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概要 
Mindjet MindManager をお使いいただくことで個人のお客様も、組織でお使いになるお客様も、アイデア

や情報をビジュアルな方法で捉え、整理し、コミュニケーションをとることができます。   MindManager 

では、概要とそれらに伴う関連情報をインタラクティブなマップで提供するため、ユーザー間での積極

的な共同作業や計画戦略がより効果的になります。また、プロセスでの貴重なアイデアや洞察を失うこ

となく、ブレーンストーミングからアクション プランまでのギャップを埋めます。MindManager は、

Mindjet のクラウド型共同およびドキュメント管理アプリケーションである Mindjet Connect と統合してい

るため、チーム間での共有およびさまざまなデバイスからのアクセスを可能にします。  

製品の主な特徴 
インフォメーション マッピングおよびその他:目標、タスク、予定、戦略的分析を インフォメーション

マップ、アウトライン、ガントチャート、2x2 分析ビュー、組織図、索引付きのコンテンツリストを使い

様々な形式でレイアウトします。 

コンテンツとコンテキストの追加:ハイパーリンク、添付ファイル、ノート、画像を追加して、詳細レベ

ルを追加することができます。コンテンツをドラッグ アンド ドロップして構成をすばやく再整理するこ

とができます。アイコン、タグ、トピックの図形、吹き出し、境界線、色、トピックの並べ替えや番号

設定を利用して、コンテキストを追加することができます。 

アイデアの発想:統合されたブレーンストーミングのプロセスを使い、チームの生成するアイディアの質

と量を高めることができます。課題質問や画像を使い、直面している課題を明確にしてプロセスを開始

します。革新的な思考を呼び出す言葉や質問カードを使い、新しいアイデアを生み出します。最後に、

そのアイデアを分類、並べ替え、調整して、すばやくアクション計画の定義へと進めます。 

代替の分析:2x2 の分析チャートを使い、マップのトピックに優先順位をつけたり分類することで、より

良い決定を下します。トピックを分析ビューにドラッグ アンド ドロップするだけです。標準のチャート

には、原価と機会、緊急と重要、SWOT分析、その他が用意されています。チャートは、MindManager に

保存することも、また Microsoft Excel にエクスポートすることもできます。 

プロジェクトと仕事管理プロジェクトは、まずタスクを入力し、そのタスクに、優先度、リソース、期

間や進行状況などの重要な情報を割り当てることで定義します。その結果は、これらの情報がハイライ

ト表示された情報マップもしくはガントチャートで閲覧することができます。仕事のフィルタ機能を使

うと、仕事の期限やマイルストーンを強調表示することもできます。戦略的計画やプロジェクト管理に

は、MindManager および Mindjet オンラインギャラリーで用意されているテンプレートを活用するとよい

でしょう。 

インフォメーション マップ プレゼンテーション:MindManager の自動プレゼンテーション表示やカスタ

マイズしたスライドショーを使ってアイデアを披露し、契約を増やしましょう。MindManager を使うと

、聞き手に応じてプレゼンテーションの詳細レベルを簡単にカスタマイズし、プレゼンテーション内で

重要なフィードバックを収集することができます。Microsoft PowerPoint へスライドをエクスポートする

ことも可能です。 

Mindjet Connect:Mindjet Connect は、いつでも、どこでも、マップやその他のファイルにアクセスするこ

とができる無料のオンラインサービスです。   マップを表示、編集、共同編集することができる "ゲスト" 
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を招待することができます。  ゲストユーザーは、マップの表示および編集するために、ソフトウェアを

購入する必要はありません。    Mindjet Connect は、MindjetManager 内からアクセスすることができます

。   

新機能および改善された機能  
誘導的ブレーンストーミング :MindManager 2012 の新しいブレーンストーミング機能を使って、創造性

を発揮しましょう。ブレーンストーミングセッションで生成される創造的な新しいコンセプトの質と量

を高めるために、直感的な３段階のプロセスを使ってください。     

分析ビュー:新しい分析ビューを使用して、マップのトピックに優先順位をつけたり分類することで、戦

略的な決定を下します。このツールでは、トピックを 2x2 の分析チャートに移動することで分析を実行

できます。標準のチャートには、原価と機会、緊急と重要、SWOT分析、その他が用意されています。 

Mindjet Connect:Mindjet Connect は、いつでも、どこでもマップにアクセスできるほか、マップやその他

のファイルを共有することも可能にします。   マップを表示、編集、共同編集することができる "ゲスト" 

