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第 1 章 MINDMASTER について

MindMaster は、アイデアを視覚的かつ論理的に表示するために設計されています。

MindMaster 6 は問題解決、時間管理、ビジネス戦略計画またはプロジェクト管理などの

ために活用できます。

MINDMASTER V6.0の特色

1.内蔵事例

MindMaster に組み込まれた既製の事例とテンプレートに、ビジネス、教育、管理、

個人など様々な分野が網羅されています。新しいデザインと多様化したスタイルが

MindMaster の優勢となります。

2.タスク管理のガントチャート表示

タスク機能により、マインドマップモードとガントチャートモードの両方でプロジ

ェクトタスクを管理できます。

3.スライドベースのプレゼンテーション

スライドベースのプレゼンテーションの機能は、ユーザーがマインドマッピングと

プレゼンテーションを高度に統合できるようにします。ワンクリックでスライドペ

ージを自動作成するのは可能です。
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4.スタイルとテーマ

MindMasterは様々なおしゃれなテーマとレイアウトセットを提供しています。フォ

ント、図形、色及び線は、それぞれのスタイルに合わせて丁寧に設計されています。

5.パワフルなツールボックス

 関連線

ユーザーは 2 つのトピックの間に関係線を挿入できます。MindMaster で矢印方

向の位置を自動的に調整できます。関係線のラインスタイル、色、テキストも変

更できます。

 吹き出し

吹き出しは強調されたテキストの表現であり、トピック内容の補助説明にも使わ

れます。

 囲み

囲みは、特定のコンテンツを強調するためにトピックをまとめてグループ化する

ために使用されます。MindMaster で、囲みの枠について様々なスタイルを選択

できます。

 要約

要約を追加して、サブトピックの集合を別の単一のトピックにまとめ、必要に応

じて新しいトピックがより多くのサブトピックを生成できるようにすることがで

きます。

 マーク

マークはトピックの内容を説明し、マインドマップをより鮮明に表示するのに役

立ちます。あらかじめ定義されたマークグループが多数あり、カスタムマークグ

ループを作成することもできます。

 クリップアート

クリップアートライブラリを介して、マインドマップを飾り、より素敵なデザイ

ンに仕上げることができます。MindMaster には数千のクリップアートが含まれ

ており、ユーザーが視覚的なマインドマップを作成するのに役立ちます。

 画像

あなたのコンピュータから任意の画像を挿入することができます。オーバーサイ

ズの画像を圧縮してファイルサイズを節約することができます。

 ハイパーリンク
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詳細な表示をサポートするための参照を作成するためにハイパーリンクを追加す

ることができます。ウェブアドレス、ファイル、フォルダまたは現在のドキュメ

ント内の図形やトピックなど、様々なハイパーリンクを追加できます。

 添付ファイル

MindMasterで、外部ファイルを単一のトピックに添付することができます。

 注釈

注釈を挿入してトピックに詳しい説明を付けることができます。画像付きの注釈

もサポートされます。

 コメント

MindMaster はクラウドベースのチームコラボレーションのための同期コメント

機能を提供します。

 タグ

トピックの下にテキストを表示することにより、トピックに表記を与えるタグを

挿入できます。

6.虹の色

虹の色、単色、対称色、交替色という 4 つのスタイルのマインドマップ配色を提供

しています。

7.手描きスタイル

ワンクリックで、マインドマップを手書きの外観に変更することができます。

8.アウトラインモード

アウトラインモードは、ユーザーがマインドマップのコンテンツをテキストのアウ

トライン形式で表示するのに役立ちます。

9. Cloud

MindMaster Cloud（個人とチーム）を介して、マインドマッピングファイルを簡単に

保存したり、いつでもどこでも、チームメンバーと簡単に共同作業できます。

10.ドリル

ドリル機能で、ユーザーが選択したトピックを中央揃えにし、さらに選択内容とそ

の子トピックの他にすべてのトピックを折りたたんで、特定のトピックに集中でき

るようにします。
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11.ファイル回復

マップが保存せずに誤って閉じられた場合、ユーザーが保存されていないマップを

回復するのに役立ちます。

12.共有

SNS に投稿したり、他人にシェアしたりするために、リンク付きのマインドマップ

を共有することができます。

14.インポート

MindMasterにより、MindManager、Xmind、Edraw ファイルをインポートして、再編

集できます。

15.エクスポート

MindMaster ドキュメントを画像、 PDF、Word、 Excel、 PPT、 Html、 SVG 、

MindManager ファイルなどの形式にエクスポートできます。

16.クイックマッピング

マインドマッピングの効率を高めるために、キーボードショートカットの一覧表が

用意されています。

第 2 章 MINDMASTER から始めよう

インストール

https://www.edrawsoft.com/jp/download-mindmaster.php から MindMasterのインストール

パッケージをダウンロードし、「.exe」ファイルをダブルクリックしてパッケージをイ

ンストールします。

有効化

インストールが完了したら、ライセンスコードでソフトウェアを有効化にすることがで

きます。ライセンスコードをお持ちでいない場合は、Pro 版をクリックして注文してく

ださい。

1. ソフトウェアインストールフォルダにおける MindMaster.exe を右クリックしま

す。「管理者として実行」を選択します。

2. リボンにおける「ヘルプ」タブをクリックします。

https://www.edrawsoft.com/jp/download-mindmaster.php
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3. 「ヘルプ」タブの「有効化」ボタンをクリックします。

4. ライセンス名（任意の名前が可能）とライセンスコードを入力します。

5. 有効化をクリックして、有効化ウィザードを実行します。

無効化

MindMaster をあるコンピュータから別のコンピュータに移動する場合は、無効化が必要

です。無効化化の操作は 30 日に 1 回のみ行うことができます。

操作は以下の通りです：

1. ヘルプメニューにおける無効化ボタンをクリックします。

2. 無効化を選択すると、現在のコンピュータの MindMaster がライセンスされてい

ないバージョンに変わり、他のデバイスで有効にすることができます。

クラウドアカウントにログイン

MindMasterクラウドアカウントにログインして、クラウドサービスを使用して、マップ

を共有することができます。

更新のチェック

1. メニューバーにおけるヘルプをクリックします。

2. 更新のチェックをクリックします。

3. MindMasterはバージョンを確認して自動的に更新するのに役立ちます。
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ユーザーインターフェース一覧

MindMaster プログラムのインターフェイスには、マインドマップを作成できる初期と全

体的なウィンドウが表示されます。ここでは、ファイルタブ、クイックアクセスツール

バー、リボン、右側のツールバー、ステータスバーがそれぞれの位置に表示されます。

クイックアクセスツールバー

クイックアクセスツールバーから、元に戻す/やり直す、新規作成、ファイルの開き、保

存、印刷、エクスポートなどのクイックツールがあります。右側のミニの下向きの矢印

をクリックすることで、これらのボタンの表示や非表示を設定することができます。ま

た、クイックアクセスバーをリボンの上部または下部に配置することもできます。

リボン

1.ホームタブ

「ホーム」タブでは、トピック、関連線、吹き出し、マーク、クリップアート、画像、

ハイパーリンク、添付ファイル、注釈、コメントまたはタグを挿入できます。レイアウ

トの選択、トピックの番号付け、水平または垂直間隔の設定などもあります。
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2.ページスタイル

「ページスタイル」タブでは、マインドマップのスタイルを設定できます。ここでテー

マスタイル、テーマのフォントとテーマの色を選択できます。また、虹の色の配色スタ

イルや、手描きスタイルでマインドマップを設定します。マインドマップの背景を編集

または削除することも、自分の透かしをカスタマイズすることもできます。

3.スライドショー

「スライドショー」タブでは、スライドを 1 つずつ作成したり、ブランチに基づいてス

ライドページを自動生成したりすることができます。スライドページのコンテンツを自

由に編集したり削除したりできます。作業が完了すると、フルスクリーンで出来上がり

をプレビューして、PPT にエクスポートしたり、印刷したりすることができます。

4.ガントチャート

「ガントチャート」オプションを使用すると、ガントチャートを作成、編集、及びエク

スポートすることができます。検索と置換とスペルチェック機能も使用したり、記号と

特殊文字を追加したりすることで、作業内容を再確認できます。異常の場合（ラップト

ップの電源切断など）には、ファイル回復機能を使用して作業を回復することができま

す。

5.表示
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「表示」タブには、ドキュメントの様々な表示オプションが表示されます。マインドマ

ップを表示するレベルの数を選択できます。特定のトピックやブランチに集中すること

もできます。マップ図面を拡大/縮小したり、ページ全体の表示、またはページの幅を基

準にの表示、マインドマップの表示をワンクリックで設定できます。

6.ヘルプ

「ヘルプ」タブからは、チュートリアル、お問い合わせ、キーボードショートカット、

有効化とアップデートのためのボタンなど、関連するガイドを簡単に見つけることがで

きます。

右側ツールバー

1.スタイル

右側ツールバーには、スタイル、アウトライン、マーク、クリップアート、およびタス

クパネルの合計 5 つのタブがあります。ページセクションでは、マインドマップ全体的

なスタイル、レイアウト、色、テーマ、配色などを変更できます。マップの背景や透か

しを編集し、手描きスタイルに切り替えるなどの追加機能があります。
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2.アウトライン

