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「Keynote」を使えば、映画のようなプレゼンテーションをこれまでにな
く簡単に作成でき、効果的で劇的なストーリーを表現できます。

「Keynote」は、起動してデザイン済みのテンプレートを 1 つ選択するだけで、すぐに使い始めること
ができます。プレースホルダテキストを入力して上書きし、ピクチャとムービーをドラッグして追加すれ
ば、すばらしいアニメーションを作ることができます。あっという間に、人目を引くプレゼンテーション
を作成できます。

このユーザーズガイドには、「Keynote」の特定のタスクを実行する際に役立つ詳細な説明が含まれ
ています。この PDF ファイル以外にも、役に立つ資料が用意されています。

ビデオ形式のオンラインチュートリアル
オンラインチュートリアル（www.apple.com/jp/iwork/tutorials/keynote）には、「Keynote」
での一般的なタスクの実行についての説明ビデオがあります。「Keynote」を最初に開いたときに表
示されるメッセージに、Web 上のこれらのチュートリアルへのリンクが記載されています。「Keynote」
のビデオ形式のチュートリアルは、「ヘルプ」＞「ビデオ形式のチュートリアル」と選択すれば、いつ
でも表示できます。

序
章

ようこそ Keynote '09 へ

http://www.apple.com/jp/iwork/tutorials/keynote/


 12  序章    ようこそ Keynote '09 へ

オンスクリーンヘルプ
オンスクリーンヘルプでは、「Keynote」のすべてのタスクについて詳細な手順が説明されています。
ヘルプを開くには、「Keynote」を開いて、「ヘルプ」＞「Keynote ヘルプ」と選択します。ヘルプ
の最初のページには、役に立つ Web サイトを開くためのリンクもあります。

iWork 数式および関数ヘルプ
「iWork 数式および関数ヘルプ」には、プレゼンテーションで数式と関数を書き込んだり使用したりす
る詳細な手順が含まれています。「iWork 数式および関数ヘルプ」は、iWork アプリケーションの「ヘ
ルプ」メニューから開きます。「Keynote」、「Numbers」、または「Pages」が開いた状態で、「ヘルプ」＞
「iWork 数式および関数ヘルプ」と選択します。

iWork の Web サイト
iWork に関する最新のニュースおよび情報については、www.apple.com/jp/iwork を参照してくだ
さい。

サポート Web サイト
さまざまな問題の詳しい解決方法については、www.apple.com/jp/support/keynote を参照して
ください。

ヘルプタグ
「Keynote」の画面上のほとんどの項目には、ヘルプタグ（短いテキストによる説明）が表示されます。
ヘルプタグを表示するには、数秒間、ポインタを対象となる項目の上に置いたままにしてください。

http://www.apple.com/jp/iwork/
http://www.apple.com/jp/support/keynote/
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「Keynote」でスライドショーを作成するために使うウインドウとツール
について説明します。

作成する各スライドショーは、個別の Keynote 書類です。ムービー、サウンド、またはその他のメディ
アをスライドショーに追加する場合は、それらを書類の一部として保存して、プレゼンテーションをある
コンピュータから別のコンピュータに簡単に移動できるようにすることができます。

テーマとマスタースライドについて
「Keynote」を（Dock のアイコンをクリックするか、「Finder」のアイコンをクリックして）はじめて開くと、
テーマセレクタに、Apple がデザインしたスライドショーに使用できるテーマが表示されます。

1Keynote のツールとテクニック



各テーマは、デザイン要素が統合されたマスタースライドのファミリーで構成されています。マスター
スライドは、あらかじめ選択した背景、テクスチャ、表スタイル、グラフの色などをベースにして外観
を作ります。Keynote 書類の作成は、使用するテーマを選択することから始めます。これにより、新
しいテキストボックス、図形、グラフなどをそのテーマの中のスライドに追加するたびに、その色とス
タイルがスライドショーの残りの部分に合わせて調整されます。

マスタースライドには、そのテーマの外観に合う、さまざまなテキストやイメージのレイアウトがありま
す。スライドを特定の要素（タイトルとサブタイトル、行頭記号付きリスト、イメージなど）を使用して
作成するときは、希望のレイアウトに最も近いマスタースライドを選択します。マスタースライドには、
テキストとイメージのプレースホルダが含まれています。スライドショーを作成しながら、これらのプレー
スホルダを独自のコンテンツと置き換えます。

プレースホルダテキスト

イメージ、ムービー、または

その他のメディアファイル

のメディアプレースホルダ

メディアプレースホルダには、写真が含まれており、独自の写真、PDF、またはムービーと置き換える
ことができます。独自のイメージやムービーをこのプレースホルダにドラッグすると、スライドに合うよ
うに自動的にサイズや位置が調整され、フレームが設定されます。メディアはスライド上の任意の位置
（メディアプレースホルダのみでなく）にドラッグできますが、その場合プレースホルダイメージの属性
（サイズやフレームなど）は継承されません。詳細については、73ページの「テーマのイメージを独
自のメディアに置き換える」を参照してください。

プレースホルダテキストは、新しい各スライドの、タイトルと本文のテキストボックスに「編集エリア」
というテキストで表示されます。その外観は、テキストボックスに独自のテキストを入力した後のテキ
ストの外観を示します。本文テキストボックスに表示される行頭記号は、独自のテキストの横に表示さ
れるものと同じです。詳細については、49ページの「テキストのサイズとフォーマットを設定する」を
参照してください。

スライドショーを作成するときは、スライドに、表、テキストボックス、図形、オブジェクトなどのその
他の要素を追加できます。
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ほとんどのテーマには、以下のマスタースライドが含まれています：

マスタースライド 推奨する使用方法

タイトル & サブタイトル プレゼンテーション内のタイトルスライドまたはセクション
タイトル

タイトル & 箇条書き 目次

タイトル & 箇条書き（2 段組み） 並べて表示する内容

箇条書き 箇条書きのテキストを使用する一般的な内容ページ（スラ
イド全体がテキスト領域になる）

空白 グラフィックスを多用するレイアウト

タイトル（上または中央） プレゼンテーション内のタイトルページまたはセクションタ
イトル

画像（横長） タイトルが下に表示される横長の写真

画像（縦長） タイトルとサブタイトルが左側に表示される縦長の写真

タイトル、箇条書き、画像 テキストと写真によるタイトルページまたはセクションタイ
トル

タイトル & 箇条書き（左または右） 箇条書きのテキストを左側または右側に配置し、グラフィッ
クスをその反対側に配置する内容スライド



Keynote のウインドウ
「Keynote」のウインドウは、スライドショーの操作や整理がしやすいようにカスタマイズできます。そ
の要素の多くは、個別に表示したり隠したりできます。

スライドキャンバス
テキストを入力したりオブジェクトやメディアを追加し
たりして各スライドを作成します。

発表者ノートフィールド
個別のスライドについてのノートを追加します。
発表者はプレゼンテーションの実行中にこのノートを
参照できます。聴衆には表示されません。

スライドナビゲータ
スライドプレゼンテーションの
概要が視覚的に表示されます。
各スライドをサムネール表示

したり、テキストをアウトライン
表示したりできます。

ツールバー
よく使うツールが
表示されるように

カスタマイズします。

スライドのサムネールの
サイズを変更します。

これらの要素を表示したり隠したりするには、以下の操作を行います：

ウインドウの上部にある m ツールバーから、スライドの作成に必要なツールにすばやくアクセスできます。

ツールバーを表示するには「表示」＞「ツールバーを表示」と選択し、隠すには「表示」＞「ツールバー
を隠す」と選択します。ツールバーの詳細については、21ページの「ツールバー」を参照してください。