を招待することができます。  ゲストユーザーは、マップの表示および編集するために、ソフトウェアを

購入する必要はありません。    Connect は、無料で使用でき、MindManager 内からアクセスすることがで

きます。   

マーカー インデックス:新しいマーカーインデックスを使用すると、優先度、割り当て、および注意すべ

きトピックを容易に把握できるリストをリアルタイムで生成します。マップ内の対応するトピックへ、

リストビューから直接クリックできるため、大きなマップで作業する場合とても便利です。  

Microsoft SharePoint との動的な統合:Microsoft SharePoint と MindManager の双方向的統合により、

MindManager ユーザーは、Microsoft SharePoint 内でも仕事やリソースを整理および操作することができ

ます。 

ガント チャートの改良:トピックをガントチャートへドラッグ アンド ドロップすることでタスクを作成

できます。ガントチャートの印刷は、印刷プレビューから行うと簡単です。 また、特定の日付範囲を

選択することもできます。 

仕事管理の改良:MindManager 2012 では、タスクの並べ替え、フィルタ、および管理を簡略化し改善しま

した。マイルストーンの追加および、リソース、優先度、期限、マイルストーン、および進行状況のフ

ィルタ機能がそれです。また、期限に加え、仕事の工数を表示するオプションも付け加えられました。  

ハイパーリンクとブラウジングの改良:トピックに複数のハイパーリンクを割り当てることができるよう

になりました。内蔵ブラウザを使い web ページを閲覧している際、画像、選択したテキスト、もしくは

、全ページをマップにトピックとして送信する右クリックメニューが加わりました。 

ユーザー経験の改善:MindManager の改良されたインターフェースにより、新しいユーザーは、より早く

マップに慣れることができ、経験豊富なユーザーは、より効率的にマップを使用できるようになります

。新しく追加された"操作方法" タスクウィンドウがそれで、ここには、新しいユーザーが最初のマップ

の作成に必要な基本作業をビデオや画像およびテキストを使って説明しています。また、リボン上のホ

ームタブには、最も頻繁に使用されるマップ機能がすべて含まれるようになりました。 
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新規テンプレート:MindManager には、新規マップを作成する際に役立つ、いくつものテンプレートがさ

らに新しく加わりました。これらは、プロジェクト&戦略計画、問題解決、管理、会議や個人の生産性に

大いに役立つことでしょう。また、Mindjet オンラインギャラリーやオンラインコミュニティが提供した

テンプレートへのリンクも活用できます。 
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バージョン 10.2.404 で解決された問題 

Mindjet ファイルとの統合 (旧称 "Connect") 

問題 : マップを共同編集する際、１つのコンピュータがスリープモードに入るとデータ

が失われる。 

解決方法 : 修正済み        

 

問題 : Mindjet ファイルにマップを保存する際、ログインを促すメッセージが表示され

ない。 

解決方法 : 修正済み  

 

問題 : 同じマップ内のトピックにハイパーリンクを割り当て、ローカルマップとして保

存すると、そのリンクが壊れる。  

解決方法 : 修正済み  

 

問題 : マップを共同編集する際、最初のコンピュータがスリープモードに入るとデータ

が失われる。 

解決方法 : 修正済み   

 

問題 : 共同編集の際、マップがチェックインされると、読み取り専用のユーザーのマッ

プが更新されない。 

解決方法 : 修正済み  

 

問題 : ファイルに "#" サインが含まれていると、エラーが表示され、セカンダリファイ

ルを開くことができない。 

解決方法 : 修正済み 

 

その他  

問題 : MindManager の Windows 8 での動作    

解決方法 : 確認済み。MindManager を正確にインストールするには、ユーザーが .NET を手

動でインストールする必要があります。   

 