「アウトライン」タブでは、マップをテキストアウトラインモードで表示するか非表示

にするかを選択できます。右上隅に、ミニボタンをクリックしてアウトラインを PDF、

Word、Excel または PPT 形式にエクスポートできます。

3.マーク

「マーク」タブでは、優先度、進行状況、顔文字、矢印、フラッグ、スターなどのマイ

ンドマップの共通マークを表示できます。右上の「マークグループの管理」ボタンをク

リックすると、自分のマークグループを追加、管理できます。

4.タスクパネル



14

タスクパネルでは、開始日と終了日、期間、リソース、優先度、進行状況などのタスク

情報をトピックに追加できます。ガントチャートボタンをクリックして、ガントチャー

ト表示に切り替えることもできます。

5.クリップアート

クリップアートタブでは、あなたのマインドマップを飾るための既製のクリップアート

やアイコンを利用することができます。カテゴリ別にブラウズできます。一番上の検索

ボックスで好みのものを検索することもできます。

対応 OS

 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 と Windows 10

 Mac OS X 10と今後のバージョン

 Linux（Debian、Ubuntu、Fedora）

 少なくとも 1 GB RAM

 少なくとも 850 MBのディスク空き容量
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お問い合わせ

ご不明なところがある場合は、support@edrawsoft.com にご連絡ください。

第 3 章 トピックの挿入

トピックの挿入のキーボードショートカット

対象 ショートカットキー

中心トピック 自動生成

トピック/兄弟トピック Enter

前方のトピック Shift + Enter

子トピック Insert / Ctrl + Enter

親トピック Shift + Insert

フローティングトピック Ctrl + Shift + F +マウスクリック

複数のトピック Ctrl + Shift + M

メイントピックを挿入

（Enter）

メイントピックを 4 つの方法で追加できます。

1. Enter キーを押すことで、メイントピックをすばやく追加できます。

2. 中心トピック上のアクションボタン をクリックして、メイントピックも生成

できます。

3. 「ホーム」タブの「トピック」ボタンをクリックします。
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ヒント：

「トピック」ボタンの下に 3 つのオプションがあります。

a. トピック（Enter）：選択したトピックの後にトピックを挿入します。

b. 前方にトピックを挿入（Shift + Enter）：選択したトピックの前方にトピ

ックを挿入します。

c. 親トピックを挿入（Shift + Insert）：選択したトピックの親トピックを挿

入します。

4. 複数のトピックボタンを使用します。

サブトピックを挿入

（Insert；Ctrl+Enter）

サブトピックを追加するには 4 つの方法があります。

1. トピックを選択します。キーボードの Insert キーまたは Ctrl + Enter キーを押して

サブトピックを追加します。

2. トピック上のアクションボタン をクリックします。

3. トピックを選択します。「ホーム」タブの「サブトピック」ボタンをクリックし

ます。

4. 複数トピックボタンを使用します。

フローティングトピックを挿入

（Ctrl+Shift+F）

フローティングトピックは、マインドマップ本体構造との接続がない独立するトピック

です。

フローティングボタンを追加するには、次の操作を行ってください。



17

1. キーボードで Ctrl + Shift + F を押し、任意の位置にマウスポインタを置き、フロ

ーティングトピックを生成します。

2. 「ホーム」タブの「フローティングトピック」ボタンをクリックします。

複数トピックを挿入

（Ctrl+Shift+M）

一度に複数のトピックをまとめて追加する場合は、複数トピックの挿入を使用しま

す。

1. 「ホーム」タブの「複数トピック」ボタンをクリックする、またはキーボード

の Ctrl + Shift + M を押します。

2. ポップアップダイアログでトピックテキストを入力し、Enter キーを押して新し

いトピックの入力に入ります。

3. OK をクリックします。

トピックを移動

トピックを移動するには、ドラッグして目的の位置にドロップします。また、ショート

カットキーを使用して、トピックを同じレベル内で上下左右に移動することもできます。
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ドラッグ＆ドロップでトピックを移動

マインドマップ上の任意のサブトピックをクリックして新しい位置にドラッグするだけ

で、それを任意の位置に自由に配置することができます。トピックの移動先を示す視覚

的なサインが表示されます。すべてのトピック（中心トピックを除く）とブランチを移

動して、親トピック、サブトピック、またはメイントピックに配置できます。

トピックの移動のキーボードショートカット

以下はトピックを移動するためのキーボードショートカットです。

操作 ショートカット

トピックを前方に移動 Ctrl + Shift +上矢印

トピックを後ろに移動 Ctrl + Shift +下矢印

トピックを最初に移動 Ctrl + Shift + Home

トピックを終わりに移動 Ctrl + Shift + End

トピックを左側に移動 Ctrl + Shift +左矢印

トピックを右側に移動 Ctrl + Shift +右矢印

トピックを削除

（Ctrl+Z）

選択したトピックを削除

サブトピックを留める上に、選択したトピックのみ削除することができます。

1. ターゲットトピックを選択します。

2. 右クリックし、「選択したトピックを削除」を選択します。

3. 選択したトピックが削除されます。

4. 残りのサブトピックは自動に上位レベルに移動されます。
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選択したトピックとそのことピックを削除

すべてのサブトピックと吹き出しを含むトピックを削除できます。

1. トピックを選択します。

2. 右クリックして、「削除」を選択します。

3. トピックとそのサブトピックがすべて削除されます。

トピックを切り取り、コピー、貼り付け

（Ctrl+X；Ctrl+C；Ctrl+V）

コピー＆貼り付け機能により、トピックやブランチをすばやくコピーして、フローティ

ングトピックとして、または選択したトピックのサブトピックとして貼り付けることが

できます。

1. ターゲットのトピックやブランチを選択します。

2. 「ホーム」タブに移動し、「コピー」ボタンをクリックします。（または Ctrl +

C キーを押します）

3. トピックを選択して、または空白部分をクリックし、「貼り付け」ボタンをクリ

ックします。（または Ctrl + V キーを押します）

ヒント：
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切り取り＆貼り付けを使用して、トピックをある場所から別の場所に移動できます。

トピックテキストを編集

トピックの図形をダブルクリックすると、トピック内容のテキストを編集できます。ト

ピックの内容をすばやく編集するためのショートカットは以下の通りです。

操作 ショートカット

編集モードを開く F2

カーソルをトピックテキストの終わりに移動 Space

カーソルをトピックテキストの最初に移動 Shift + Space

編集を終了 Enter / Esc

トピックテキストを改行 Shift + Enter / Ctrl + Enter

行の最初に移動 Home

トピックテキストの最初に移動 Ctrl + Home

トピックテキストの終わりに移動 Ctrl + End

トピックテキストの編集をキャンセル Esc

検索 Ctrl + F

次のを検索 Enter

スペルチェック F7

トピックを選択

トピックタイプまたはレベル別にトピックを選択できます。右クリックし、選択するト

ピックを選択します。以下の選択を提供します。

 すべてのトピック

 すべての兄弟トピック

 すべての親トピック

 すべてのブランチ

 次のレベル

 すべての関連線

 すべての囲み

 すべての要約

 すべてのフローティングトピック
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 すべてのの吹き出し

トピックを検索

（Ctrl+F）

トピック、ラベル、境界線、吹き出し、要約、または注釈でのテキストをすばやく見つ

けることができます。

1. ショートカット Ctrl + F を使用します。

2. または「ガントチャート」タブの「検索と置換」ボタンをクリックします。

第 4 章 要素の挿入

画像の挿入

（Ctrl + Shift + P）
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マインドマップをより視覚化にするためには、画像が必要とされます。MindMaster では、

トピックに画像を挿入できます。それは、GIF、JPG、PNG、ICO、BMP、TIF などの様々な

画像形式をサポートしています。

ローカル画像を挿入

1. トピックを選択します。（トピックを選択していない場合、画像はフローティン

グトピックに追加されます）

2. 「ホーム」タブの「画像」ボタンをクリックする、またはトピックを右クリック

して挿入における画像オプションを選択します。

3. PC から画像を選択します。

4. 開くボタンを押します。

5. 画像のサイズを調整するための選択ハンドルをドラッグします。

ヒント：

1. 画像が大きすぎる場合は、画像を圧縮するかどうかを決定するために画像を開い

た後にポップアップウィンドウが表示されます。

2. デフォルトでは、画像はトピックテキストの左側に追加されます。画像をドラッ

グして位置を変更することができます。

添付ファイルの挿入

（Ctrl + H）
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MindMaster は、数量制限のない添付ファイルの挿入をサポートしています。添付ファイ

ルはマインドマップに自動的に保存されます。

1. トピックやサブトピックを選び当てます。

2. 「ホーム」タブの「添付ファイル」をクリックする、またはトピックを右クリッ

クして挿入における添付ファイルオプションを選択します。

3. パスを押して添付ファイルを選択します。

4. 必要に応じて、添付ファイルの名前を変更します。

5. もっと添付ファイルを追加するには、新規をクリックします。

6. 削除をクリックして添付ファイルを削除します。

ヒント：

添付ファイルアイコンは、トピックの右上隅にあります。アイコン上にマウスカーソル

を置くと、添付ファイルの名前が表示されます。添付ファイル名をクリックして添付フ

ァイルを開きます。

ハイパーリンクの挿入

（Ctrl + K）
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マインドマップの参照として、ハイパーリンクは、現在のドキュメント、ファイル、ア