ウインドウの左側にある m スライドナビゲータには、スライドショーの概要が視覚的に表示されます。各
スライドをサムネール表示するか、テキストのアウトライン表示が可能です。

スライドナビゲータを表示するには、「表示」＞「ナビゲータ」または「表示」＞「アウトライン」と
選択します。スライドナビゲータを隠すには、「表示」＞「スライドのみ」と選択します。スライドナビゲー
タの詳細については、17ページの「ビューを変更する」を参照してください。

 m 発表者ノートのフィールドには、個別のスライドについてのノートを入力できます。このノートは、聴衆
には表示されずに、プレゼンテーション実行中に参照できます。

発表者ノートを表示するには「表示」＞「発表者ノートを表示」と選択し、隠すには「表示」＞「発
表者ノートを隠す」と選択します。発表者ノートの使用方法の詳細については、193ページの「発表者ノー
トを追加する」を参照してください。
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 m フォーマットバーにより、テキスト、表、グラフなどをカスタマイズするためのフォーマット設定ツール
にすばやくアクセスできます。フォーマットバーに表示されるコントロールは、スライドキャンバスで選
択した項目によって異なります。

フォーマットバーを表示するには「表示」＞「フォーマットバーを表示」、隠すには「表示」＞「フォー
マットバーを隠す」と選択します。フォーマットバーの詳細については、22ページの「フォーマットバー」
を参照してください。

拡大する／縮小する
スライドキャンバスのビューを拡大または縮小することができます。

拡大または縮小するには、以下の操作を行います：

「表示」＞「拡大／縮小」＞「＜ m 拡大／縮小レベル＞」と選択します。

スライドキャンバスの左下にある「拡大／縮小」ポップアップメニューから拡大レベルを選択します。 m

Mac OS X v10.7（Lion）以降で「Keynote」を使用している場合は、作業に集中できるよう、アプリケー
ションウインドウをフルスクリーンビューで表示することもできます。詳細については、20ページの「フ
ルスクリーンビュー」を参照してください。

ビューを変更する
「Keynote」には、ナビゲータビュー、アウトラインビュー、ライトテーブルビューといった、Keynote 
書類のスライドを表示、管理、および整理する方法がいくつか用意されています。スライドキャンバス
のみを表示することもできます。Mac OS X v10.7（Lion）以降を使用している場合は、フルスクリー
ンビューで作業することもできます。

ビューを切り替えるには：

ツールバーで「表示」をクリックしてオプションを選択します（つまり、「表示」＞「ナビゲータ」、「ア m

ウトライン」、「ライトテーブル」、または「スライドのみ」と選択します）。



ナビゲータビュー
ナビゲータビューにはスライドごとのサムネールイメージが表示され、多数のグラフィックスや表などの
オブジェクトが含まれるスライドショーで役立ちます。このビューにはスライドの概要が視覚的に表示さ
れますが、サムネールのテキストの一部は判読できないかもしれません。

開閉用三角ボタンをクリック

して、インデントされた

スライドのグループを

表示したり、隠したりします。

スライドをインデントして

グループに整理します。

スライドをインデントするには、

ドラッグするか、スライドを

選択して Tab キーを押します。

各スライドのグラフィックス

を一目で確認できます。

サムネールを異なるサイズで

表示します。

ハンドルを下にドラッグすると

マスタースライドが表示されます。

ここで選択したスライドが、

作業対象のスライドになります。

スライドナビゲータのスライドを操作して、スライドを並べ替えたり整理したりすることができます。

ナビゲータビューで作業するには、以下の操作を行います：

ナビゲータビューを表示するには、ツールバーの「表示」をクリックして「ナビゲータ」を選択するか、「表 m

示」＞「ナビゲータ」と選択します。

スライドを並べ替えたりインデントしたりするには、スライドをドラッグします。 m

スライドのグループ（インデントされたスライドとその親スライド）を表示したり隠したりするには、三 m

角形の開閉ボタンをクリックします。

サムネールイメージを拡大したり縮小したりするには、左下隅にあるボタンをクリックし、サイズを選択 m

します。

1 つまたは複数の隣り合うスライドを複製するには、スライドを選択して、「編集」＞「複製」と選択 m

します。複製するスライドは、選択したスライドの次に挿入されます。

1 つまたは複数の隣り合うスライドをコピー＆ペーストするには、スライドを選択して、「編集」＞「コ m

ピー」と選択し、コピーしたスライドをペーストしたいスライド（複数の場合これを含む以降のスライ
ドにペーストされる）を選択し、「編集」＞「ペースト」と選択します。

マスタースライドを表示する（独自のマスタースライドやテーマを作成する場合に便利です）には、ス m

ライドナビゲータの右上にあるハンドルをドラッグするか、ツールバーの「表示」をクリックして「マス
タースライドを表示」を選択します。詳細については、220ページの「マスタースライドとテーマをデ
ザインする」を参照してください。
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アウトラインビュー
アウトラインビューは、テキストの多いプレゼンテーションの流れを視覚化する際に最も役立ちます。
アウトラインビューには、スライドショーの各スライドのタイトルと箇条書きテキストが表示されます。
タイトルと箇条書きテキストはすべて、スライドナビゲータに読みやすく表示されます。

アウトラインビューでは、プレゼンテーションを整理する際に、箇条書きを簡単に配置したり並べ替え
たりすることができます。スライドナビゲータでは、既存のテキストに箇条書きテキストを直接追加でき
ます。また、箇条書きをあるスライドから別のスライドにドラッグしたり、同じスライド内でより上位ま
たは下位にドラッグしたりすることもできます。

より上位または下位のアウトライン
レベルに移動するには、箇条書きを左
または右にドラッグします。箇条書きはスラ
イド間でもドラッグできます。

アウトラインビューには、タイトルと
箇条書きのテキストが表示されます。
アウトラインビューで、テキストを直接
追加または編集できます。

スライドナビゲータで箇条書きテキスト
を隠すには、スライドのアイコンをダブルク
リックします。

アウトラインビューで作業するには、以下の操作を行います：

アウトラインビューを表示するには、ツールバーの「表示」をクリックして「アウトライン」を選択しま m

す（または、「表示」＞「アウトライン」と選択します）。

アウトラインビューで使われるフォントを変更するには、「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「一般」 m

をクリックして、「アウトライン表示フォント」ポップアップメニューからフォントとサイズを選択します。

アウトラインビューをプリントするには、「ファイル」＞「プリント」と選択します。「プリント」ダイアログで、 m

「印刷部数と印刷ページ」ポップアップメニューから「Keynote」を選択して、「アウトライン」を選
択します。



ライトテーブルビュー
スライドショーに多くのスライドが含まれていて同時により多くのサムネールを表示したい場合は、ライ
トテーブルビューを使います。スライドは、あたかも写真家のライトテーブル上に広げられているかの
ように、ドラッグして簡単に並べ替えることができます。

ライトテーブルビューで作業するには、以下の操作を行います：

ライトテーブルビューを表示するには、ツールバーの「表示」をクリックして「ライトテーブル」を選 m

択します（または、「表示」＞「ライトテーブル」と選択します）。

サムネールイメージを拡大したり縮小したりするには、ウインドウの左下にあるボタンをクリックし、サ m

イズを選択します。

スライドを編集したり、前のビュー（ナビゲータまたはアウトライン）に戻ったりするには、スライドを m

ダブルクリックします。

ライトテーブルビューでも、ナビゲータビューやアウトラインビューと同様に、スライドを追加したり、
削除したり、複製したり、スキップしたり、並べ替えたりすることができます。