問題 : 異なるバージョンのコンポーネントを使ったアプリケーションが複数インストー

ルされている場合、第三者コンポーネントの One VSFlexGrid メッセージが表示さ

れる。 

解決方法 : メッセージが表示されないように、コンポーネントが更新されました。  

 

問題 : Mindjet のログイン画面で、タブキーを押すと、次のフィールドに移動せず、テ

キストが選択される。   
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解決方法 : 修正済み  

 

問題 : 試用期間中、 管理者が大規模な展開のためインターネット有効フラグを無効に

しても、"今すぐ購入" ボタンが表示される。   

解決方法 : 修正済み  

 

問題 : ローカライズ問題    

解決方法 : 修正済み 

 

バージョン 10.1.459 で解決された問題 

分析ビュー 

問題 : 読み取り専用モードでテンプレートを削除するとハンドルされない例外が発生す

る。 

解決方法 : エラー メッセージは表示されません。  

 

問題 : マップがブラウザを使って作成され、そのマップが異なるマーカーセットを持つ

場合、分析ビューメニューに間違ったマーカーアイコンが表示される。  

解決方法 : 正しいマーカーアイコンが表示されます。  

 

問題 : 新しい分析ビューが前のビューのトピックで作成される 

解決方法 : トピック内容がなくても新しい分析ビューが作成されます。  

 

問題 : たくさんのトピックが追加されると、分析ビューのトピックが自動的に(不正確

に) グリッドの真ん中に移動する。  

解決方法 : ユーザーが手動で位置を変えない限り、トピックの位置は変わりません。  

 

問題 : 分析ビューで以前使ったマーカーをマーカーリストから削除しても、そのマーカ

ーはビューに表示されユーザーが使用することができる。 

解決方法 : 削除されたマーカーは、分析ビュー設定から削除されます。 

 

問題 : 表示および追加ドロップダウンメニューのアイコンの端が切れて表示される。 

解決方法 : アイコンは正しく表示されるようになりました。  

 

問題 : ビューにトピックがなくても [マーカーを適用] ボタンが有効になる。  

解決方法 : [マーカーを適用] ボタンは無効にります。  
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問題 : 読み取り専用モードでも、ユーザーはトピックテキストの入力が可能 （ただし

、入力が可能なだけで、実際にテキストは変わりません）。  

解決方法 : 読み取り専用モードで、トピックテキストの編集は無効になります。  

 

問題 : [表示] ボタンを押すと、選択されているトピックがビューに並べ替えなしでリス

トに追加される。 

解決方法 : トピックはビューには追加されません。  

 

問題 : 読み取り専用モードで、トピックを並べ替えなしのリストからグリッドへ、また

その逆へ移動できる。 

解決方法 :読み取り専用モードで、グリッドの編集は無効になりました。  

 

問題 : 分析ビューの作成、表示、および追加ボタンが時々動作しない。 

解決方法 : ボタンは正しく動作します。   

マーカー インデックス 

問題 : マーカー インデックスを使うと、MindManager のメモリ使用量が増え続ける。 

解決方法 : マーカー インデックスを使用してもメモリ使用量は増え続けません。  

 

問題 : 場合により、優先度マーカーがマーカー インデックスに表示されないことがあ

る。  

解決方法 : 優先度マーカーは表示されます。  

 

問題 : アイコン グループにトピックが表示されない。  

解決方法 : トピックは、アイコン グループに正しく表示されます。  

ブレーンストーミング 

問題 : MindManager を再起動すると、デフォルトのブレーンストーミングだけが表示

される。前回カスタマイズしたカードを追加していても、それらが読み込まれな

い。  

解決方法 : 前回読み込まれたブレーンストーミングカードが読み込まれるようになりました

。  

 

問題 : 分類と絞込みの分岐を編集すると、選択が失われます。 

解決方法 : 選択は維持されます。  

 

問題 : カードに説明がない場合でも、カードを反転する (表/裏を表示) アイコンが有効

になる。 

解決方法 : カードに説明がない場合、カードを反転するアイコンは無効になります。  
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Microsoft SharePointとの統合 

問題 :"ローカルの下書きフォルダを使う" がチェックされていない場合、マップをチェックアウ

トして MindManager で開くと、そのマップに加えた変更がチェックインする際

保存されない。 

解決方法 : マップへの変更は保存されます。  

 

