ

ント 

セルの範囲を選択してから、ツール バーのボタンを使用するか、右クリック

して [セルの書式設定]、[フォント] の順に選択します。 

テキストの配置 
 

セルの範囲を選択し、ツール バーのボタンを使用して配置形式を選択しま

す。 

セルのデータの種
 

セルの範囲を選択してから、ツール バーのボタンを使用するか、右クリック
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類 セル して [セルの書式設定]、[セル] の順に選択します。 

フォントの色 
 

セルまたはセルの範囲を選択し、色を選択します ([セルの書式設定] - [フォン

ト] タブからも選択できます)。 

罫線と塗りつぶし

の色 
 

 

 

セルの範囲を選択し、ツール バーのボタンを使用して、"塗りつぶしの色" ま

たは "罫線" の種類を選択します。 

列と行の見出しセ

ルの名前の変更* 

該当

なし 

見出しセルを右クリックし、[ヘッダー セル名の変更] をクリックして、新し

い見出しセルの名前を入力します。 

コメントの追加、

編集、または削除 
 

セルを右クリックし、[コメントの追加] をクリックします。コメントのテキ

ストを入力し、[OK] をクリックします。コメントは、セルの右上隅に表示さ

れる赤の点で示されます。セルに既にコメントがある場合は、[コメントの編

集] または [コメントの削除] をクリックします。 

* 見出しセルは、カスタマイズ オプションを使用して表示または非表示にすることができます。 

スプレッドシート データの再整理  

行または列の挿入 セルまたは行見出しを右クリックし、[挿入] をクリックします。 

セルの範囲のクリア セルの範囲を選択します。内容を空にする (セルは開いたままにする) には、[内

容のクリア] をクリックします。 

行または列の削除 見出しセル* を右クリックし、[削除] をクリックします。 

データの切り取り、コピ

ー、および貼り付け 

セルの範囲を選択し、右クリックします。[切り取り]、[コピー]、または [貼り付

け] を選択します。貼り付けたデータで既存のデータが置き換えられます。 

データの並べ替え 並べ替えのキーとして使用する列の見出しセルを右クリックし、[昇順で並べ替

え]、または [降順で並べ替え] をクリックします。空白のセルは並べ替えられま

せんが、選択した並べ替え順序にかかわらず列の一番下に移動されます。並べ替

えは 1 回限りの処理です。データを変更した場合は、もう一度並べ替える必要

があります。 

注 :並べ替えオプションが表示されない場合は、[スプレッドシートのプロパテ

ィ] - [並べ替えを有効にする] オプションで無効になっています。 

* 見出しセルは、カスタマイズ オプションを使用して表示または非表示にすることができます。 

スプレッドシートの数式の使用  

ある範囲の合計、平均、個数、最小

値、または最大値を計算するには 
データの範囲を選択し、[数式] ボタン  をクリックして数式を選択

します。数式の結果出力セルを指定するように指示されたら、結果を

入力するセルをクリックし、Enter キーを押します。これは 1 回限り

の処理です。データを変更した場合は、結果を再計算する必要があり

ます。 

現在の日付または時刻を挿入するに

は 
セルを選択し、[数式] ボタン  をクリックして、現在の時刻の場合

は [現在の日付と時刻] を、現在の日付の場合は [今日の日付] を選択し

ます。 
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グラフの作成またはグラフ ビューへの切り替え  

まだグラフをデータから作成していない場合は、グラフのデータ範囲を指定するよう求められます。それ以外の場

合は、このボタンでグラフ ビューに切り替わります。 

詳細情報 : スプレッドシート 

 [書式] - [サブトピックのレイアウト] 

必要に応じて [サブトピックのレイアウト] タブの設定を変更します。 

 [拡張方向] は、選択したトピックと、そのすべてのサブトピックに適用されます (中心トピックを選択し

た場合は、マップ全体に適用されます)。組織図のトピックの場合は、[組織図の深さ] 設定を使用して、含

めるレベルの数を選択することもできます。 

 他の設定は、選択したトピックだけに適用されます (中心トピックを選択した場合にはマップ全体に適用

されますが、既に書式設定したトピックは変更されません)。使用する間隔の単位 (インチまたは mm) 