プリケーション、インターネットアドレスなどを含みます。

ハイパーリンクは、以下のことにリンクできます。

1. 現在のドキュメントの他のページまたはトピック

2. ファイルまたはアプリケーション

3. フォルダ

4. Web URL

現在のドキュメントのページやトピックのハイパーリンク

1. ハイパーリンクを挿入しようとするトピックを選択します。

2. 「ホーム」タブの「ハイパーリンク」をクリックする、またはトピックを右クリ

ックして「ハイパーリンク」オプションを選択します。

3. 現在のドキュメントを選択します。

4. 特定のトピックにリンクするには、図形リストから図形 ID を選択します。

5. もっとハイパーリンクを追加するには、新規をクリックします。

Web URL のハイパーリンク

1. ハイパーリンクのポップアップウィンドウで、インターネットアドレスを選択し

ます。

2. 「アドレス」ボックスに、http://、ftp://、または mailto:で始まる Web サイト、

FTP サイト、または電子メールアドレスなどのアドレスを入力します。

h
h
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3. 「説明」ボックスに、リンクの名前を入力します。このテキストは、ハイパーリ

ンクアイコンに表示されます。

4. 「新規」をクリックしてもっとハイパーリンクを追加します。

5. OK をクリックします。

ファイルやアプリケーションのハイパーリンク

1. ハイパーリンクのポップアップウィンドウで、ファイルまたはアプリケーション

を選択します。

2. 「参照」をクリックし、ファイルを選択します。

3. 「説明」ボックスに、リンクの名前を入力します。このテキストは、ハイパーリ

ンクアイコンに表示されます。

4. OK をクリックします。

ハイパーリンクを変更/削除

1. ハイパーリンクを変更/削除するトピックを選択します。

2. ハイパーリンクをクリックします。

3. ハイパーリンクを変更するには、ハイパーリンクの一覧でハイパーリンクを選択

し、必要な変更を加えて、OK をクリックします。

4. ハイパーリンクを削除するには、ハイパーリンクの一覧でハイパーリンクを選択

し、削除をクリックします。

ヒント：

ハイパーリンクアイコンは、トピックの右上にあります。ポインタをアイコンに移動す

ると、クリックするためのリンクが表示されます。

コメントの挿入

（Ctrl + Shift + T）

コラボレーションチームからの特定のトピックまたはサブトピック上のコメントは、共

同作業、情報交流に役立ちます。同僚や上司からの賞賛や提案をクラウドベースで直接

受け取ることができます。

1. トピックまたはサブトピックを選択します。

2. 右側のツールバーのコメントボタンをクリックする、またはトピックを右クリッ

クしてコメントオプションを選択します。

3. ダイアログボックスにコメントを入力します。
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4. コメントの内容を編集済んだら、「送信」をクリックします。

5. ダイアログの下部にある「修正」をクリックして、現在のコメントを編集します。

6. 削除をクリックしてコメントを削除します。

コメントが追加されると、トピックの右上隅に緑色のチャットアイコンが表示されます。

カーソルをアイコンに置くと、名前、日付、コメントが表示されます。

ヒント：

1. コメントの前に、MindMaster クラウドアカウントにログインしてください。そ

うでない場合、コメント作成者の名前はコンピュータのユーザーの名前になりま

す。

2. 同じトピックでさらにコメントを追加できます。

注釈の挿入

（Ctrl + T）

マインドマップは常にキーワードで簡潔化されたものであるから、詳細を本体に入れる

ことはできません。注釈は不適切な情報がもたらす問題を解決することができます。テ

キスト、画像、日付の形式で注釈を追加して、マインドマップを充実させることができ

ます。

1. ターゲットトピックやサブトピックを選択します。

2. 「ホーム」タブの「注釈」をクリックする、またはトピックを右クリックして注

釈オプションを選択します。

3. ポップアップウィンドウで注釈の内容を入力します。

4. 画像アイコンをクリックして画像を挿入します。

5. 日付アイコンをクリックして日付を挿入します。
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6. ツールバーのテキスト書式設定オプションでテキスト書式を編集します。

7. 注釈を確認するには、カーソルを注釈アイコンの上に移動します。

クリップアートの挿入

（Ctrl + Shift + I）

MindMaster は、豊富なベクタークリップアートを含むクリップアートライブラリを提供

しています。

1. 「クリップアート」をクリックする、または右側のツールドバーの「クリップア

ート」アイコン をクリックします。

2. クリップアートを選択します。

3. ライブラリアイコン をクリックして、カテゴリからクリップアートを選択

します。

4. クリップアートライブラリから必要の図形を検索するには、検索バーにキーワー

ドを入力します。

5. クリップアートをダブルクリックして選択したトピックに追加する、またはター

ゲットのトピックやキャンバスの空白領域にクリップアートをドラッグ＆ドロッ

プします。

ヒント：

トピック内のテキストの 4 方向にクリップアートを挿入することができます。
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マークの挿入

（F9）

マークは、単語の単調さを避け、焦点を顕著に表示するために使用されます。あらかじ

め定義されたマークグループからマークを追加したり、自分のマークグループを作成し

たりすることができます。

トピックにマークを挿入

1. マークするトピックを選択します。

2. F9 を押す、「ホーム」タブのマークボタンをクリックする、右側のツールバー

からマークアイコンをクリックする、3 つ方法の 1 つを選んでマークパネルを開

きます。

3. トピックに必要のアイコンをクリックします。

4. 必要であれば、複数のグループのアイコンを追加します。

ヒント：

1. グループ内のマークは相互に排他的（グループ内のマークは 1 つのみトピックに

追加できます）で、非排他的（グループの複数のマークをトピックに追加できま

す）である 2 種類のグループがあります。

2. マークがトピックに追加されたら、そのマークをクリックすると、同じグループ

の別のマークに変える可能です。

マークグループを管理

マークパネルの表示を変更することができます。マークパネルに 2 つの表示方式があり

ます。1 つはテキストバージョンリスト表示で、もう 1 つはデフォルトのタイル表示で

す。表示を変更する場合は、他の表示のボタンをクリックしてください。
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マークグループを新規作成

特定の目的に自分のマークグループを作成することができます。

1. マークパネルの上部で、マークグループの管理ボタン をクリックします。

2. 「グループを追加」をクリックし、名前を変更します。

a. このグループのマークが相互に排他的で設定する場合は、ミューテック

スを選択します。

b. 「マークを追加」をクリックして、ローカルディスクのマークをグルー

プに挿入します。

c. 削除をクリックして、グループからマークを削除します。

未使用のマークを隠す

右側のツールバーにおける ボタンをクリックすることで、未使用のマークを隠して、

使っているマークに集中できます。

タグの挿入

（Ctrl + G）

タグは、そのトピックの下に短い情報を提示するテキスト注釈の 1 つで、識別、強調、

および伝達に広く使用することができます。
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タググループを作成

1. ツールバーの「タグ」ボタンをクリックする、またはトピックを右クリックしてタ

グオプションンを選択し、タグの管理ウィンドウに入ります。

ヒント：マーク管理パネルの右側のツールバーにあるタグボタンを見つけることもでき

ます。マーク管理パネルをクリックすると、右上にタグの管理ボタンがあります。

2. 1 行に 1 つのタグテキストを入力します。

3. グループに追加するには、「追加」をクリックします。

タグを挿入

1. ターゲットトピックを選択します。

2. ツールバーの「タグ」をクリックします。

3. 作成したグループから 1 つのタグを選択しますて、挿入します。

タグを管理

1. グループを追加ボタンをクリックし、もっとグループを作成します。

2. タグをダブルクリックして、名前を変更します。

3. 不要なグループを削除するには、「グループを削除」をクリックします。
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関連線の挿入

（Ctrl + R）

トピックが直接接続されていませんが、その間に関連性があります。この関連を示すた

め、関連線を挿入できます。

1. 関係を示す必要のあるトピックを選択します。

2. 「ホーム」タブから関連線ボタンをクリックします。

3. ポインタをもう 1 つのターゲット図形に移動してクリックします。

4. 関連線が追加されるようになります。

5. レベルをダブルクリックしてテキストを編集します。

ヒント：

1. 2 つの黄色のハンドルを動かして線の角度を変更できます。

2. 関連線パス上のテキストの揃え方は、右側のツールバーで設定できます。

吹き出しの挿入

（Alt + Enter）

吹き出しは、マインドマップの視聴者にマインドマップをよりわかりやすく理解させる

ための視覚的要素です。それは "フィードバックを与える"、 "重要"、 "これを忘れない"

など補助説明の意味を持っています。
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吹き出しを挿入

1. トピックを選択します。

2. 「吹き出し」ボタンをクリックする、またはトピックを右クリックして挿入にお

ける吹き出しを選択します。

3. 吹き出しにテキストを入力します。

4. 図形を変更するには、吹き出しを右クリックします。

5. 代替の図形形状は、右側のツールバーで変更することができます。

ヒント：

吹き出しは、サブトピックを挿入することによって既存のトピックを明確にするために

分岐することができる浮動トピックとみなすことができます。

囲みの挿入

（Ctrl + Shift + B）

囲みは、トピックとサブトピックを枠で囲んで、マインドマップの特定のセクションを

強調表示します。

囲みを挿入

1. 同じレベル（垂直または水平または両方）でグループ化される必要があるトピック

を選択します。

2. 囲みをクリックして、または選択したオブジェクトを右クリックして「挿入」ボタ

ンをクリックし、「囲み」をクリックします。

囲みスタイルをカスタム

1. 囲みの枠をクリックすると、右側のツールバーにスタイルタブが表示されます。
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2. 塗りつぶしの色、囲み形状、影、および枠のスタイルを変更して、マインドマップの