問題 : SharePoint 側で、編集にはチェックアウトが必要な場合、ShaprePoint からチェッ

クアウトしたマップの編集を有効にすると失敗する。 

解決方法 : レジストリ キーが更新された場合、編集可能になりました。この問題を解決す

るには、以下のレジストリ キーを 0 に設定し、必要に応じて自分の権限情報を

入力します。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mindjet\MindManager\10\Settings\EnableDmsWindo
wsCredentials  

Microsoft Outlook との統合 

問題 :  Office 2010 が 64 ビットバージョンの場合、MindManager のリボンから Outlook 

クエリを実行するとクラッシュする。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。  

 

問題 :  Outlook が複数プロファイルのアカウントの場合、クエリを挿入/実行すると、

"Outlook に接続できませんでした。" というエラーが表示される。 

解決方法 : エラーが発生しなくなりました。  

 

問題 :  複数プロファイルの Outlook 2010 を使うと、MindManager がクラッシュする。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。  

 

問題 :  重ね合わされた Outlook タスクの編集が可能。 

解決方法 : 重ね合わされたタスクは読み取り専用になりました。  

Mindjet Connect との統合 

問題 :場合により、ファイルやフォルダの名前を変更することができない。 

解決方法 : ファイルやフォルダの名前を変更することができます。    

 

問題 : ダブルクリックしてバージョンを削除したあと、それをクリックして戻す際、ク

ラッシュが発生する。 

解決方法 : フローを更新したのでクラッシュを防ぐことができるようになりました。   

 

問題 : Connect ファイルやフォルダのハイパーリンクをコピーして貼り付けると、URL 

しか表示されない。 
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解決方法 : フォルダ名やファイル名もクリップボードに追加され、ドキュメントに貼り付け

されるようになりました。 

 

問題 : Internet Explorer からハイパーリンクをコピーする際、リンクといっしょに HTML 

コードも貼り付けされる。 

解決方法 : ハイパーリンクが正しく張り付けされるようになりました。 

 

問題 : Enter を押すと、Mindjet Connect に新規フォルダを作成する処理がキャンセルさ

れる。  

解決方法 : Enter キーを押すと、新しいフォルダを確定し保存するようになりました。  

 

問題 : ファイルリストに表示されたマップを選択して Enter キーを押してもなにも起こ

らない。 

解決方法 : Enter を押すと、選択したファイルが開きます。  

 

問題 :<特殊な方法で閉じる> (マップを閉じて削除する) オプションが Connect マップを削除し

ない  

解決方法 : マップは閉じられ、削除されるようになりました。  

 

問題 : すでに削除されたファイルを最近使ったファイルリストから開くことが可能。  

解決方法 : 削除されたマップは、最近使ったファイルリストから開くことはできません。  

 

問題 : Mindjet Connect へのアップロードに失敗してもエラーメッセージが表示されな

い。  

解決方法 : 適切なエラーメッセージが表示されるようになりました。  

 

問題 : バージョンリストで複数のバージョンが選択されていても "戻す" 処理が利用可

能になっている。  

解決方法 : 複数のバージョンが選択されている際、"戻す" 機能は無効になりました。 

 

問題 : アラートの付いているローカルマップを Mindjet Connect フォルダに保存すると 

MindManager がクラッシュする。 

解決方法 : MindManager はクラッシュしなくなりました。  

 

問題 : 共同編集時、他のユーザーが削除したアイコンが別のユーザーのマップに表示さ

れたままになる。  

解決方法 : 共同編集時、削除されたアイコンは、開いている全てのマップからも削除される

ようになりました。  
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問題 : 共同編集時、web クライアントで削除されたトピックのノートが MindManager 

では削除されない。  

解決方法 : 共同編集時、削除されたノートは、開いている全てのマップからも削除されるよ

うになりました。  

 

問題 : Connect ファイルマネージャ タスクバーのコンテキストメニューにある最大化お

よび最小化が動作しない。  

解決方法 : Connect のファイルマネージャで最大化および最小化が動作するようになりまし

た。  

 