フルスクリーンビュー
Mac OS X v10.7（Lion）以降で「Keynote」を使用している場合は、作業に集中できるよう、アプ
リケーションウインドウをフルスクリーンビューで表示できます。フルスクリーンビューでは、「Keynote」
ウインドウが画面全体に拡大され、別のスペースに移動するため、「Keynote」とデスクトップの間で
簡単に移動できます。

Keynote をフルスクリーンで表示するには：
「表示」＞「フルスクリーン」と選択するか、「Keynote」ウインドウの右上隅にある「フルスクリーン」 m

ボタン（外向きの 2 本の矢印のような）をクリックします。

フルスクリーンビューを終了するには、以下のいずれかを行います：

「表示」＞「フルスクリーンを解除」と選択します。 m

ポインタを画面の最上部に移動してメニューバーを表示し、画面の右上隅にある「フルスクリーン」ボ m

タンをクリックします。

キーボードの Esc キーを押します。 m
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特定のスライドにジャンプする
書類での作業時に、簡単にスライドにジャンプできます。

特定のスライドにジャンプするには、以下の操作を行います：

ナビゲータビューまたはアウトラインビューで、スライドナビゲータのサムネールをクリックして任意のス m

ライドにジャンプします。

「スライド」＞「移動」と選択し、いずれかのオプション（「次のスライド」、「前のスライド」、「最初の m

スライド」、「最後のスライド」）を選択します。

ツールバー
「Keynote」で作業する際に実行するアクションの多くには、「Keynote」のツールバーからワンクリッ
クでアクセスできます。自分の作業スタイルに合わせて、ツールバーボタンの追加、削除、および並
べ替えを行うことができます。

デフォルトのツールバーボタンを以下に示します。右上隅の「フルスクリーン」ボタンは、Mac OS X 
v10.7（Lion）以降を実行している場合以外は表示されません。

スライドを追加します。

スライドショー
を再生します。

新しい表示、テーマ、
またはマスタースライド

を選択します。

書類を iWork.com 上の
レビューアと共有します。

フリー・テキストボック
ス、図形、表、またはグ
ラフを追加します。

写真の不要な部分をマスクまたは取り除き
ます。スライド上のオブジェクトをほかのオブ
ジェクトより前または背後に表示します。

レビューコメントを
スライドに追加します。

フルスクリーンで表示／
編集します。

インスペクタウインドウ、メディアブ
ラウザ、「カラー」ウインドウ、および
「フォント」ウインドウを開きます。

ツールバーをカスタマイズするには：

 1 「表示」＞「ツールバーをカスタマイズ」と選択するか、Control キーをクリックしながらツールバー
をクリックし、「ツールバーをカスタマイズ」を選択します。

 2 必要に応じてツールバーに変更を加えます。

ツールバーにボタンを追加するには、アイコンを上部のツールバーにドラッグします。

ツールバーからボタンを削除するには、そのボタンをツールバーの外にドラッグします。

ツールバーのボタンをデフォルト設定に戻すには、デフォルトの設定をツールバーにドラッグします。

ツールバーのアイコンを大きくするには、「小さなサイズを使用」の選択を解除します。

アイコンだけ、またはテキストだけを表示するには、「表示」ポップアップメニューでオプションを選択
します。

ツールバーの項目を並び替えるには、項目をドラッグします。

 3 操作を終えたら、「終了」をクリックします。



「表示」＞「ツールバーをカスタマイズ」と選択しないでツールバーをカスタマイズするためのショー
トカットは以下の通りです：

ボタンを削除するには、Command キーを押しながらボタンをツールバーの外にドラッグするか、 Â

Control キーを押しながらボタンをクリックしてショートカットメニューから「項目を取り除く」を選
択します。

ボタンを移動するには、Command キーを押しながらそのボタンをドラッグします。 Â

ツールバーボタンの機能の説明を表示するには、そのボタン上にポインタを置きます。

フォーマットバー
スライドショーのテキスト、表、図形などの要素の外観をすばやく変更するには、フォーマットバー
を使用します。フォーマットバーのコントロールは、選択されているオブジェクトによって異なります。
「フォーマット」ボタンまたはコントロールの機能の説明を見るには、ヘルプタグが表示されるまで、
ポインタをその説明の上に置いたままにします。

フォーマットバーを表示する／隠すには：

「表示」＞「フォーマットバーを表示」／「フォーマットバーを隠す」と選択します。 m

図形を選択した場合、フォーマットバーは次のように表示されます。

フォント、フォントスタイル、

フォントサイズ、および

色を変更します。

行間隔と段の数を

選択します。
テキストボックスおよび

図形に背景色を追加します。

選択したテキストを揃えます。 テキストボックスおよび

図形の枠線のフォーマット

を設定します。

テキストボックスの

不透明度と影を

調整します。

表を選択した場合、フォーマットバーは次のように表示されます。

表のセル内のテキストの

フォーマットを設定します。

表のセル内のテキストを

配置します。

ヘッダとフッタを

管理します。

セルの枠線のフォーマットを

設定します。

行と列の数を

設定します。

セルに背景色を

追加します。
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「インスペクタ」ウインドウ
スライドショーのほとんどの要素は、「Keynote」のインスペクタを使ってフォーマットを設定できます。
各インスペクタは、フォーマット設定のさまざまな側面に焦点を当てます。たとえば、「書類」インスペ
クタにはスライドショー全体の設定が含まれています。

別のインスペクタを表示

するには、いずれかの

ボタンをクリックします。

複数の「インスペクタ」ウインドウを開くと、書類の作成作業がやりやすくなります。たとえば、「グラフィッ
ク」インスペクタと「テキスト」インスペクタの両方を開くと、テキストとイメージのすべてのフォーマッ
ト設定オプションにアクセスできます。

「インスペクタ」ウインドウを開くには、以下の操作を行います：

 m 何も開いていないときに 1 つの「インスペクタ」ウインドウを開くには、ツールバーの「インスペクタ」
ボタンをクリックします。

 m 複数の「インスペクタ」ウインドウを開くには、「表示」＞「新規インスペクタ」と選択します。

「インスペクタ」ウインドウが開いたら、上部のいずれかのボタンをクリックして、別のインスペクタを
表示します。たとえば、左から 2 つ目のボタンをクリックすると、「スライド」インスペクタが表示され
ます。

インスペクタのボタンやその他のコントロールの上にポインタを置くと、そのコントロールの機能の説
明が表示されます。



メディアブラウザ
メディアブラウザでは、iPhoto ライブラリ、iTunes ライブラリ、Aperture ライブラリ、「ムービー」フォ
ルダのすべてのメディアファイルにアクセスできます。メディアブラウザの項目は、スライドやインスペ
クタのイメージウェルにドラッグできます。

ボタンをクリックすると、iTunes 
ライブラリ、iPhoto ライブラリ、
Aperture ライブラリ、「ムービー」
フォルダのファイルが表示されます。

書類にファイルをドラッグします。

ファイルを検索します。

写真の保存に「iPhoto」または「Aperture」を使用していない場合、音楽の保存に「iTunes」を
使用していない場合、またはムービーを「ムービー」フォルダに保存していない場合は、メディアブラ
ウザにほかのフォルダを追加することによって、そこに含まれるマルチメディアコンテンツに同じ方法で
アクセスできます。