デザインにあわせます。

囲みを削除

囲みが必要ない場合は、境界を右クリックして「削除」ボタンをクリックして、または

キーボードの「Delete」を押します。

要約の挿入

（Ctrl + ]）

要約は、より深い理解のために、複数のトピックをまとめてきた単一のトピックとして

の結論のことです。MindMaster で、ワンクリックで要約を挿入することができます。

1. まとめる必要があるトピックを選択します。

2. 要約ボタンをクリックして、または選択したオブジェクトを右クリックして、挿入

ボタンをクリックして、要約オプションを選択します。
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3. 「+」ボタンをクリックして、要約のトピックを挿入します。

4. 要約のテキストを入力します。

第 5 章 マインドマップのレイアウト

トピックの配置は、マインドマップのレイアウトオプションに応じて変わります。レイ

アウトオプションを使用すると、マップの配置スタイルやトピックの展開方向を変更で

きます。

マインドマップのレイアウトを変更

1. マウスポインタを空白に置き、または「中心トピック」図形をクリックします。

2. ホームタブに移動してレイアウトをクリックして、または右側ツールバーにのス

タイルをポイントして、レイアウトボタンをクリックします。

3. マインドマップのレイアウトスタイルを選択します。
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コネクタースタイルを変更

MindMastersにいくつかの異なるコネクタースタイルがあり、一度にすべてのコネクタ

ーのスタイルを変更したり、特定のトピックまたはブランチに対してコネクタースタイ

ルを選択したりできます。

すべてのコネクタースタイルを変更

何も選択しないと、コネクタースタイルの変更はトピックの最初のレベルにのみ適用し

ます。すべてのコネクターのスタイルを変更するには、まず Ctrl + A を押してマップ全体

を選択する必要があります。

1. Ctrl + A キーを押してマインドマップマップ全体を選択します。

2. スタイルパネルのコネクタースタイルボタンをクリックします。

3. メニューからお気に入りのコネクタースタイルを選択します。
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特定トピックのコネクタースタイルを変更

1. コネクタースタイルを変更しようとする親トピックを選択します。

2. スタイルパネルのコネクタースタイルをクリックします。

3. メニューからお気に入りのコネクタースタイルを選択します。

特定ブランチのコネクタースタイルを変更

1. コネクタースタイルを変更しようとするブランチを全体選択します。

2. スタイルパネルのコネクタースタイルをクリックします。

3. メニューからお気に入りのコネクタースタイルを選択します。

番号の設定

番号の設定は、指定されたレベルまでのすべてのサブトピックのトピックテキストの先

頭に番号をつけます。トピックを追加、削除、または再編成すると、マップの番号が自

動的に変更されます。アウトラインレビューに切り替えると、アウトラインに同じ番号

付けのスキームが使用されます。

番号を追加

1. 番号を付けようとするサブトピックの親トピックを選択します。

2. 番号の設定ボタンをクリックします。

3. 番号のタイプとレベルを選択します。

ご注意：
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番号は時計回りに自動的に追加されるから、手動で編集することはできません。

番号を削除

1. 番号を削除しようとするサブトピックの親トピックを選択します。

2. 番号の設定ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから「番号を削除」を選

択します。

間隔設定

トピック間の間隔は、水平と垂直の両方向でデフォルトに設定されます。間隔の単位は

ミリメートルで、デフォルト値は水平と垂直の両方で 30 です。

デフォルトの間隔値を調整するには、次の操作を行ってください。

1. 「ホーム」タブで、上矢印と下矢印をクリックして数値を増減します。

2. Enter キーを押して調整をマップに応用します。

3. それとも、デフォルト値の 30 をダブルクリックして必要の数値を直接入力し、

Enter キーを押します。

ご注意：

1. 最大値は水平 100 と垂直 100 で、最小値は水平 20 と垂直 12 です。

2. マインドマップ内の特定の部分のトピック間の距離を変更するには、まず特定の

トピックを選び当ててから、上記の手順に従ってください。

第 6 章 テーマとスタイル

テーマ

テーマを適用

マインドマップの全体的な外観は、その基礎となるマップのテーマによって決まります。

マインドマップのテーマは、テーマカラー、テーマフォント（見出しと本文の両方のフ

ォント）、テーマ効果（線と塗りつぶしの両方のエフェクト）を含み、マップ内の様々

な要素に使用されるデフォルトのスタイル設定のコレクションです。

1. 中心トピック図形の形状を選択してください。

2. ページスタイルタブ、または右側のツールバーにおけるスタイルパネルからテー

マボタンをクリックします。
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3. 内蔵のテーマからお気に入りのを選択します。

テーマフォントと色を変更

テーマを適用すると、さらにテーマのフォントやテーマの色を変更することもできます。

1. 空白部分をクリックして、何も選択していないことを確認します。

2. スタイルパネルのテーマセクションで、テーマフォントとテーマの色ボタンをク

リックします。

ヒント：

マインドマップのデフォルトフォントを設定し、テーマフォントの代わりにデフォルト

フォントを使用することができます。
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「オプション」メニューの「テーマ」をクリックし、「テーマフォントの代わりに既定

フォントを使用する」にチェックを入れ、マップのデフォルトフォントを選択します。

虹の色スタイル

虹の色スタイルを使用すると、テーマの色をどのように配布するかを選択できます。そ

れには、単一色、虹の色、対称色、交替色という 4 種類の配色があります。

虹の色スタイルの使い

ページスタイルタブに移動して、またはスタイルパネルに移動して虹の色スタイルオプ

ションを設定します。

1. 単一色

単一色ボタンをクリックして、すべてのブランチは単一の色に変わります。

2. 虹の色

虹の色スタイルを選択すると、各ブランチが虹のように異なる色で表示されます。
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3. 対称色

対称色を適用して、ブランチの配色スタイルが左右対称に変わります。

4. 交替色

交替色モードの下で、ブランチが 2 つの色のみに交替で表示されています。

手描きスタイル

マインドマップのデフォルト効果は標準スタイルです。手描きのスタイルは、デフォル

トの線と図形の枠線を自然な波線に変え、デザインに手描きの外観を与えます。

手描きスタイルの使い

1. 空白の部分にクリックして、またはマインドマップの何も選択しないでください。

2. 「ページスタイル」タブまたは「スタイル」作業ウィンドウを表示し、「手描き

スタイル」ボタンをクリックします。

3. 通常のスタイルに戻すには、「標準スタイル」ボタンをクリックします。
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背景

マインドマップの背景を設定するには、単色や画像を使用できます。また、背景に

透かしを付けることもできます。

単色背景

背景の色ボタンをクリックして、背景を単一色で設定することができます。

画像背景

MindMaster には、より見た目が良いマインドマップを得るため、マインドマップにおし

ゃれな背景画像を挿入することもできます。画像背景の挿入には、「スタイル」作業ウ

ィンドウ既製の背景画像を利用したり、ローカルファイルから自分のイメージをアップ

ロードしたりすることができます。

既製の背景

1. 背景画像ボタン をクリックします。

2. ドロップダウンリストから、お気に入りの背景イメージを選択します。
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ローカルファイルから背景を追加

自分のイメージを背景として挿入できます。

1. 背景画像ボタン をクリックします。

2. ローカルファイルボタンをクリックして、イメージファイルに移動します。

3. インターネット上のファイルリスト（Google など）の画像をダイアログの画像

プレビューエリアにドラッグしてデザインの背景として追加できます。

ご注意：

下部にある「ページに合わせる」オプションにチェックを入れると、画像はページ全体

に単一の画像として挿入します。このオプションをチェックしないと、画像は元のサイ

ズに保たれ、複数のコピーで背景がタイルされます。

背景透かしを追加

この機能を使用すると、文書の各ページを特定のテキストで印刷することができます。

これは、セキュリティやコンテンツの識別に役立ちます。

次の手順で、マインドマップに透かしを追加できます。

1. 背景透かしボタン をクリックします。

2. ドロップダウンリストのサムネイルからあらかじめ作成された透かしを選択しま

す。
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3. 内蔵のものが気に入らない場合は、「カスタム透かし...」をクリックして自分の

透かしを作成できます。

4. カスタム透かしのダイアログボックスで、透かしのテキスト、フォント、サイズ、

色またはレイアウトを調整できます。

5. 不要なときは、「透かしを削除」をクリックします。

背景を削除

背景を削除するには、「背景の削除」ボタン をクリックします。

トピックの塗りつぶし色を変更

塗りつぶしとは、図形内部の色を指します。トピックの塗りつぶしの色は、次の手順で

変更できます。
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1. 図形を選択します。

2. スタイルアイコンをクリックして、スタイル作業パネルを開きます。

3. スタイル作業ウィンドウで、塗りつぶしアイコン をクリックして、選択し

た図形を塗りつぶす色を選択します。

4. または下部におけるクイックカラーバーからお気に入りの色を使います。

塗りつぶしなし

図形を無色にする、または図形から塗りつぶし色を削除するには、「塗りつぶしなし」

オプションを選択します。

テーマの塗りつぶし色

塗りつぶし色の上部に、適用しているテーマスタイルにおける様々な色が利用できます。
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その他の色