は、MindManager の[全般] オプションで設定します。 

 マップ上でのメイン トピック間の間隔は、[全般のレイアウト] オプションの [メイン トピックの間隔] を使用し

て制御します。 

マップの "外観" を最適にするには、何度か試してみる必要があります。[適用] をクリックすると、ダイアログを閉

じることなく設定内容を確認できます。 

どのタブでも、次の操作を行う場合は [スタイル] を使用します。 

 新しいスタイルの既定値として保存 : トピックのすべての書式設定を、このレベルの同じ種類のトピック

の自動スタイルとして保存する場合。設定は、現在のマップのスタイルの一部となります。このレベルに

ある既存のすべてのトピックでこれらの属性が使用されます (個別に書式設定されている場合を除く)。ま

た、新規作成するトピックでも同様です。[スタイルの変更] コマンドを使用すると、新しい属性が反映さ

れた状態で表示されます。 

 スタイルの既定値に戻す : トピックを、現在のスタイルの自動書式設定に戻す場合。 

詳細情報 : マップ レイアウト 

Tablet PC のオプション 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[Tablet PC] の順にクリックします。 

 これらのオプションは、Tablet PC を使用している場合にのみ表示されます。 

ペン モードで実行される MindManager の設定を変更するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[Tablet PC] の順

にタップします。 

全般オプション 

[すべての編集フィールドでインスタント入力パネルを表示する] : 任意の編集フィールドにフォーカスが設定されて

いるときに、小さなペン入力パネルが自動的に表示されます。 

[起動時にペン モードにする] : MindManager を自動的にペン モードで起動します。 

[ジェスチャのヒントを表示する] : ユーザーのジェスチャが MindManager により、どのように解釈されたかを示す

ヒントが表示されます。 
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インク テキスト 

[マップ内でインクのサイズを小さくする] : この値は、インク テキスト コントロールでインク テキストが入力また

は編集された後に、サイズをどれだけ縮小してマップに表示するかを定義します。範囲は 30 ～ 100% です (100% 

は縮小しないことを意味します)。既定値は 70% です。 

[インク入力フィールドの高さ] : これはインク テキスト入力フィールドの高さです。範囲は 30 ～ 100 ピクセルで、

既定値は 52 ピクセルです。 

インク スケッチ 

[マップ内でインクのサイズを小さくする] : この割合の値は、インク スケッチ コントロール内でインク スケッチの

図面が入力または編集された後に、サイズをどれだけ縮小してマップ内に表示するかを定義します。範囲は 30 ～ 

100% です (100% は縮小しないことを意味します)。既定値は 70% です。 

[既定の強調色] : この色は、新しいインク スケッチが挿入されたときの、既定の背景の塗りつぶし/強調の色として使

用されます。これは、[書式] タブの [色] グループの [塗りつぶしの色] コマンドを使用すると、スケッチごとに変更

できます。既定値は薄い黄色です。 

[ペンの筆圧に対応する] : インク スケッチ コントロールで筆圧に対応するペンを使用するかどうかを切り替えます 

(トピックのインク テキスト コントロールには影響しません)。既定ではオンです。 

左ききのユーザーの場合 

[全般] をタップし、[左きき用のユーザー インターフェイス] を選択します。 

Tablet PC のオプション 
これらのオプションを表示するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[Tablet PC] の順にクリックします。 

 これらのオプションは、Tablet PC を使用している場合にのみ表示されます。 

ペン モードで実行される MindManager の設定を変更するには、[ファイル] タブ、[オプション]、[Tablet PC] の順

にタップします。 

全般オプション 

[すべての編集フィールドでインスタント入力パネルを表示する] : 任意の編集フィールドにフォーカスが設定されて

いるときに、小さなペン入力パネルが自動的に表示されます。 

[起動時にペン モードにする] : MindManager を自動的にペン モードで起動します。 

[ジェスチャのヒントを表示する] : ユーザーのジェスチャが MindManager により、どのように解釈されたかを示す

ヒントが表示されます。 

インク テキスト 

[マップ内でインクのサイズを小さくする] : この値は、インク テキスト コントロールでインク テキストが入力また

は編集された後に、サイズをどれだけ縮小してマップに表示するかを定義します。範囲は 30 ～ 100% です (100% 

は縮小しないことを意味します)。既定値は 70% です。 

[インク入力フィールドの高さ] : これはインク テキスト入力フィールドの高さです。範囲は 30 ～ 100 ピクセルで、

既定値は 52 ピクセルです。 
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インク スケッチ 

[マップ内でインクのサイズを小さくする] : この割合の値は、インク スケッチ コントロール内でインク スケッチの

図面が入力または編集された後に、サイズをどれだけ縮小してマップ内に表示するかを定義します。範囲は 30 ～ 

100% です (100% は縮小しないことを意味します)。既定値は 70% です。 

[既定の強調色] : この色は、新しいインク スケッチが挿入されたときの、既定の背景の塗りつぶし/強調の色として使

用されます。これは、[書式] タブの [色] グループの [塗りつぶしの色] コマンドを使用すると、スケッチごとに変更

できます。既定値は薄い黄色です。 

[ペンの筆圧に対応する] : インク スケッチ コントロールで筆圧に対応するペンを使用するかどうかを切り替えます 

(トピックのインク テキスト コントロールには影響しません)。既定ではオンです。 

左ききのユーザーの場合 

[全般] をタップし、[左きき用のユーザー インターフェイス] を選択します。 

オーガナイザの [マーカーの一覧] のオプション 

  