メディアブラウザを開くには：

ツールバーの「メディア」をクリックするか、「表示」＞「メディアブラウザを表示」と選択します。 m

メディアブラウザに別のフォルダを追加するには：

オーディオファイルが保管されているフォルダを追加するには、メディアブラウザの「オーディオ」をク m

リックして、目的のフォルダを Finder からメディアブラウザにドラッグします。

写真が含まれるフォルダを追加するには、メディアブラウザの「写真」をクリックし、Finder からメディ m

アブラウザにフォルダをドラッグします。

ムービーが含まれるフォルダを追加するには、メディアブラウザの「ムービー」をクリックし、Finder  m

からメディアブラウザにフォルダをドラッグします。
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「カラー」ウインドウ
オブジェクトの色を選択するには、「カラー」ウインドウを使います。

カラーホイールで選択した色がこのボック
スに表示されます。（このボックスに 2 色
の色が表示されている場合は不透明度が 
100 ％未満に設定されています。）

このスライダを使用して、カラーホイールに表
示される明暗の色相を調整します。

カラーホイールで色をクリックして
選択します。

カラーボックスから色をドラッグして、
カラーパレットに保存します。

「検索」アイコンをクリックし、色を
合わせる画面上の項目を

クリックします。

ボタンをクリックすると別のカ
ラーモデルが表示されます。

「不透明度」スライダを左に
ドラッグすると、色が透明に

近くなります。

「カラー」ウインドウのカラーホイールを使用して、色を選択できます。選択した色は、「カラー」ウイ
ンドウの上部のボックスに表示されます。色をカラーパレットに置くことで、保存して後から使うことが
できます。

「カラー」ウインドウで選択した色をスライド上のオブジェクトに適用するには、「インスペクタ」パネ
ルにある適切なカラーウェルに、色を配置する必要があります。いずれかのインスペクタでカラーウェ
ルを選択し、カラーホイールでカラーをクリックします。または、カラーパレットやカラーボックスから、
いずれかのインスペクタにあるカラーウェルへ色をドラッグします。

色を選択するには：

 1 ツールバーの「カラー」、またはいずれかのインスペクタにあるカラーウェルをクリックして、「カラー」
ウインドウを開きます。

 2 カラーホイール内の適当な個所をクリックします。

選択した色が、「カラー」ウインドウ上部のカラーボックスに表示されます。

 3 色の明るさを調節するには、「カラー」ウインドウの右側にあるスライダをドラッグします。

 4 色をより透明にするには、「不透明度」スライダを左にドラッグするか、「不透明度」フィールドにパー
セントの値を入力します。

 5 カラーパレットを使うには、「カラー」ウインドウの一番下にあるハンドルをドラッグして、カラーパレッ
トを開きます。

パレットに色を保存するには、カラーボックスからカラーパレットに色をドラッグします。パレットから色
を削除するには、空の四角形を削除する色にドラッグします。

 6 画面上のほかの項目と同じ色にするには、「カラー」ウインドウのカラーボックスの左にある検索アイ
コン（虫眼鏡のアイコン）をクリックします。色を合わせる項目をクリックします。



カラーボックスにその色が表示されます。同じ色で塗りつぶす項目を書類ウインドウで選択し、カラー
ボックスからその色を項目上にドラッグします。

「フォント」ウインドウ
「フォント」ウインドウを使用して、フォント、フォントサイズ、およびテキストの影や取り消し線などの
書式設定を選択します。また、「フォント」ウインドウを使用して、よく使うフォントを、必要なときに
簡単に見つけられるように整理することもできます。

これらのボタンを使用すると、

ビジュアルエフェクトを

設定できます。

アクションメニュー。

選択したテキストに

適用する書体を選択します。

フォント名を検索フィールドに

入力してフォントを検索します。

選択したテキストに

適用するフォントサイズ

を選択します。

選択したテキストに影を

適用します。不透明度、

ぼかし、オフセット、

および角度のコントロール

を使って影を修正します。

選択した書体のプレビューが

表示されます（アクションメニューから

「プレビューを表示」を選択する

必要がある場合があります）。

「フォント」ウインドウを開くには、以下のいずれかの操作を行います：

ツールバーの「フォント」をクリックするか、「フォーマット」＞「フォント」＞「フォントパネルを表示」 m

と選択します。

ツールバーの「フォント」をクリックします。 m

選択したテキストのフォントを変更するには：

検索フィールドに使用したいフォントの名前を入力してから、リストでその名前を選択します。 m

目的の書体（ボールドやイタリックなど）の名前を選択します。 m

目的のフォントサイズに対応する数字を入力するか、選択します。 m

「フォント」ウインドウを使用してテキストをフォーマット設定するには、「フォント」ウインドウのコント
ロールを使用します：

「テキストのアンダーライン」ポップアップメニューから、アンダーラインのスタイル（「1 本」、「2 本」など） m

を選択できます。

「テキストの取り消し線」ポップアップメニューから、取り消し線のスタイル（「1 本」、「2 本」など） m

を選択できます。

「テキストカラー」ポップアップメニューから、テキストの色を選択できます。 m

「書類のカラー」ポップアップメニューから、段落の背景色を選択できます。 m
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「テキストのシャドウ」ボタンをクリックすると、選択されたテキストに影が付きます。 m

「シャドウの不透明度」、「シャドウのぼかし」、「シャドウのオフセット」、「シャドウの角度」の各コントロー m

ルを使うと、影の外観を決定できます。

テキストのフォーマット変更ボタン類が表示されていない場合は、「フォント」ウインドウの左下隅にあ
るアクションポップアップメニューから「効果を表示」を選択します。

「フォント」ウインドウのフォントを整理するには：

 1 「コレクションを追加」（＋）ボタンをクリックして、新規コレクションを作成します。

 2 テキストを選択し、そのテキストを目的のフォントファミリー、書体、およびサイズでフォーマット設定
します。

 3 その名前を、ファミリーのリストから、それを保管したいコレクションにドラッグします。

フォントを頻繁に変更したい場合は、「フォント」ウインドウを開いたままにしておきます。選択したフォ
ントコレクションのフォントファミリーと書体だけが表示されるように、「フォント」ウインドウの右下隅
にあるコントロールを使ってウインドウのサイズを変更できます。

キーボードショートカットとショートカットメニュー
「Keynote」のメニューコマンドとタスクの多くは、キーボードを使用して実行できます。キーボードショー
トカットの一覧を表示するには、「Keynote」を開き、「ヘルプ」＞「キーボードショートカット」と選
択します。

「Keynote」ウインドウの多くの項目には、項目に固有のコマンドの一覧を表示するショートカットメ
ニューもあります。ショートカットメニューは、表やグラフを操作する際に特に便利です。

ショートカットメニューを開くには：

Control キーを押しながらオブジェクトをクリックします。 m



ショートカットで使用できるコマンドは、どの項目をクリックするかによって異なります。この図は、
Control キーを押しながらスライドキャンバスをクリックしたときに表示されるショートカットメニューで
使用できるオプションを示しています。

「警告」ウインドウ
書類を「Keynote」に読み込んだとき、または Keynote 書類を別のフォーマットに書き出したとき
に、一部の要素は完全に同じようには転送されない場合があります。発生した問題は「警告」ウイン
ドウに一覧表示されます。以前のバージョンのアプリケーションでの書類の保存など、ほかの状況で警
告が表示されることもあります。

問題が発生すると、警告を確認できるメッセージが表示されます。警告を確認しなかった場合でも、「表
示」＞「書類の警告を表示」と選択することによって、いつでも「書類の警告」ウインドウを表示できます。

見つからないフォントに関する警告が表示された場合、警告を選択して「フォントの置換」をクリックし、
置換フォントを選択することができます。

警告メッセージは、後で参照するために、コピーして書類にペーストすることができます。警告メッセー
ジは、問題の原因を究明する際に役立ちます。
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Keynote 書類を開く、読み込み、編集、保存、バックアップ、およびパ
スワード保護する際の、効率的な操作の基本について説明します。