塗りつぶし色や標準色以外の色に変更するには、「その他の色」をクリックします。ポ

ップアップウィンドウで、以下のことができます。

 色見本から色を選択します。

 カラーパレットから色を選択します。

 図面にある色を選択する必要があれば、「スクリーンカラーから抜き取り」をク

リックします。

透過性

透過性を変更するには、透過性スライダを移動して、またはスライダの横にあるボック

スに数値を入力します。透過性の割合を 0（完全に不透明、デフォルト設定）から 100％

（完全に透明）に変えることができます。
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グラデーション塗りつぶし

「もっとオプション」をクリックして、「グラデーション塗りつぶし」オプションを見

つけ、グラデーションの塗りを図形に追加します。（グラデーション：通常はある色か

ら他の色へ、または同じ色の中の 1 つの色合いから別の色調へ徐々に変化する）。

グラデーションのタイプ

グラデーションの塗りを描画するときの方向を指定するには、リストからタイプを選択

します。選択したタイプによって、使用可能な方向が決まります。

グラデーションの方向

別の色と濃淡の変化を選択するには、「方向」をクリックし、お気に入りのを選択しま

す。使用可能なルートは、選択したグラデーションタイプに依存します。

グラデーションの角度

図形内で回転するグラデーション塗りの角度を指定するには、角度の値を入力します。

このオプションは、タイプとして「リニア」を選択した場合にのみ使用できます。

グラデーションの分岐点

グラデーションの分岐点は、位置、色、透過性の値で構成されます。透過性の値は、塗

りつぶし全体ではなくグラデーションの分岐に適用されます。グラデーションの分岐点

は、非線形グラデーションを作成する可能性があります。たとえば、赤、緑、青からな

るグラデーションを作成する場合は、3 つのグラデーションの分岐点を追加する必要が
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あります（各カラーに 1 つずつ）。また、図形の角にのみ表示されるグラデーションを

作成する場合は、グラデーションの分岐点を使用してグラデーションを非線形にする必

要があります。

追加:分岐点を追加するには、緑の追加アイコン をクリックします。

削除:分岐点を削除するには赤のアイコン をクリックします。

分岐点の位置

グラデーション塗りの色と透過性の変更の位置を設定するには、「位置を停止」スライ

ダを移動して、またはスライダの下のボックスに数値を入力してください。

グラデーションの色

グラデーションストップの色を選択するには、「色」をクリックします。テーマの色に

ない色を使用するには、その他の色をクリックします。

透過性

指定した分岐点の位置での図形の表示量を指定するには、透過性スライダを移動したり、

スライダの横にあるボックスに数値を入力ししたりすることでできます。透過性の割合

を 0（完全に不透明、デフォルト設定）から 100（完全に透明）に変更することができま

す。

パターン塗りつぶし

あらかじめ定義されたパターンで図形を塗りつぶすこともできます。

1. 塗りつぶしドロップダウンメニューから「もっとオプション」をクリックします。

2. ポップアップダイアログで、「パターン塗りつぶし」を選択します。

3. あらかじめ定義された網掛けギャラリーからパターンを選択します。

4. パターンの前傾と背景の色を変更します。
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トピック図形の形状を変更

中心トピック、メイントピック、およびサブトピックのさまざまな図形を変更できます。

1. トピックを選択します。

2. スタイルアイコンをクリックして、スタイル作業パネルを開きます。

3. スタイル作業ウィンドウで、図形形状アイコン をクリックして、お気に入

りの形状を選択します。

図形の影を変更

スタイル作業ウィンドウで、「影」ボタン をクリックし、内蔵の影効果を選択しま

す。



49

上記の好みのものが見つからない場合は、「もっとオプション」をクリックして影をカ

スタマイズします。この機能では、カスタマイズされた影の色、スタイル、またはオフ

セットを設定できます。

影の色

影の色を選択するには、影のダイアログで色をクリックして、好みの色をクリックしま

す。テーマの色にない色に変更するには、「その他の色」をクリックします。
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影の透過性

影の程度を指定するには、透過性スライダを動かす、またはスライダの横にあるボック

スに数値を入力します。透過性の割合を 0（完全に不透明、デフォルト設定）から 100

（完全に透明）に変更することができます。

影のサイズ

元のオブジェクトに基づいて影のサイズを指定するには、「サイズ」スライダを移動す

る、またはスライダの横にあるボックスに値を入力してください。

影のブラー

影のブラーの半径を設定するには、ブラースライダを移動する、またはスライダの横に

あるボックスに値を入力してください。半径、ブラー、または "ぼやけ"が大きいほど、

形状または線が大きくなります。

影の角度

影の角度を指定するには、「角度」スライダを移動する、またはスライダの横にあるボ

ックスに値を入力してください。

影の X オフセットと Y オフセット

影の角度の距離を設定するには、スライダの横にあるボックスに値を入力してください。

図形の枠の色とスタイルを変更

1. 変更するトピックの図形を選択します。

2. スタイル作業ウィンドウの「図形」グループで、枠の色、枠の太さ、枠の種類、

曲がりのスタイルを変更できます。

 枠の色を変更するには、枠の色ボタン をクリックし、お好みの色を選択し

ます。

 枠の太さを変更するには、枠の太さボタン をクリックし、ご要望の太さを

選択します。
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 枠の線の種類を変更するには、枠の種類 をクリックして、好みの線スタイ

ルをクリックします。

 図形のコーナーの丸みを変更するには、「曲がりのスタイル」ボタン をク

リックし、お気に入りのスタイルをクリックします。

トピックテキストのフォントを変更

1. トピックや複数のトピックを選択します。

2. スタイル作業ウィンドウのフォントグループで、テキストのフォントタイプ、フ

ォントサイズ、揃え方、太字、斜体、下線、取り消し線、またはテキストの色を

変更します。

対応するフォントエフェクトを実現するには、次のボタンをクリックします。

 選択したテキストを太字にします。

 選択したテキストを斜体で表します。

 選択したテキストに下線を引きます。

 選択したテキストの中央に取り消し線を引きます。

 選択したテキストを特殊なエッジに揃えます。

 選択したテキストを強調表示します。

 テキストの色を変更します。

 フォントサイズを大きくします。

 フォントサイズを小さくします。
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ブランチスタイルを変更

すべてのブランチスタイルを変更

1. 中心トピックを選択します。

2. スタイル作業ウィンドウのブランチグループで、ブランチ塗りつぶしの色、線の

色、太さ、コネクタースタイル、矢印、点線種類、ブランチのすべてのスタイル

を設定できます。

特定のブランチのスタイルを変更

1. 変更したいブランチのメイントピック（最初のレベルのトピック）を選択します。

2. スタイル作業ウィンドウのブランチグループで、ブランチ塗りつぶしの色、線の

色、太さ、コネクタースタイル、矢印、点線種類、特定のブランチのすべてのス

タイルを設定できます。

ヒント：

ブランチの線の色を変更すると、ブランチの両方のコネクターと図形の枠の色とも

変わります。
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第 7 章 スライドショー

「スライドショー」タブでは、マインドマップのスライドセットを作成、管理できます。

各スライドには、マップのブランチまたはサブブランチが表示され、必要に応じて展開

または折りたたまれます。これにより、マインドマップの特定の部分に焦点をあわせた

り、マップ全体をブランチごとにスライドショーとして表示したりすることができます。

スライドを作成したら、スライドショーで表示、印刷、または Microsoft PowerPoint への

エクスポートができます。

トピックからスライドショーを自動生成

MindMaster を使用すると、ワンクリックでマインドマップのブランチに基づいてスライ

ドショーを作成できます。すべてのスライドショーは、マップブランチから 1 つずつ自

動的に生成されます。

1. 「スライドショー」タブに移動し、「自動生成」ボタン をクリックします。

2. スライドショーが作成されると、スライドプレビューパネルに自動作成されたス

ライドページのサムネイルが表示されます。最初のスライドページは中心トピッ

クで、残りのスライドページはブランチの順で表示します。
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スライドショーを手動で作成

自動作成されたスライドショーを必要としない場合は、手動で作成して、スライドショ

ーに追加するブランチやトピックを選択できます。

1. 「スライドプレビュー」パネルで、「スライドを新規作成」ボタンをクリックし

ます。

2. ポップアップウィンドウで新しいスライドショーの名前を入力し、OK をクリッ

クします。

3. 新しいスライドショーが作成されます。

スライドページを追加

スライドショーを作成したら、新しいスライドページをスライドショーに追加すること

ができます。ブランチまたはトピックをスライドページとして追加できます。

1. まずはスライドプレビューパネルから、ページを追加する必要があるスライドシ

ョーを選択します。

2. マップに移動して、ブランチやトピックを選択し、「スライドショー」タブの

「スライドの追加」ボタン をクリックします。ブランチまたはトピックを右

クリックして、「選択したトピックからスライドを作成」オプションを選択する

こともできます。
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3. ブランチまたはトピックがスライドページとして追加されます。スライドプレビ