[新しいマーカーの一

覧の追加] 

  

現在のマップから一覧を保存します。または、ディスクからオーガナイザにマーカ

ーの一覧を追加します。 

[マップ マーカーの一

覧] 

マーカーの一覧およびフォルダが一覧表示されます。マーカーの一覧とコレクショ

ン フォルダを一覧内の異なるフォルダにドラッグ アンド ドロップできます。 

[プレビュー] 現在選択されている一覧のプレビューが表示されます。 

[説明] 一覧の説明が表示されます (ある場合)。[変更] をクリックしてマーカーの一覧のコ

メントを入力すると、この説明が入力されます。 

[フォルダ コマンド]: 

[新規作成]、[削除]、

[名前の変更] 

現在のフォルダに対して実行されます。フォルダを削除すると、フォルダ内のマー

カーの一覧もすべて削除されます。 

[コマンド一覧] : 

[変更] 

  

一覧に新しいコメントを入力できます。 

[複製] 現在の一覧のコピーを作成します。名前は "コピー ～ ..." になります。 

[削除] 現在の一覧をディスクから削除します。 

[名前の変更] 現在選択されている一覧に新しい名前を入力できます。 

現在選択されている一覧をマップで使用するには、[適用] をクリックします。 

詳細情報 : マーカーの一覧オーガナイザの使用 

テンプレート オーガナイザのスタイルのオプション 

[新しいマップ 

スタイルの追加] 

  

システムの既定値を使用して新しい白紙のスタイルを作成するか、現在のマップからス

タイル設定を抽出するか、ディスクからオーガナイザにスタイルを追加します。 

MINDJET CATALYST - ワークスペースに保存されているファイルからオーガナイザにスタイ

ルを追加する場合は、最初にそのスタイル ファイル (.mmas ファイル) をローカルに保存

する必要があります。その後、ローカル ファイルからオーガナイザにスタイルを追加し

ます。 

[スタイルとコレ

クションの一覧] 

スタイルとコレクション フォルダの一覧が表示されます。スタイルとコレクション フォ

ルダをリスト内の異なるフォルダにドラッグ アンド ドロップできます。 
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[マップのプレビ

ュー] 

現在選択されているスタイルのプレビューが表示されます。 

[説明] スタイルの説明が表示されます (ある場合)。これは、スタイルの作成時にプロパティ ウ

ィンドウで入力されます。 

[フォルダ コマ

ンド]: 

[新規作成]、[削

除]、[名前の変

更] 

現在のフォルダに対して実行されます。フォルダを削除すると、フォルダのスタイルも

すべて削除されます。 

[テンプレート 

コマンド]: 

[変更] 

  

変更を加えられるように、スタイルの変更モードを開始します。 

[複製] 現在のスタイルのコピーを作成します。名前は "コピー ～ ..." になります。 

[削除] 現在のスタイルを削除します。 

[名前の変更] 現在選択されているスタイルに新しい名前を入力できます。 

選択されているスタイルを現在のマップに適用するには、[適用] をクリックします。 

詳細情報 : マップ スタイル オーガナイザの使用 

テンプレート オーガナイザの Web のオプション 

[新しい Web テンプレート

の追加]  

  

現在のマップの Web 書式設定の設定から Web テンプレートを作成するか、デ

ィスクからオーガナイザに Web テンプレートを追加します。 

[テンプレートとフォルダの

一覧] 

テンプレートとコレクション フォルダの一覧が表示されます。テンプレートを

一覧内の異なるフォルダにドラッグ アンド ドロップできます。 

[プレビュー] 現在選択されているテンプレートのプレビューが表示されます。 

[説明] テンプレートの説明が表示されます (ある場合)。 

[フォルダ コマンド]: 

[新規作成]、[削除]、

[名前の変更] 

  

現在のフォルダに対して実行されます。フォルダを削除すると、フォルダのテ

ンプレートもすべて削除されます。 

[テンプレート コマンド]: 

[変更] 

  