この章では、作業中にプレゼンテーションをすばやく保存する方法と、パスワードを使って書類を保護
する方法についてのヒントを示します。

「Keynote」は「PowerPoint」と「AppleWorks」のプレゼンテーションを開く操作をシームレス
に行えるため、ほかのアプリケーションで作成したプレゼンテーションの操作や、ほかのアプリケーショ
ンを使っているほかのユーザとの共同作業が簡単にできます。

「PowerPoint」や別のフォーマットでの Keynote 書類の保存については、207ページの「スライド
ショーをほかのフォーマットで書き出す」内のトピックを参照してください。

書類を作成または開く方法について
作成する各スライドショーは、個別の Keynote 書類です。Keynote 書類で作業を始めるには、いく
つかの方法があります：

新規 Keynote 書類を作成する。 Â

「PowerPoint」または「AppleWorks」で作成された書類を読み込む。 Â

既存の Keynote 書類を開く。 Â

新規 Keynote プレゼンテーションを作成する
新規 Keynote プレゼンテーションを作成するには：

 1 「Keynote」が開いていない場合は、Dock のアイコンをクリックするか「Finder」のアイコンをダ
ブルクリックして開きます。

「Keynote」がすでに開いている場合は、「ファイル」＞「テーマセレクタから新規作成」と選択するか、
Shift ＋ Command ＋ N キーを押します。

 2 テーマセレクタでテーマを選びます。

特定のテーマでほかのスライドレイアウトの外観をプレビューで確認するには、ポインタをそのテーマ
のサムネールイメージの上で、ゆっくりと動かします。グラフ、表、およびテキストを含むサンプルスラ
イドでは、ポインタを移動するとサムネールイメージがスクロールして、全体の感じがつかめ、テーマ
の選択に役立ちます。

2Keynote プレゼンテーションを作成する／
開く／保存する



テーマを選択して作業を始めた後でも、スライドショーのテーマはいつでも変更でき、1 つの書類で複
数のテーマを使用できます（43ページの「スライドのテーマを変更する」を参照）。

 3 スライドショーのプレゼンテーション中に使用する最適なサイズが分かっている場合は、スライドショー
の作成を始める前に「スライドのサイズ」ポップアップメニューからそのサイズを選択しておくことをお
勧めします。

スライドの最適なサイズの選択の詳細については、194ページの「スライドのサイズを設定する」を
参照してください。不確かな場合は、ここではデフォルトのサイズを受け入れて、必要に応じて後で
スライドのサイズを再設定することもできます。スライドの作成後にスライドのサイズを再設定すると、
「Keynote」ではすべてのスライドコンテンツのサイズが調整されます。

 4 「選択」をクリックするか、使用するテーマのサムネールイメージをダブルクリックします。

ヒント： ∏ 新規書類の作成時に常に同じテーマを使用するよう「Keynote」を設定することができます。
「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「一般」をクリックし、「テーマを使用」を選択してから、テー
マを選択します。テーマを変更するには、「選択」をクリックします。

スライドショーを読み込む
「Microsoft PowerPoint」または「AppleWorks」で作成されたスライドプレゼンテーションがある
場合は、「Keynote」に読み込んで作業ができます。

「Keynote」は、元の書類のテキスト、色、レイアウトなどのフォーマット設定をできる限り保持します。

「PowerPoint」または「AppleWorks」の書類を読み込むには、以下の操作を行います：
「Keynote」で、「ファイル」>「開く」と選択します。「開く」ダイアログで読み込む書類を見つけて、「開 m

く」をクリックします。

Finder で、「PowerPoint」または「AppleWorks」の書類アイコンを Keynote アプリケーション m

アイコンにドラッグします。

Keynote の既存の書類を開く
「Keynote」のバージョンのいずれかを使用して作成した書類は、いくつかの方法で開くことができま
す。

Keynote 書類を開くには、以下の操作を行います：
Finder から Keynote 書類を開くには、書類のアイコンをダブルクリックするか、書類のアイコンを  m

Keynote アプリケーションアイコンまでドラッグします。

「Keynote」で作業しているときに書類を開くには、「ファイル」＞「開く」と選択し、書類を選択して m

「開く」をクリックします。

「テーマセレクタ」で、「既存のファイルを開く」をクリックし、「開く」ウインドウで使用する書類を探し、 m

「開く」をクリックします。

直前に作業を行っていた複数の書類の 1 つを開くには、「ファイル」＞「最近使った書類を開く」と m

選択し、サブメニューから書類を選択するか、「テーマセレクタ」で「最近使った書類を開く」をクリッ
クし、使用するファイルの名前を選択します。
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書類がパスワードで保護されている場合は、書類のアイコンをダブルクリックし、フィールドにパスワー m

ドを入力して「OK」をクリックします。

フォントまたはファイルが見つからないというメッセージが表示されても、引き続き書類を使用できます。
「Keynote」により、見つからないフォントがコンピュータで使用できるフォントと置き換えられます。
見つからないフォントを書類に戻すには、「Keynote」を終了して、そのフォントを「Fonts」フォル
ダに追加します（詳細については、「Mac ヘルプ」を参照してください）。見つからないムービーまた
はサウンドファイルを表示するには、元の書類での操作と同じように、書類に追加し直します。保存時
にメディアファイルを書類の一部として保存することで、この問題を回避できます。詳しくは、31ペー
ジの「プレゼンテーションを保存する」の説明を参照してください。

参考：「iWork '08」で作成された書類を開いて、その書類を以前のバージョンで使用できるように保
持しておきたい場合は、書類を同じフォーマットで保存します。207ページの「iWork '08 のフォーマッ
トでプレゼンテーションを保存する」を参照してください。

プレゼンテーションの保存方法について
グラフィックスやグラフデータは、プレゼンテーションを別のコンピュータで開いたときに正しく表示さ
れるように、Keynote プレゼンテーション内に保存されます。ただし、フォントは、プレゼンテーショ
ンの一部として組み込まれていません。Keynote プレゼンテーションを別のコンピュータに転送する場
合は、そのプレゼンテーションで使用されているフォントが転送先のコンピュータの「Fonts」フォル
ダにインストールされていることを確認してください。

デフォルトでは、オーディオファイルとムービーファイルが Keynote プレゼンテーションと共に保存さ
れますが、この設定は変更できます。メディアファイルをプレゼンテーションと共に保存しない場合に、
別のコンピュータでそのプレゼンテーション内にメディアファイルを表示するには、メディアファイルを
別途転送する必要があります。

Mac OS X v10.7（Lion）以降を実行している場合は、「Keynote」によってプレゼンテーションがバッ
クグラウンドで頻繁に自動保存されるため、アプリケーションが突然終了した場合でも、プレゼンテー
ションに加えた変更が失われる心配はありません。また、プレゼンテーションを手動で保存して、古い
バージョンのアーカイブを作成することもできます。このアーカイブは、いつでも復元できます。

プレゼンテーションを保存する
作業時には、プレゼンテーションをその都度保存するように心がけてください。プレゼンテーションを
はじめて保存した後は、Command ＋ S キーを押すと、作業中に、毎回同じ設定を使用してすばや
く保存できます。