ューパネルで見ることができます。

スライドページの名前を変更

スライドページの名前を変更するには、次のオプションがあります。

1. 「スライドプレビュー」パネルでスライドページを選択し、「スライドプレビュ

ー」パネル上部における「現在のスライドページの名前を変更」ボタン をク

リックして、名前を編集します。

2. スライドのページ名をダブルクリックし、名前を直接編集します。

3. スライドプレビューパネルでスライドを右クリックし、「名前を変更」をクリッ

クすると、現在の名前が青色に変わり、新たな名前を入力できます。

スライドのプレビュー

スライドが作成されると、スライドプレビューパネルが自動的に開きます。スライドプ

レビューパネルを閉じる、再度開くには、「スライドショー」タブの「スライドプレビ

ュー」ボタン をクリックします。「スライドプレビュー」パネルでスライドのサム

ネイルをクリックすると、メインウィンドウで対応のスライドページをプレビューでき

ます。上部の閉じるボタン をクリックしてスライドページのプレビューを終了しま

す。
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スライドページの順序を変更

スライドページの順序を変更するには 2 つの方法があります。

1. スライドプレビューパネルで、スライドプレビューサムネイルを上下にドラッグ

＆ドロップして、スライドページの順序を変更します。

2. スライドプレビューサムネイルを右クリックし、上に移動または下へ移動をクリ

ックします。

スライドページを削除

スライドページを削除するには、以下の方法があります。
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1. 「スライドプレビュー」パネルでスライドページを選択し、「現在のスライドペ

ージを削除」ボタン をクリックします。

2. スライドプレビューパネルでスライドを右クリックし、「現在のスライドページ

を削除」をクリックします。

スライドページ全体を削除

スライドページ全体を削除するには、以下の方法があります。

1. 「すべてを削除」ボタン をクリックします。

2. スライドプレビューパネルでスライドを右クリックし、「すべてのスライドペー

ジを削除」をクリックします。

トピックやブランチのトラバース

（F5、Shift + F5）

フルスクリーンモードでは、方向矢印キーを使用して、特定のトピックまたはブランチ

をナビゲートして強調表示できます。

1. 「トピックのトラバース」または「ブランチのトラバース」ボタンをクリックし

ます。

2. また、プログラムインターフェースの右隅にあるツールバーにおけるフルスクリ

ーン表示アイコンをクリックして、フルスクリーンモードでドキュメントを表示、

トピックをトラバースします。

スライドショーを再生

「スライドショー」タブの「スライドショーを再生」ボタン をクリックして、または

「スライドプレビュー」パネルで再生ボタンをクリックして、最初から、または現在の

スライドページからスライドショーを再生し始めます。
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スライドをナビゲート

スライドショー表示のモードの下でスライドをナビゲートする方法は 3 つあります。

1. キーボードの下矢印または右矢印を押して、次のスライドにジャンプします。

上または左矢印を押すと、前のスライドに戻ります。

2. 画面のどこかでマウスをクリックすると、自動に次のスライドに入ります。

3. キャンバスの下部にカーソルを移動すると、7 つのボタンを含むツールバーが表示さ

れます。スライドを移動するには、上下の矢印をクリックします。

対応する効果を達成するには、次のボタンをクリックします。

 自動ブロードキャスト

 前のページ

 次のページ

 ズームイン

 ズームアウト

 スクリーンに合わせる

 スライドショーを閉じる

スライドショーモードを終了

キーボードで Esc キーを押し、またはスライドショーのツールバーにおける閉じるボタ

ン をクリックしてスライドショーを終了できます。

スライドページを PPT にエクスポート

PPT にエクスポートボタン をクリックして、スライドショーを Microsoft

PowerPoint ファイルで保存できます。

ご注意：

エクスポートした.pptxファイルは PowerPoint 2013 以降のバージョンのみ適用します。
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スライドページを印刷

1. スライドショータブにおける印刷ボタン をクリックして、スライドページの

印刷の設定とプレビューインターフェースに入ります。

2. プリンターの設定をクリックして、印刷オプションを設定します。

第 8 章 タスクの追加

リソース

（Ctrl + G）

特定のタスクを完了するための人事配置のリソースを作成できます。MindMaster では、

リソースは特別なタググループとして扱われるため、タグの管理でリソースを作成、管

理できます。

リソースを作成/削除

まずはリソースグループを作成し、すべてのリソースメンバーをそれにに追加します。
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1. あるトピックを選択します。

2. 「ホーム」タブの「タグ」ボタンをクリックし、「タグの管理」パネルを開く、

またはトピックを右クリックして「タグ」をクリックします。

3. タグの管理パネルのリソースグループがデフォルトタググループとして表示され

ます。

4. リソースグループを選択します。（他のタググループがない場合、このリソース

グループは自動的に選択されます）

5. 右側のテキストボックスから、リソース名前を入力します。次の名前を入力する

には、「Enter」をクリックします。

6. 追加をクリックし、OK をクリックしてリソースの追加を完了します。

7. 作成したリソースは、「タグ」ボタンのドロップダウンメニュー、マークパネル、

およびタスクパネルのリソースバーに表示されます。
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8. リソースグループからリソースを削除するには、「タグの管理」パネルでリソー

スを選択し、「削除」ボタンをクリックします。

トピックへのリソースの追加/削除

リソースが作成されると、トピックに簡単に追加できます。

1. リソースを追加しようとするトピックを選択します。

2. リソースを選択できる場所は 3 つあります（前のセクションを参照してくださ

い）。

 タグのドロップダウンメニュー

 マークパネル

 タスクパネル、リソースバー

3. 上記の場所の 1 つからリソースを選択します。リソースがトピックに追加される

と、青い背景色またはティックでマークされます。

4. トピックからリソースを削除するには、名前を再びクリックします。
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タスクを挿入/削除

（F10）

タスクは、マインドマップの各トピックに追加されることができます。タスクの開始と

終了時間、優先度、進行タスクのリソース、タグなどのタスク情報をトピックに挿入で

きます。タスク項目は、トピックの下部に表示されます。

1. タスクを作成しようとするトピックを選択します。

2. 右側のツールバーまたは「表示」タブでタスクパネルを開きます。

3. 「タスク情報を追加」ボタン をクリックして、トピックに新しいタスクを追

加する、または「すべてのトピックにタスク情報を追加」ボタン をクリック

して、すべてのトピックにタスクを作成します。

4. 「タスク情報を削除」ボタン をクリックしてトピックからタスクを削除する、

または「すべてのタスク情報を削除」ボタン をクリックして、すべてのトピ

ックからタスクを削除します。

タスク情報を編集

タスクパネルでは、追加されたタスク情報の編集を開始できます。

1. リソースメニューのドロップダウンをクリックし、リソースを選択します。

2. 優先度メニューのドロップダウンでタスク優先度を選択します。

3. 進行状況メニューのドロップダウンで進行アイコンを選択します。

4. カレンダーのドロップダウンから日付を選択して、プロジェクトの開始日と終了

日を設定します。
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5. 期間は自動的に生成され、期間の単位は所要時間メニューのドロップダウンで調

整することができます。

6. マイルストーンタスクであれば、マイルストーンアイコンを選び当てます。

ガントチャート表示の使い方

ガントチャートは、プロジェクトの進行状況を監視し、ビジュアルタスクバーで管理す

るのに有効です。ガントチャートビューでタスク情報を直接管理できます。ガントチャ

ートビューでタスク情報を変更すると、関連情報もマインドマップ上で変更されます。

ガントチャート表示パネルを開く/閉じる

1. ガントチャートパネルを開くには 2 つの方法があります。

a. リボンの「ガントチャート」タブをクリックし、「ガントチャート」ボ

タン をクリックします。

b. 右側のツールバーのタスクパネルに移動し、「マインドマップからガン

トチャートを作成する」アイコンをクリックします。

2. 上記のボタンをもう一度クリックすると、ガントチャート表示を閉じることがで

きます。

ガントチャートオプションを設定

ガントチャートオプションメニューから、日付形式、大区分と小区分、作業日の選択、

プロジェクト全体の開始および終了時刻の設定を行うことができます。

1. ガントチャートオプションのダイアログを開くには、2 つの方法があります。
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a. メニューバーの「ガントチャート」をクリックし、「ガントチャートオ

プション」ボタン をクリックします。

b. 右側のツールバーのタスクパネルに移動し、ガントチャートオプション

のアイコンをクリックします。

2. ガントチャートオプションダイアログでガントチャートの設定を行います。

a. 日付形式メニューをドロップドラッグして日付形式を選択します。

b. 就業日を選択します。

c. 大区分と小区分を選択します。

d. 開始時間と終了時間を設定します。

ガントチャート表示でタスク情報を変更

各タスクはガントチャートのタスクバーとして表示されます。タスクバーを移動したり、

ドラッグしたりすることで、開始日と終了日を変更することができます。ガントチャー

ト表示の下でタスクの依存関係を構築することもできます。

1. タスクの名前変更

「タスク名」列のセルをダブルクリックして、タスクの名前を変更します。

2. タスクの開始日と終了日を変更
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バーの右端をドラッグして、バーの長さを変更して、終了日を変え、バーを選び