変更を加えられるように、テンプレート変更モードを開始します。 

[複製] 現在のテンプレートのコピーを作成します。名前は "コピー ～ ..." になりま

す。テンプレートの変更を開始する前に、この操作を行うことをお勧めしま

す。 

[削除] 現在のテンプレートを削除します。 

[名前の変更] 現在選択されているテンプレートに新しい名前を入力できます。 

このマップを次にエクスポートするときに現在のテンプレートを使用するには、[適用] をクリックします。 

詳細情報 : Web テンプレート オーガナイザの使用 
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トピックのコメント 

新しいコメントを追加するには、[コメントの追加]  ボタンをクリックしてから、クリックしてコメントの追加

を開始します。  

コメントを編集するには、コメントを選択してからクリックして、編集モードを開始します。新しいテキストを入

力します。 

特定のコメントを削除するには、そのコメントを選択して、[コメントの削除]  ボタンをクリックします。 

[次のコメント]  ボタンと [前のコメント]  ボタンを使用して、コメントの付いたトピックの間を移動しま

す。 

詳細情報 : マップのレビュー 

 [書式] - [配置] と [サイズと余白] 

[配置] タブで、[テキストの配置] のオプションを設定するか (テキストだけを含むトピックについて)、[テキストと

画像の配置] のオプションを設定 (画像とテキストの両方を含むトピックについて) します。 

[サイズと余白] の設定を入力し、すべての標準図形に適用することができます。カスタム図形を使用すると、プレビ

ュー画像でテキストの領域を設定できます。スペースの設定はテキストと画像のトピックに適用されます。 

どのタブでも、次の操作を行う場合は [スタイル] を使用します。 

 新しいスタイルの既定値として保存 : トピックのすべての書式設定を、このレベルの同じ種類のトピック

の自動スタイルとして保存する場合。設定は、現在のマップのスタイルの一部となります。このレベルに

ある既存のすべてのトピックでこれらの属性が使用されます (個別に書式設定されている場合を除く)。ま

た、新規作成するトピックでも同様です。[スタイルの変更] コマンドを使用すると、新しい属性が反映さ

れた状態で表示されます。 

 スタイルの既定値に戻す : トピックを、現在のスタイルの自動書式設定に戻す場合。 

詳細情報 : 書式設定 

トピックの番号設定オプション 

[番号設定] のオプション 

番号を設定するトピックのレベルの数 (5 まで) と、使用する番号設定のスタイルを選択することで、マップ内のト

ピックに番号設定を適用する方法を正確に制御できます。 

 [番号の付け方] では、あらかじめ設定された番号の付け方を選択できます。この設定をそのまま使用する

か、必要に応じてカスタマイズすることができます。 

 [深さ] ボックスでは、番号設定を行うレベルの数 (5 まで) を制御します。 

 [深さ] で指定したレベルより深い番号レベルまで番号設定を行う場合は、[繰り返しのオプション] を使用

します。 

     [同じ番号の付け方を繰り返す] : 番号設定全体を何回も繰り返します。たとえば、1.a.i.1.a.i.1.a.i... のよ

うになります。 

     [直前のスタイルを繰り返す] : 番号設定の最後のスタイルだけを繰り返します。たとえば、1.a. i. i. i. i. i... 

のようになります。 
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     [最後 2 つのスタイルを繰り返す] : 番号設定の最後の 2 つのスタイルだけを繰り返します。たとえば、I. 

1. a. i. a. i. a. i. a. i のようになります。 

     [番号の繰り返しなし] : [深さ] ボックスで指定したレベル以下では番号設定を表示しません。 

 [カスタマイズ] 領域には、各レベルの番号設定の種類を表すボタンと、レベル間の各区切り文字を表すボ

タンが表示されます。これらのボタンをクリックして、使用する番号や区切り文字の種類を変更します。

表示されるボタンの数は、[深さ] ボックスの設定によって異なります。 

 任意のレベルの番号設定の前にテキスト ラベルを追加するには、"ラベルの追加" フィールドで、目的のレ

ベルのボックスにテキストを入力します。 

 "ラベルの追加" フィールドでは、各レベルのボックスの横に番号設定の例がレベルごとに表示されます。 

 番号とラベルにはトピックのフォントが使用され、それらはトピックのテキストとはスペースで区切られ

ます。 

 番号設定のために開始トピックを選択した場合、または中心トピックを選択した場合は、[番号の削除] ボ

タンを使用できます (すべての番号が削除されます)。 

詳細情報 : トピックとオブジェクトの書式設定 

 [トピックの書式設定] - [図形と色] 