プレゼンテーションをはじめて保存するには：

 1 「ファイル」＞「保存」と選択するか、Command ＋ S キーを押します。

 2 「名前」フィールドに、プレゼンテーションの名前を入力します。

 3 「場所」ポップアップメニューから、プレゼンテーションを保存したいフォルダを選択します。

目的の場所が「場所」ポップアップメニューに表示されない場合は、「別名で保存」フィールドの右側
にある三角形の開閉ボタンをクリックし、プレゼンテーションを保存したい場所に移動します。



「場所」ポップアップメニューが表示されない場合は、プレゼンテーションを保存したい場所に移動し
ます。

 4 Mac OS X v10.5 以降の Finder でプレゼンテーションの「クイックルック」をしたい場合は、「書類
にプレビューを含める」を選択します。

 5 「Keynote '08」または「PowerPoint」を使ってプレゼンテーションを開きたい場合は、「コピーを
保存」を選択し、目的のファイルフォーマットを選択します。

 6 プレゼンテーションを別のコンピュータで開く場合は、「詳細設定」をクリックし、プレゼンテーション
にコピーする内容を指定するオプションを設定します。

オーディオとムービーを書類にコピー：  このチェックボックスを選択すると、プレゼンテーションに含ま
れているオーディオファイルやビデオファイルは保存され、プレゼンテーションを別のコンピュータで開
いた場合でも再生されます。このチェックボックスの選択を解除するとファイルサイズは小さくなります
が、メディアファイルも転送しないとメディアファイルは別のコンピュータで再生されません。

ムービーまたはオーディオを含めるときに、書類全体のサイズを減らす方法については、107ページの
「メディアファイルのサイズを減らす」を参照してください。書類内に縮小したサイズのイメージを使
用している場合に、書類サイズを減らす方法については、75ページの「イメージファイルのサイズを
減らす」を参照してください。

テーマのイメージを書類にコピー：  このオプションを選択しないで、同じテーマがインストールされて
いない（独自のテーマを作成した場合など）コンピュータでプレゼンテーションを開くと、そのプレゼ
ンテーションの表示は異なります。

 7 「保存」をクリックします。

プレゼンテーションが古いバージョンの「Keynote」を使って作成されている場合は、そのプレゼンテー
ションを同じフォーマットで保存するかどうかが確認されます。

Mac OS X v10.7（Lion）以降で特定のプレゼンテーションをアーカイブするには：
「ファイル」＞「バージョンを保存」と選択するか、Command ＋ S キーを押します。 m

アーカイブバージョンは、Mac OS X v10.7（Lion）以降を実行している場合にのみ作成できます。アー
カイブバージョンのプレゼンテーションの復元については、34ページの「プレゼンテーションのアーカ
イブバージョンを検索する」を参照してください。

通常、Keynote プレゼンテーションを保存できるのは、Mac OS X を使用するコンピュータおよび
サーバのみです。「Keynote」は、Mac OS 9 コンピュータや Macintosh のサービスを実行する 
Windows サーバには対応していません。

「Keynote」をコンピュータにインストールしていないユーザとプレゼンテーションを共有する場合は、
別のアプリケーションで使用できるようにその書類を書き出すことができます。 ほかのファイルフォー
マット（「QuickTime」、「PowerPoint」、PDF など）でのプレゼンテーションの書き出しについては、
208ページの「プラットフォーム間でプレゼンテーションを共有する」を参照してください。
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プレゼンテーションのコピーを保存する
開いているプレゼンテーションの複製を作成する場合は、別の名前または場所を使用して保存できます。

Mac OS X v10.7（Lion）以降でプレゼンテーションのコピーを保存するには：
 1 「ファイル」＞「複製」と選択します。

プレゼンテーションの、名前のないコピーが作成されます。プレゼンテーションとそのコピーは両方とも、
デスクトップで開いたままになっており、表示および編集が可能です。

 2 名前のないコピーのウインドウを閉じて、プレゼンテーション名を入力した後、ポップアップメニューか
ら場所を選択します。

 3 「保存」をクリックします。

Mac OS X v10.6.x（Snow Leopard）以前でプレゼンテーションのコピーを保存するには：
「ファイル」＞「別名で保存」と選択し、新しい名前または場所を指定します。 m

プレゼンテーションをこの方法でコピーすると、元のプレゼンテーションは閉じられます。デスクトップ
上で開いたままのプレゼンテーションは、作成された新しいコピーです。元のバージョンで操作するには、
「ファイル」＞「最近使った書類を開く」と選択し、サブメニューから以前のバージョンを選択します。

また、プレゼンテーションを保存するたびに、そのバックアップが、元のプレゼンテーションの名前（た
だし、ファイル名に「～のバックアップ」が付けられます）と場所を保持したまま、自動作成されるよ
うにすることもできます。33ページの「プレゼンテーションのバックアップバージョンを自動的に保存
する」を参照してください。

プレゼンテーションのバックアップバージョンを自動的に保存する
プレゼンテーションを保存するたびに、最後に保存されたバージョンのコピーを自動的に保持できます。
それによって、行った編集について考えが変わった場合に、そのプレゼンテーションのバックアップバー
ジョンに戻ることができます。

バックアップバージョンを作成する最善の方法は、実行している Mac OS X のバージョンに応じて異な
ります。Mac OS X v10.7（Lion）以降では、プレゼンテーションを保存するたびに、そのスナップショッ
トが自動的に保存されます。以前に保存したすべてのバージョンのアーカイブに、いつでもアクセスで
きます。Lion での、過去のバージョンの書類へのアクセス方法とその使用方法については、34ペー
ジの「プレゼンテーションのアーカイブバージョンを検索する」を参照してください。

Mac OS X v10.6.x（Snow Leopard）以前を実行している場合は、最後に保存したバージョンの
プレゼンテーションのコピーを自動的に作成するように「Keynote」を設定できます。この方法は、
Lion を実行しており、プレゼンテーションのバックアップバージョンを、ネットワーク上の別のハードディ
スクに保存したい場合にも便利です。

Lion 以降で、以前に保存したバージョンのプレゼンテーションのアーカイブを作成するには：
「ファイル」＞「バージョンを保存」と選択するか、Command ＋ S キーを押します。 m

最後に保存したバージョンのプレゼンテーションのコピーを作成するには：

「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「一般」をクリックして「以前のバージョンをバックアップ」を m

選択します。



次回プレゼンテーションを保存すると、バックアップバージョンが同じ場所に作成されて、ファイル名に
「～のバックアップ」が付きます。最後に保存したバージョンが 1 つだけバックアップされます。プレ
ゼンテーションを保存するたびに、古いバックアップファイルが新しいバックアップファイルで置き換え
られます。

プレゼンテーションのアーカイブバージョンを検索する
Mac OS X v10.7（Lion）以降で、プレゼンテーションのアーカイブバージョンを複数回保存している
場合は、アーカイブをブラウズして、元に戻したり、参照したりできる以前のバージョンを見つけるこ
とができます。目的のアーカイブバージョンが見つかった後は、完全に編集可能なコピーとして元に戻
すか、再使用したい任意のテキスト、イメージ、または書類設定をそこから抽出することができます。

プレゼンテーションのアーカイブバージョンをブラウズするには：

 1 古いバージョンにアクセスしたいプレゼンテーションを開いて、「Keynote」アプリケーションのウイン
ドウの上部にあるプレゼンテーション名にポインタを合わせます。

三角形が表示されます。

 2 三角形をクリックして、「すべてのバージョンをブラウズ」を選択します。

表示が変わり、保存済みのすべてのバージョンのプレゼンテーションのスナップショットが、星の背景
の方に遠ざかっていくように表示されます。画面の右端の時間軸には、右側で最前面に表示されたバー
ジョンが保存された時間が示されます。