当てて移動すると、開始日と終了日とも変更します。

3. タスク完了状況を編集

タスクバーの左端にカーソルを置き、マウスを押しながら右方向にドラッグする

と、緑色の領域が表示されます。この緑色の領域は、タスクがどれほど完了した

かを示します。

4. タスクの依存関係を構築

タスクバーをクリックし、マウスを押したまま別のタスクバーにドラッグすると、

その間の関係を示す線が作成されます。

5. 日付単位のサイズを変更

右上の「+」と「 -」ボタンをクリックすると、日付単位のサイズを変更できま

す。

ガントチャートをエクスポート

ガントチャートのエクスポート機能は、ガントチャートを PDF 形式で保存するのに役立

ち、ガントチャートの印刷や共有には便利です。

1. リボンの「ガントチャート」タブに移動し、「PDF にエクスポート」ボタンをク

リックします。

2. 保存ウィンドウでガントチャートの名前を入力します。

3. 「保存」をクリックします。
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第 9 章 ドキュメントの基本操作

検索と置換

（Ctrl + F）

検索と置換コマンドは、トピック、囲み、注釈、コメント、およびタスク情報を含むマ

インドマップ全体の特定の単語をチェックするのに役立ちます。

1. 「ガントチャート」タブに移動し、「検索と置換」ボタンをクリックします。ポ

ップアップダイアログが表示されます。

2. 検索しようとするコンテンツを検索欄に入力して、検索アイコン をクリック

します。

3. 置換しようとするコンテンツを置換欄に入力して、置換アイコン をクリック

します。

ヒント：

1. 大文字のみ検索する場合は、大文字と小文字を区別するオプションを選択してく

ださい。

2. 検索の範囲を縮小したい場合は、全体単語のみオプションを選択してください。

スペルチェック

（F7）

MindMasterのスペルチェック機能は、スペルミスを診断し、正しいスペルの候補を提示

するのに役立ちます。

1. 「ガントチャート」タブに移動し、「スペルチェック」ボタン をクリック

します。

2. ファイルに間違いがある場合、スペルチェックダイアログが表示されます。すべ

ての参考スペルが表示され、ご要望のように選択できます。
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3. 参考の 1 つを選択して、「受け入れ」をクリックして、それとも単語が間違って

いない場合は「無視」を選択します。

4. 受け入れまたは無視を選択すると、間違いがなくなるまで次のスペルミスにジャ

ンプします。

5. 正確なのに辞書に含まれない単語については、辞書に追加をクリックして、次回

間違った単語として扱われないようにすることができます。

ご注意：

MindMaster では、英語（GB 版および USA 版）、ドイツ語、フランス語、イタリア語、

スペイン語を含む 5 つまでの言語をチェックできます。辞書を始める前に変更すること

ができます。

記号と特殊文字の挿入

MindMasterは豊富な記号と特殊文字を提供します。記号と特殊文字機能は、テキスト編

集モードで使用できます。

1. 「ガントチャート」タブに移動し、「記号と特殊文字」ボタンをクリックします。

2. ドロップダウンメニューから必要の記号と特殊文字を選択します。

3. 「その他の記号と特殊文字」をクリックして、記号と特殊文字カテゴリからより

多くのを選択します。

元に戻すとやり直し

（Ctrl+Z / Ctrl+Y）
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MindMasterは、元に戻すとやり直しのアクションを提供します。

元に戻す（Ctrl + Z）

「元に戻す」は、最後の操作を元に戻すときに使用します。クイックアクセスツー

ルバーの「元に戻す」ボタン をクリックして、または Ctrl + Z キーを押します。

やり直し（Ctrl + Y）

「やり直し」は、元に戻す機能を再実行するために使用されます。クイックアクセ

スツールバーの「やり直し」ボタン をクリックして、または Ctrl + Y キーを押しま

す。

第 10 章 マインドマップを開く、インポート、

保存、印刷、共有

マインドマップを開く

MindMaster によって作成されたマインドマップを開くには、次の操作を実行してくださ

い。

1. 「ファイル」タブに移動して「開く」をクリックして、最近のドキュメント、コ

ンピューター、個人クラウド、またはチームクラウドからマインドマップを開く

ことができます。

2. マインドマップをプログラムにドロップして、自動に開きます。
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MINDMANAGER、XMIND、EDRAW ファイルのインポート

MindMasterは、インポートのために Mind Manager、Xmind、または Edraw Max からファ

イルをインポートすることをサポートしています。

1. メニューバーのファイルをクリックします。

2. 「ファイル」メニューの「インポート」をクリックします。

3. インポートするフォーマットを選択します。

4. コンピューターやクラウドからファイルを選択します。

5. 開くをクリックしてインポートします。

ご注意：

1. インポートファイルは元のバージョンと 100％同一ではないかもしれません。

2. サイズが大きすぎるファイルの場合は、インポートにさらに時間がかかることが

あります。

マインドマップの保存

（Ctrl + S、Ctrl + Shift + S）

保存または名前を付けて保存コマンドを使用して、マインドマップを保存できます。

「ファイル」メニューの「保存」または「名前を付けて保存」をクリックします。

名前を入力し、ファイルを保存する場所を選択します。場所は、ローカルディスク、個

人クラウド、またはチームクラウドにすることができます。
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自動保存されたファイルを検索、回復

MindMasterは、予期しないコンピュータのシャットダウンやソフトウェアのクラッシュ

のためにファイルを保存しなかった場合のために、一時ファイルを自動保存するための

機能を提供します。ユーザーは、各自動保存の時間を設定できます。デフォルト設定は

10 分ごとです。

自動保存期間の設定

1. 「ファイル」タブに移動し、「オプション」をクリックし、「基本設定」をクリ

ックします。

2. 「次の間隔で自動回復用データを保存する」オプションに期間の値を入力します。

自動保存されたファイルを検索

1. 「ガントチャート」タブに移動し、「ファイル回復」ボタンをクリックします。

2. 回復ファイルのリストから、自動保存されたファイルを見つけます。
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マインドマップの印刷

「ファイル」タブに移動し、「印刷」ボタンをクリックしてマインドマップを印刷しま

す。

方向

用紙の向きを縦または横に指定します。

用紙サイズ

現在のプリンタでサポートされている用紙サイズと業界標準サイズがリストに表示され

ます。

印刷設定

「ファイル」タブをクリックし、「印刷」をクリックし、「その他の印刷設定...」をク

リックして印刷オプションを設定します。
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調整

印刷するために描画ページを実際のサイズのあるパーセンテージに縮小または拡大しま

す。図面ページが 1 つの用紙サイズより大きい場合、図は複数の用紙に印刷されます。

合わせる（シートを横方向に）

印刷の各図面を、指定された枚数の用紙を横切って上下に合わせます。指定したページ

数と余白に応じて、図面が拡大または縮小されます。上下のページが図面の寸法に比例

しない場合は、図面の比率を維持しているシートのみが使用されます。

マインドマップのエクスポート

PDF、Microsoft Office ファイル、グラフィックス、Html、Mind Manager など様々な形式

でマインドマップをエクスポートできます。
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画像にエクスポート

マインドマップは、.jpg、.png、.bmp、.gif、.ico、.tif、.ppm などの様々なグラフィック形

式でエクスポートすることができます。

1. 「ファイル」タブに移動します。

2. 「保存と送信」をクリックします。

3. 画像をクリックします。

4. ファイルの種類リストから、画像形式を選択して保存します。

編集可能な PDF にエクスポート

1. 「ファイル」タブに移動します。

2. 「保存と送信」をクリックします。

3. PDF、PS、EPS オプションをクリックします。

4. マインドマップを編集可能な PDF ファイルにエクスポートするための PDF ベク

ター形式を選択します。

編集可能なMS Office ファイルにエクスポート

この機能を使用すると、マインドマップを編集可能な MS Office ファイル（.docx、.pptx、

および xlsx など）にエクスポートできます。

1. 「ファイル」タブに移動します。

2. 「保存と送信」をクリックします。

3. Office オプションをクリックします。

4. Word、PowerPoint、または Excel を選択します。
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Html にエクスポート

1. 「ファイル」タブに移動します。

2. 「保存と送信」をクリックします。

3. Html をクリックします。

4. 必要に応じて、「タイトルのエクスポート」または「画像をファイルに埋め込

む」を選択します。

SVG 形式にエクスポート

ブランチまたはマップ全体をエクスポートすることができます。

1. 「ファイル」タブに移動します。

2. 「保存と送信」をクリックします。

3. SVG オプションをクリックします。

4. 「ページプ全体をエクスポート」または「選択したブランチをエクスポート」を

選択します。

MindManager にエクスポート

MindManager を使用しているユーザーがマインドマップを開いて編集できるように、マ

インドマップを MindManager 形式にエクスポートすることができます。

1. 「ファイル」タブに移動します。

2. 「保存と送信」をクリックします。

3. MindManager オプションをクリックします。

マインドマップの共有

マインドマップを作成したら、リンクに基づいて同僚や友人と共有することができます。

MindMaster をダウンロードしていない人がいつでもどこでも閲覧できるように、マイン

ドマップリンクを介して簡単に共有できます。
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MindMasterアカウントにログイン