トピックで使用する図形を選択します。一般的に、マップでは MindManager の図形を使用することをお勧めしま

す。MindManager の図形はこの目的のために特別に設計されており、選択した線の色と塗りつぶしの色を使用し

て描画できるためです。特別な画像が必要な場合は、カスタム図形を選択します。 

選択した [線] の色は、トピックのコネクタと図形の外枠の色に影響します。 

塗りつぶしの色は強調表示として (図形のないトピックの場合)、またはトピック図形の内側で使用され、ここで透

過率を設定できます。 

[視覚効果] オプションを使用して、グラデーション塗りつぶしを有効または無効にすることができます。 

次の操作を行うには、[スタイル] ボタンを使用します。 

 新しいスタイルの既定値として保存 : トピックのすべての書式設定を、このレベルの同じ種類のトピック

の自動スタイルとして保存する場合。設定は、現在のマップのスタイルの一部となります。このレベルに

ある既存のすべてのトピックでこれらの属性が使用されます (個別に書式設定されている場合を除く)。ま

た、新規作成するトピックでも同様です。[スタイルの変更] コマンドを使用すると、新しい属性が反映さ

れた状態で表示されます。 

 スタイルの既定値に戻す : トピックを、現在のスタイルの自動書式設定に戻す場合。 

詳細情報 : 書式設定 

Word エクスポート - [詳細設定] 

リンク オプション 

トピックのリレーションシップとローカル トピックのハイパーリンク (同じマップ内のトピックへのリンク) を 

Word 文書にエクスポートするかどうか、および使用する接頭辞を選択します。これらは、ドキュメント内から関

連するトピックへのリンクになります。 

外部のドキュメントまたは場所へのハイパーリンクをエクスポートするかどうか、およびそれらで使用する接頭辞

を選択します。これらは Word 文書内のハイパーリンクになります。 
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チェック ボックスがオンの場合は、トピックの添付ファイルをエクスポートします。これにより添付ファイルから

は個別のファイルが作成され、エクスポートされた Word 文書と同じディレクトリに置かれます。これらのファイ

ルへのハイパーリンクは、ドキュメント内の適切な位置に挿入されます。 

マップ グラフィックス オプション 

[全般] タブでマップ グラフィックスのエクスポートを選択した場合は、使用するオプションを設定します。具体的

には、トピックの詳細レベル (どのくらいの深さか) と画像の幅を設定します。 

ヘッダーとフッター 

各ページにヘッダーおよびフッターとして表示されるテキストを入力します。 

詳細情報 : Microsoft Word との連携 

Word エクスポート - [テンプレート] 

使用する Word テンプレート (.dot ファイル) を選択します。[スタイルのマッピング] では、マップ トピックのレベ

ルごとに作成する、新しい "MM" スタイルの基盤として使用する Word のスタイルを選択できます。トピックの既

定のスタイル設定に戻すには、[既定値] をクリックします。 

詳細情報 : Microsoft Word との連携 

Word エクスポート - [全般] 

アウトラインの番号設定 

アウトラインの番号設定、深さ、およびインデントを選択できます。番号設定を行わないようにするには、[番号の

付け方なし] オプションを使用します。 

仕事属性のエクスポート 

エクスポートする属性のチェック ボックスをオンにすることで、マップに追加した任意の仕事情報をアウトライン

にエクスポートできます。仕事の属性は、エクスポートされたドキュメントではトピックの見出しの下にある表に

表示されます。 

エクスポート オプション 

次のものをエクスポートに含めるかどうかを選択します。 

アイコン マーカー : これらは画像になります。 

トピックのノート (さらに、Tablet PC を使用して追加されたインク ノートを含めるかどうか) : テキストのノート

は標準のテキストの段落になり、インクの内容は通常のノートの下に画像として表示されます。 

吹き出しトピック : トピック見出しの下に表として表示されます。 

レビューのコメント : トピック見出しの下に表として表示されます。 

タグ : トピック見出しの下に表として表示されます。 

ドキュメントの最初の概要マップ : 文書の上部に画像として追加されます。 

[詳細設定] タブで、この画像の詳細レベルとサイズを設定できます。 

ドキュメントの先頭に目次を挿入する : ドキュメントの最初の概要マップの下 (含まれている場合) にトピックとペ

ージ番号を表示します。 
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ノート、仕事、およびレビュー コメントのないトピックをスキップする : 内容 (ノート、仕事、およびレビューの

コメント) があるトピックだけをエクスポートします。 

スプレッドシートとカスタム プロパティをエクスポートする : 表として取り込まれます。 

詳細情報 :Microsoft Word との連携 
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