現在のバージョンの
プレゼンテーション

過去のバージョンの
プレゼンテーション

クリックすると、画面の右側で現在表示
可能なバージョンが復元されます。

クリックすると、古いバージョンを
復元しないでこの表示が閉じます。

時間軸に沿ってドラッグすると、
過去の異なる時刻に保存した
バージョンが表示されます。
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 3 時間軸のハンドルをドラッグして、以前の時間に戻し、古いバージョンのプレゼンテーションを表示し
ます。

 4 詳しく確認したいバージョンが見つかったら、そのイメージをクリックします。

そのバージョンが前面に移動するため、そこでさまざまなスライドをクリックして表示し、スライドの項
目を選択し、インスペクタを開いて、オブジェクトやインスペクタ設定をコピーできます。

 5 以下のいずれかを実行します：

古いバージョン全体を元に戻すには、目的のバージョンが　前面に表示されているときに「元に戻 Â

す」をクリックします。元に戻った書類は通常のデスクトップに表示され、古いバージョンを表示す
る前に作業していた最後のバージョンと置き換えられます。（作業中だったバージョンは、時間軸に
保存されるため再度使用することができます。）

古いバージョンから特定のオブジェクト、インスペクタ設定、またはテキストのみを元に戻す場合は、 Â

その項目をコピーし（選択して Command ＋ C キーを押す）、「現在の書類」をクリックして、プ
レゼンテーションの現在のバージョンを表示します。コピーした項目のペースト先のスライドを見つ
け、スライド上でその項目を表示する場所をクリックして、カーソルを挿入します。Command ＋ 
V キーを押して、項目をペーストします。

古いバージョンと現在のバージョンを並べて比較するには、「現在の書類」をクリックします。 Â

 6 通常のデスクトップに戻るには、「終了」をクリックします。

書類をテーマとして保存する
テーマを変更して保存すると、そのテーマはテーマセレクタに表示され、再使用することができます。

書類をテーマとして保存するには：

「ファイル」＞「テーマを保存」と選択します。 m

独自のテーマとマスターのデザインの詳細については、220ページの「マスタースライドとテーマをデ
ザインする」を参照してください。

書類の検索語を保存する
Keynote 書類をコンピュータ上で簡単に検索できるように、書類に作成者の名前、キーワード、また
はその他のコメントでマーク付けすることができます。たとえば、Mac OS X を実行しているコンピュー
タの場合、Spotlight を使ってこのような情報を含む書類を検索できます。

書類についての情報を保存するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「書類インスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「Spotlight」をクリックします。

 3 フィールドに情報を入力します。

保存されている情報が含まれるプレゼンテーションを Spotlight を使用して検索するには、画面の右
上隅にある検索アイコン（虫眼鏡のアイコン）をクリックし、検索内容を入力します。



編集できないようにプレゼンテーションをロックする
Mac OS X v10.7（Lion）以降を実行している場合は、単に開いて表示したいときに誤って編集しな
いように、プレゼンテーションをロックできます。プレゼンテーションはいつでもロック解除して、編集
を続行できます。

プレゼンテーションをロックするには：

 1 ロックしたいプレゼンテーションを開いて、「Keynote」アプリケーションのウインドウの上部にあるプ
レゼンテーション名にポインタを合わせます。

三角形が表示されます。

 2 三角形をクリックして、「ロック」を選択します。

編集するためにプレゼンテーションをロック解除するには：

アプリケーションのウインドウの上部にあるプレゼンテーション名にポインタを合わせ、三角形が表示 m

されたら、それをクリックして「ロック解除」を選択します。

変更を取り消す
書類を開いてから、または最後に保存してから書類に加えた変更を保存したくない場合は、取り消す
ことができます。

変更を取り消すには：

直前の変更を取り消すには、「編集」＞「取り消し」と選択するか、Command ＋ Z キーを押します。 m

複数の変更を取り消すには、複数回「編集」＞「取り消し」と選択します（または、Command ＋  m

Z キーを複数回押します）。変更をすべて取り消すと、書類を開いたときの状態や、最後に保存したバー
ジョンに戻すことができます。

1 回または複数回の「編集」＞「取り消し」操作を取り消すには、1 回または複数回「編集」＞「や m

り直す」と選択します（または、Shift ＋ Command ＋ Z キーを 1 回または複数回押します）。

最後に書類を保存してから行った変更をすべて取り消すには、「ファイル」＞「最後に保存した状態に m

戻す」と選択し、「元に戻す」をクリックします。

変更を行ったが保存はしていない状態で、最後に保存したバージョンに戻すには：

「ファイル」＞「最後に保存した状態に戻す」と選択します。開いている書類内の変更は取り消されます。 m

書類をパスワードで保護する
Keynote 書類を開いて表示できる人を制限したい場合は、書類をパスワードで保護することができま
す。書類を受け取る人はすべて、編集や表示のために書類を開いたり、書類のパスワードを削除した
り変更したりするためには、そのパスワードが必要です。

書類をパスワードで保護するもう 1 つの方法は、再生中のプレゼンテーションを停止するときにパス
ワードを要求することです。この方法でスライドショーがパスワード保護されている場合は、スライド
ショーを実行するコンピュータの管理者の名前とパスワードを入力する必要があります。
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Keynote 書類のパスワードを追加または変更するには：
 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「書類インスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「書類」インスペクタで「書類」をクリックします。

 3 「開くときにパスワードを要求」のチェックボックスを選択します。

既存のパスワードを変更する場合は、「パスワードを変更」をクリックし、書類の現在のパスワードを
入力します。

 4 「パスワード」フィールドに使いたいパスワードを入力します。

パスワードは、数字、大文字または小文字の英字、およびいくつかの特殊なキーボード文字の、ほと
んどの組み合わせで構成することができます。通常は、英字、数字、およびその他の文字を組み合わ
せたパスワードが、より安全と見なされます。

独特のパスワードや強力なパスワードの作成の手助けがほしい場合は、「パスワード」フィールドの横
にある鍵の形をしたアイコンが付いたボタンをクリックして、「パスワードアシスタント」を開いてくだ
さい。これを使ってパスワードを作成することもできます。ポップアップメニューでパスワードのタイプ
を選択できます。パスワードのタイプは、どのパスワードの特徴を最も重要視するかによって決定します。

パスワードは「候補」フィールドに表示され、その強度（「強い」パスワードほど、破るのが難しくなります）
は「品質」バーの長さと緑の色で示されます。推奨されたパスワードを使用する場合は、そのパスワー
ドをコピーして「パスワード」フィールドにペーストします。

推奨されたパスワードを使用しない場合は、「候補」フィールドのポップアップメニューから別のパスワー
ドを選択するか、スライダをドラッグしてパスワードの長さを長くするか、独自のものを入力することが
できます。

 5 「確認」フィールドに再度パスワードを入力します。

 6 「パスワードのヒント」フィールドに、パスワードを思い出すためのヒントを入力します。

書類を開こうとするときに間違ったパスワードを 3 回入力すると、パスワードのヒントが表示されます。

 7 「パスワードを設定」をクリックします。

 8 Command ＋ S キーを押してプレゼンテーションを保存します。

プレゼンテーションの停止にパスワードを要求するには：

「書類」インスペクタの「書類」パネルで、「スライドショーの終了にパスワードを要求」のチェックボッ m

クスを選択し、Command ＋ S キーを押してプレゼンテーションを保存します。

停止にパスワードを要求するプレゼンテーションを停止するには、プレゼンテーションを停止しようとし
たときに表示されるフィールドに、コンピュータの管理者の名前とパスワードを入力するだけです。プ
レゼンテーションの停止の詳細については、202ページの「プレゼンテーションを停止する」を参照
してください。プレゼンテーションを別のコンピュータに移動した場合に、プレゼンテーションを停止す
るには、そのコンピュータ管理者の名前とパスワードを入力する必要があります。