問題 :"マップを保存しています..." の最中に接続すると、状態が "オフライン" に変わり、マッ

プが読み取り専用になる。  

解決方法 : Connect への接続は維持されます。  

 

問題 : アカウント所有者が共有フォルダのアクセス権を編集可能にできない。  

解決方法 : 所有者は、編集可能で共有できるようになりました。   

 

問題 : Connect マップ内のトピックにリンクするハイパーリンクが正しく動作しない。 

解決方法 : ハイパーリンクは正確にトピックへ移動するようになりました。  

 

問題 : 共同編集の間、データが定期的に別のトピックスタイルで表示される。  

解決方法 : トピックは正しく表示されるようになりました。  

全般 

問題 : Proxy 問題により、Connect、Map for That、web サービス、および SharePoint が

利用できないことがある。 

解決方法 : Proxy が利用可能になりました。環境（例えば、自動構成）によっては、確認フ

ァイルを調整設定する必要がある場合があります。問題が解決しない場合は、

Mindjet にお問い合わせください。    

 

問題 : リレーションシップが境界線を指すと、クラッシュが発生し、そのリレーション

シップを依存関係に変更してしまう。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。  

 

問題 : ネットワーク上のSharePoint もしくは WebDAV にファイルを保存する際、すごく

時間がかかる。 

解決方法 : 管理者により、以下のレジストリキーを設定すると、ネットワークでの保存が正

しく有効になります。
HKEY_CURRENT_USER\Software\Mindjet\MindManager\10\Settings\EnableDmsSuppor

t=0.この設定は、SharePoint DMS を無効にします。   
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問題 : Internet explorer からコピーされた画像やテキスト付きの情報がノートに保存さ

れない。 

解決方法 : 無効な XHTML がトピックノートに貼り付けされると、エラーメッセージが表示

されるようになりました。  

 

問題 : トピックの書式設定ダイアログを使って、フローティングトピックもしくは吹き

出しから組織図を拡張方向に変更する際、クラッシュが発生する。   

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。 

 

問題 : web クライアントで作成および他のユーザーに共有された Connect マップを開く

際、クラッシュします。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。 

 

問題 : web クライアントで作成され、しかも他のユーザーと共有された Connect マップ

を開く際、クラッシュします。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。 

 

問題 : Word もしくは Project が閉じており、デフォルトのマップが Windows 7 で設定さ

れていない場合、 Word ファイルもしくは Project ファイルを MindManager に送

信するとクラッシュします。    

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。 

 

問題 : マップが開いていない時に、画像ライブラリのフォルダを右クリックすると、ク

ラッシュする。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。  

 

問題 : "ドキュメントの先頭に概要マップをエクスポートする" オプションがチェック

されている時に、スライドを削除し、Word へエクスポートするとクラッシュす

る。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。  

 

問題 : 新しくリンクされたマップにトピックを送信する際、保存ダイアログが余分に表

示される。 

解決方法 : 余分なダイアログは表示されなくなりました。  

 

問題 : アウトラインビューで印刷すると、サブトピックのインデントが維持されない。 

解決方法 : インデントが維持されるようになりました。  

 

問題 : アイコンの付いた Word をインポートすると、不明なスラッシュが表示される。 
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解決方法 : スラッシュは削除されました。  

 

問題 : トピックにカスタム プロパティを追加できない。  

解決方法 : カスタム プロパティが定義できるようになりました。 

 

問題 : リソースの名前を変更し、それをガントチャートにドラッグすると、そのリソー

スが使用過多として表示される。  

解決方法 : 使用過多として表示されなくなりました。 

 

問題 : 内部ブラウザは、ハイパーリンク内の"#" 記号以降を認識しない。 

解決方法 : 内部ブラウザで正確なページが表示されるようになりました。 

 

問題 : １つのトピックにしかノートが付いていない場合、すべてのトピックのノートを

印刷しようとすると失敗する。  

解決方法 : ノートが正確に印刷されるようになりました。 

  