1. ソフトウェアの右上にある「サインイン」ボタンをクリックします。

2. 「Sign Up」をクリックしてアカウントを登録する、または Facebook や Twitter ア

カウントでログインします。

マインドマップを共有

1. ソフトウェアの右上にある「共有」ボタンをクリックします。

2. リンクを共有するには、「コピー」をクリックします。

3. QR コードをスキャンして、特殊なリンクを共有します。

4. HTML でマインドマップを使用する場合、HTML コードをコピーします。

共有管理のオプションを設定

1. ソフトウェアの右上にある「共有管理」ボタンをクリックします。

2. 変更する必要のあるファイルを選択します。

3. 有効期限のドロップダウンメニューをクリックして有効期限を設定します。

4. 「リンクをコピーする」ボタンをクリックしてリンクを共有します。

5. 「共有をキャンセル」をクリックして、他のユーザーとの共有を終了します。
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第 11 章 マインドマップの表示

アウトライン表示

アウトライン表示を開く

（F11）

「アウトライン」表示では、テキストのアウトライン形式を使用してマインドマップマ

ップを表示できます。トピックは上から下にリニアにリストされているので、簡単にト

ピックを読み込んでナビゲートできます。

1. 「表示」タブの「アウトライン」ボタンをクリックして、または右側のツールバ

ーのアウトラインボタンをクリックします。

2. 右側のツールバーにアウトラインパネルが表示されます。

3. アウトラインパネルを閉じるには、もう一度アウトラインボタンをクリックし

て、、またはパネルの非表示 を選択します。

ご注意：

1. 折りたたみボタンをクリックしてサブトピックを折りたたむことができます。

2. アウトラインモードでテキストを編集するには、ダブルクリックします。
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アウトラインをエクスポート

アウトラインは、PDF、Word、Excel または PPT ファイルにエクスポートできます。右上

の関連ボタンをクリックするだけです。

ブランチの折りたたみと展開

子トピックまたはブランチを持つ各トピックの右側に表示されるアイコン と を使用

して、個々のトピックのブランチをワンクリックで折りたたむ/展開することができます。

ヒント：

Ctrl + F3 を押すと、すべてのサブトピックを折りたたむことができます。（中央トピッ

クとメイントピックのみ残します）

レベル別にマップを表示

表示するマインドマップのレベル数を選択できます。

1. 表示タブで、表示レベルボタンをクリックします。

2. 表示するレベルを選択します。
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トピックのドリル

マインドマップを表示するときは、ドリル操作を使用して 1 つのトピックのみに焦点を

当てることができ、それによって、視聴者は残りのマップに注意を払わずにトピックに

集中することができます。

トピックをドリル

（F4）

1. 集中する必要があるトピックまたはブランチを選択します。

2. 「表示」タブをクリックし、「ドリル」ボタンをクリックして、または右クリッ

クして「ドリル」オプションを選択します。

ドリル解除

1. 特定のトピックをドリルした後、トピック図形の右上隅に のようなアイコンが

表示されます。これをクリックすると、マップ全体が表示されます。

2. または、トピックを右クリックしてコンテキストメニューを開き、「ドリル解

除」をクリックします。



79

選択したトピックに焦点を合わせる

（F3）

この機能を使用すると、選択したトピックまたはブランチが画面の中央に配置されるの

で、そのトピックに集中できます。

1. トピックを選択します。

2. 「表示」タブの「トピックに焦点を合わせる」ボタンをクリックします。

`

ズーム

（Ctrl + +/-）（Ctrl +マウスホイール）

ズーム機能を使用すると、マインドマップを拡大または縮小できます。マップをズーム

イン/ズームアウトするために 4 つの方法があります。

1. 「表示」タブで「ズーム」ボタンをクリックし、ズーム率を選択します。

2. ステータスバーで、ズームスライダをドラッグします。

3. Ctrl + +を押してズームインします。Ctrl + -を押してズームアウトします。



80

4. Ctrl キーを押しながらマウスホイールをスクロールしてズームイン/ズームアウト

します。

ページ全体を表示

（Ctrl + F5）

ページ全体を表示するのは、マインドマップ全体を描画キャンバスのサイズに合わせる

ことを意味します。オプションは次のとおりです。

1. 「表示」タブの「ページ全体を表示」ボタンをクリックします。

2. ステータスバーの「ページ全体を表示」ボタンをクリックします。

ページの幅を標準に表示

（Alt+F3）

ページ幅を基準に表示するのは、マインドマップの幅がキャンバスの幅に一致すること

を意味します。オプションは次のとおりです。

1. 「表示」タブの「ページ幅を基準に表示」ボタンをクリックします。

2. ステータスバーの「ページ幅を基準に表示」ボタンをクリックします。

第 12 章 付録

キーボードショートカット一覧表

ショートカットキーアイコンをクリックして、キーボードショートカット一覧表をアク

セスできます。
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操作 ショートカット

マインドマップドキュメント

マインドマップを新規作成 Ctrl + N

マインドマップを開く Ctrl + O

現在のマインドマップファイルを保存 Ctrl + S

すべてのマインドマップファイルを保存 Ctrl + Shift + S

現在のマインドマップファイルを閉じる Ctrl + W

現在のマインドマップファイルを印刷 Ctrl + P

ナビゲーション

トピックを選択（上、下、左または右） 矢印キー

次のトピック/前のトピックを選択 Tab / Shift + Tab

最初の兄弟トピックに移動 Home

最後の兄弟トピックに移動 End

中心トピックに戻す Ctrl + Home

マインドマップウィンドウ

ズームイン Ctrl + +（プラス）

ズームアウト Ctrl + -（マイナス）

フルースクリーン Ctrl + F5

マインドマップを 100％ズームに合わせる Ctrl + 0

上へ移動/下へ移動 Page Up / Page Down

右へ移動/左へ移動 Ctrl + Page up / Ctrl + Page Down

選択内容を中央揃え F3

マインドマップの表示
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マインドマップを中央揃え Alt + F3

マインドマップを中央揃えにし、サブト

ピックを折りたたむ
Ctrl + F3

子トピックを表示/非表示 Ctrl + D

レベルを表示 Alt + 1、2、3...

すべてのレベルを表示 Alt + 0

右に移動/左に移動 Ctrl + Page up / Ctrl + Page Down

ズームイン/ズームアウト Ctrl +マウスホイール

ドリル/ドリル解除 F4

インターフェース

ページウィンドウの表示/非表示 F8

マークライブラリの表示/非表示 F9

タスクウィンドウの表示/非表示 F10

アウトラインウィンドウの表示/非表示 F11

スペルチェック F7

スライドショー

スライドショーを再生 Ctrl+Shift+F5

トピックをトラバース F5

ブランチをトラバース Shift+F5

フルスクリーンモード Ctrl+F5

トピックの追加

サブトピックを追加 Insert / Ctrl + Enter

兄弟トピックを追加（後ろ） Enter

兄弟トピックを追加（前方） Shift + Enter
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親トピックを追加 Shift + Insert

吹き出しトピックを追加 Alt + Enter

複数トピックを追加 Ctrl + Shift + M

フローティングトピックを追加 Ctrl + Shift + F

要素の挿入

添付ファイルを挿入 Ctrl + H

要約を挿入 Ctrl + ]

関連線を挿入 Ctrl + R

画像を挿入 Ctrl + Shift + P

マークを挿入 F9

クリップアートを挿入 Ctrl + Shift + I

ハイパーリンクを挿入 Ctrl + K

注釈を挿入 Ctrl + T

コメントを挿入 Ctrl + Shift + T

タグを挿入 Ctrl + G

囲みを挿入 Ctrl + Shift + B

番号を設定 Ctrl + Shift + U

優先度アイコンを挿入 Ctrl + 1、Ctrl + 2 など

編集

元に戻す Ctrl + Z / Alt + Backspace

やり直し Ctrl + Y

選択

すべてのトピックと要素を選択

すべての注釈テキストを選択（注釈ウィ

Ctrl + A
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ンドウ）

複数のトピックを選択

Shift +矢印キー

Shift + End

Shift + Home

すべての兄弟トピックを選択 Ctrl + Shift + A

トピックの移動

トピックを前方に移動 Chrl + Shift + Up 矢印

トピックを後ろに移動 Ctrl + Shift + Down 矢印

トピックを最初に移動 Ctrl + Shift + Home

トピックを最後に移動 Ctrl + Shift + End

切り取り、コピー、貼り付け、削除

クリップボードに貼り付け Ctrl + C / Ctrl + Insert

トピックやオブジェクトを削除 Delete

トピックテキスト（英語入力モード）

トピックのテキストを編集 F2

カーソルをトピックテキストの最初に移

動
Shift + Space

カーソルをトピックテキストの終わりに

移動
Space

トピックテキストの編集モード下のコマンド：

トピックテキストを改行 Shift + Enter / Ctrl + Enter

行の最初に移動 Home

トピックテキストの最初に移動 Ctrl + Home

トピックテキストの終わりに移動 Ctrl + End
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トピックの編集をキャンセル Esc

検索 Ctrl + F

検索モード下のコマンド：

次のを検索 Enter

スペルチェック F7

フォーマット設定

太字 Ctrl + B

斜体 Ctrl + I

下線 Ctrl + U

フォントサイズ拡大 Ctrl + Shift + >

フォントサイズ縮小 Ctrl + Shift + <

フォーマットをコピー Ctrl + Shift + C

ヘルプ

チュートリアルにアクセス F1

一般的なWindows コマンド

メニューやダイアログボックスを閉じる Esc

操作を取り消す Esc

MindMaster を終了 Alt + F4
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