問題 : オフラインの際、web で利用可能なマップパーツを含むマップを開こうとすると

、サーバー接続メッセージが複数表示される。  

解決方法 : メッセージは１回だけ表示されます。 

バージョン 10.0.493 で解決された問題 

問題 : 分析ビュー:リレーションシップ / 境界線を選択し、新しいビューを作成すると

、エラーが発生する。 

解決方法 : エラーが発生しなくなりました。トピックを分析ビューに追加する際、リレーシ

ョンシップと境界線が無視される。 

問題 : 分析ビュー:ウィンドウサイズを小さくすると、リボン アイコンが正確に表示さ

れない。  

解決方法 : 正確なアイコンが表示されるようになりました。  

問題 : Connect:未保存のマップに対し、自動保存時にエラーが発生する。  

解決方法 : エラーなしで更新が保存されるようになりました。  

問題 : Connect:WLAN のバンド幅が小さいと、Mindjet Connect がオフラインになる。 

解決方法 : WLAN のバンド幅が小さくても、Mindjet Connect はオンライン状態で維持される

ようになりました。 

問題 : Connect:共同編集の際、一人のユーザーがマップを一旦閉じ再度開くと、追加さ

れたトピックが表示されない。  

解決方法 : すべてのユーザーに対して、共有マップは正しく表示されます。  
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問題 : Connect:'最近使った項目' メニューに Connect マップが表示されない。  

解決方法 : Connect マップが表示されるようになりました。  

問題 : Connect:ファイアウォールの外からデスクトップクライアントにログインすると

、承認されていないという内容のエラーメッセージが複数表示される。 

解決方法 : エラーメッセージが表示されなくなりました。  

問題 : 全般:SharePoint の分岐を追加した後、MindManager のオプションダイアログが表

示できない。   

解決方法 : オプションダイアログが表示できるようになりました。  

問題 : 全般:フランス語およびドイツ語版のローカライズ問題  

解決方法 : フォーマットおよびローカライズの更新が完了しました。  

問題 : インターフェイス:[表示] リボンタブに重複するショートカットキーが表示され

る。 

解決方法 : 重複ショートカットは表示されなくなりました。  

問題 : テンプレート:オンラインギャラリーおよび Maps for That から画像をロードする

際の問題。  

解決方法 : 適切なカテゴリ アイコンが表示されるようになりました。   

バージョン 10.0.445 で解決された問題 

問題 : 添付ファイル:レジストリ キーで添付機能を無効にしていても、"CTRL を押しな

がらドラッグ"することでファイルを添付することができてしまう。  

解決方法 : Windows Explorer からファイルを "CTRL を押しながらドラッグ" しても添付でき

ません。 

問題 : ガント ビュー:読み取り専用マップでもガントチャートのリソースフィールドを

編集することができてしまう。   

解決方法 : 読み取り専用のマップでは、リソースフィールドは編集できません。   

問題 : ガント ビュー:分割ビューで作業後、ガント ビューを追加するとクラッシュする

。 

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。   

問題 : ノート:あるノートから別のノートへ画像をハイパーリンクを付けてコピーする

と、画像のハイパーリンクがコピーされない。   

解決方法 : 画像をハイパーリンクと一緒にコピーすると、画像もハイパーリンクも両方コピ

ーされるようになりました。  

問題 : Outlook との統合:Outlook へ送信された新規タスクは、 MindManager から編集で

きない。  

解決方法 : タスクは、MindManager から編集することができるようになりました。   
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問題 : Outlook との統合:Outlook 2010 の POP3 デフォルトアカウントを使って作成した

マップを同期する際、エラーが発生する。   

解決方法 : エラーは発生しなくなりました。   

問題 : Outlook との統合:新規タスクをだれかに割り当てる際、タスク プロパティを編

集可能にさせてはいけない。 

解決方法 : 編集できないようにします。   

問題 : Outlook との統合:MindManager に送信された Outlook のコンテンツに余分な改行

が含まれる。 

解決方法 : 余分な改行は追加されなくなりました。   

問題 : PowerPoint との統合:PowerPoint へ送信すると、フッター テキストのオプション

が無効になる。   

解決方法 : フッター テキストのオプションが追加され表示されるようになりました。  

問題 : プレゼンテーション モード:プレゼンテーションモードで作成/開いたマップを閉

じる際、MindManager がクラッシュする。 

解決方法 : MindManager はクラッシュしなくなりました。   

問題 : クイック アクセス ツール バー (QAT):MindManager を再起動すると、QAT に "ト

ピック スタイルのクリア" コマンドが表示されない。  

解決方法 : QAT に "トピック スタイルのクリア" コマンドは一切表示されないように変更し

ました。 

問題 : 古いマップ:古いマップの場合、MindManager 9.2 で開くと、週末や休日の入った

タスクの期間が間違っていることがある。  

解決方法 : 正しい期間が表示されるようになりました。   

問題 : トピックの問題 :組織図形式でフローティングトピックへのショートカットを使

ってトピックを挿入すると、MindManager がクラッシュする。  

解決方法 : クラッシュが発生しなくなりました。   

バージョン 10.1.459 の既知の問題 

問題 : MindManager 9 および Catalyst:MindManager 2012 をインストール後、もしくは

、アンインストール後、MindManager 9 を使って Catalyst にサインインすること

ができない。  

回避方法 : MindManager 9 の修復を実行すると、Catalyst を再度使用することができます。

Catalyst をデフォルトとして使う場合は、MindManager 2012 の後で、修復を実行

します。   

問題 : 分析ビュー:複数のユーザーが Mindjet Connect を使い、共有マップで分析ビュー

を作成すると、異なるビューが各ユーザーに表示される。   
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回避方法 : 分析ビューは、チェックアウトしたマップでのみ作成してください。こうするこ

とで、複数のユーザーが同時に分析ビューを作成してしまうことを防ぐことがで

きます。  

問題 : Internet Explorer:64 ビットのブラウザを使う場合、コンテキストメニューに 

"MindManager に送信" が表示されますが、実際はサポートされていません。 

回避方法 : なし。   

問題 : Mindjet Connect:共有編集の際、大きなファイル(例：5MB 以上）をマップに添付

すると、問題が発生することがある。   

回避方法 :ファイルを添付する前にマップをチェックアウトするか、ファイルを Connect に別に

ロードし、そのファイルへのハイパーリンクを付けるようにしてください。   

問題 : Mindjet Connect:Mindjet Connect から Mindjet SWF ビューアファイルを正しく開く

ことができない。  

回避方法 : この問題は、MindManager から直接 SWF ビューアファイルを Mindjet Connect に

保存すると発生します。よって、まずデスクトップに一旦保存し、それから 

Connect へアップロードするようにしてください。  

問題 : Mindjet Connect:別のユーザーが共同編集からサインアウトもしくはオフライン

になると、共同編集している他のユーザーのマップが保存できなくなったり、読

み取り専用になることがある。 

回避方法 : マップを再度開いて編集を続けてください。   

問題 : オンライン マップ ギャラリー:英語版の Windows XP を使っている場合、新しい

オンラインマップギャラリーやMaps for That から複数の異なるカテゴリのマップ

を開くと MindManager がクラッシュする。  

回避方法 : なし。   

問題 : Outlook:１つのプロファイルで非 Exchange IMAP アカウントを使っている場合、

Outlook 2003 および Outlook 2007 のクエリは動作しません。 

回避方法 : なし。   

問題 : Outlook (日本):Outlook アドインを使って html メールメッセージをマップに挿入

すると、文字化けが起こる。 

回避方法 : なし。   

問題 : Outlook (64 ビット):保存前に、タスクを Outlook に送信し、それを割り当てよう

とすると、処理がハングアップしてしまう。 

回避方法 : タスクを保存してから、それを割り当てれば問題は発生しません。   

問題 : SharePoint:ユーザー2 によってチェックアウトされたマップをユーザー1 が編集

しようとすると、誤解を招くメッセージが表示される。 

回避方法 : なし。  
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問題 : タスクを Outlook に送信:カテゴリタグの付いたタスクを Outlook に送信すると、

そのタグがトピックから削除される。   

回避方法 : なし。  

問題 : 工数:ビルド 10.1.459 で工数を有効にした後、Connect で保存してからブラウザで

開き、その後で、ビルド 10.0.XXX を使って開くと、XML エラーが発生する。   

回避方法 : 10.0.XXX で開く前に、10.1.459 でマップを開いてください。  