Keynote を終了しないで書類を閉じる
書類での作業を終了したときに、「Keynote」を終了しないで書類を閉じることができます。

アプリケーションを開いたまま書類を閉じるには、以下の操作を行います：

使用中の書類を閉じるには、「ファイル」＞「閉じる」と選択するか、書類ウインドウの左上隅にある m

閉じるボタンをクリックします。

開いているすべての Keynote 書類を閉じるには、「ファイル」＞「すべてを閉じる」と選択するか、 m

Option キーを押してアクティブな書類の閉じるボタンをクリックします。

最後に保存した状態から書類に変更を加えた場合、「Keynote」により保存を促すメッセージが表示
されます。

 38  第 2章    Keynote プレゼンテーションを作成する／開く／保存する



  39

新規スライドを作成したり、長くなるプレゼンテーションを整理しておい
たり、共同で作業するときに、「Keynote」で効率的に作業する方法に
ついて説明します。

スライドの追加／削除／整理について
作成する各新規スライドでは、いずれかの Keynote マスタースライド（テンプレート）が使われます。
各マスタースライドには、タイトル、箇条書きテキスト、メディアプレースホルダ（写真を含む）など
の特定の要素があります。「Keynote」の新規書類を作成すると、最初のスライドには自動的に「タイ
トル & サブタイトル」マスタースライドが使われます。

スライドのマスターはいつでも変更できます（43ページの「スライドのテーマ、マスター、レイアウト
の変更について」を参照）。

新規スライドを作成後、独自のテキスト、イメージ、図形、表、グラフなどを追加してスライドをカス
タマイズできます。

スライドを追加する
作業しながらプレゼンテーションに追加のスライドを追加するには、いくつかの方法があります。通常、
新規スライドを追加するときは、選択したスライドのテーマとマスターをベースにします。新規スライド
は選択されているスライドの後に配置されます。ただし、新規書類で作業している場合、最初のスライ
ドは常にタイトルのスライドであり、次に追加するスライドは、そのテーマのマスターのセットの 2 番
目のマスターをベースにします。

ナビゲータビュー、アウトラインビュー、またはライトテーブルビューのどこでも、スライドをドラッグす
ることで、いつでもスライドを並べ替えることができます。また、スライドのテーマやマスターは、追加
した後でいつでも変更できます。

スライドを追加するには、以下の操作を行います：

スライドナビゲータでスライドを選択し、Return キーを押します。 m

スライドを選択し、ツールバーの新規（＋）ボタンをクリックします。 m

スライドを選択し、「スライド」＞「新規スライド」と選択します。 m

3スライドを作成する／管理する



Option キーを押し、プラス記号（＋）が付いた緑の円が表示されるまで、スライドをドラッグします。 m

この操作によって、ドラッグしたスライドが複製されます。

スライドを選択し、「編集」＞「複製」と選択します（または、Command ＋ D キーを押します）。 m

複数のスライドを複数のメディアファイルからすばやく作成するには：

1 つまたは複数のイメージを、Finder またはメディアブラウザからスライドナビゲータまたはライトテー m

ブルビューにドラッグします。

オブジェクトとスライドをコピーする／カットする／ペーストする
テキストやオブジェクトをあるスライドからコピーまたは削除したり、別のスライドに配置したりできま
す。

オブジェクトまたはスライドをコピーするには：

オブジェクトまたはスライドを選択し、「編集」＞「コピー」と選択するか、Command ＋ C キーを m

押します。

オブジェクトをコピーすると、そのオブジェクトはクリップボードと呼ばれる保持領域に一時的に保持さ
れるため、別の場所にペーストすることができます。

オブジェクトまたはスライドをペーストするには：

 1 オブジェクトまたはスライドをコピーまたはカットしてから、次のいずれかの操作を行います：

オブジェクトをペーストするには、オブジェクトをペーストするスライドをクリックします。オブジェクトは、
新規スライド上の、オリジナルのスライド上と同じ場所にペーストされます。

スライド全体をペーストするには、スライドをペーストしたい新規スライドを（スライドナビゲータで）
選択します。

 2 「編集」＞「ペースト」と選択します（または Command ＋ V キーを押します）。

テキストをペーストする場合、そのフォーマットはペーストしたときにそのまま保持されます。テキスト
のフォーマットを、ペースト先の場所にあるテキストのフォーマットに合わせる場合は、「編集」＞「ペー
ストしてスタイルを合わせる」と選択します。

オブジェクトをカット（または削除）するには：

カットするオブジェクトを選択し、「編集」＞「カット」と選択するか、Command ＋ X キーを押します。 m

オブジェクトをカットすると、そのオブジェクトはクリップボードに保持されるため、別の場所にペースト
できます。

削除するオブジェクトを選択し、「編集」＞「削除」と選択するか、Delete キーを押します。 m

オブジェクトをこの方法でスライドから削除すると、クリップボードには保持されません。

スライド全体を別の場所にペーストするには：

「編集」＞「コピー」または「編集」＞「カット」と選択し、スライドを表示したい別のスライドを選択して、 m

「編集」＞「ペースト」と選択します。

コピーまたはカットされたオブジェクトは、「コピー」または「カット」を再度選択するか、コンピュー
タの電源を切るまで、クリップボードに残ります。クリップボードには、「カット」または「コピー」し
た内容が一度に 1 つだけ保存されます。
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スライドをグループ化する
ナビゲータビューで、必要な深さのレベルだけスライドをインデントすることによって、スライドのグルー
プを作成できます。インデントされた（下位の）スライドを子と呼びます。スライドをインデントしても、
スライドショーの再生には影響しません。

ナビゲータビューを表示するには、ツールバーの「表示」をクリックし、「ナビゲータ」を選択します。

ナビゲータビューでスライドのグループを扱うには、以下の操作を行います：

スライドをインデントするには、スライドを選択して Tab キーを押すか、青い三角形が表示されるまで m

スライドを右にドラッグします。

もう一度 Tab キーを押すか、さらに右にドラッグすることによって、さらに深いインデントのレベルを
作成できます。ただし、スライドのインデントは、その上のスライドよりも 1 レベルだけ深くできます。

インデントを削除するには、スライドを選択し、スライドを左にドラッグするか Shift ＋ Tab キーを押し m

ます。

スライドのグループを表示したり隠したりするには、グループの最初のスライドの左側にある三角形の m

開閉用ボタンをクリックします。

ナビゲータビューで最上位のスライドのみが表示されるようにスライドのグループを隠している場合は、
最上位のスライドを削除するとその子も削除されます。グループが隠されていない場合は、最上位の
スライドを削除するとその子はすべて 1 レベルずつ上に移動します。

スライドのグループを移動するには、グループの最初のスライドを選択し、スライドナビゲータでグルー m

プを移動先にドラッグします。

スライドを削除する
1 つのスライドやスライドのグループを削除することができます。

スライドを削除するには、以下の操作を行います：

スライドを削除するには、スライドナビゲータでスライドを選択し、Delete キーを押します。Shift キー m

を押したままクリックすると、削除する複数のスライドを選択できます。

下位のスライド（子）がスライドナビゲータに表示されているときにグループ（41ページの「スライド
をグループ化する」を参照）の最初のスライドを削除すると、子は 1 レベルずつ上に移動します。

スライドとその子をすべて削除するには、それらを隠し（一番上のスライドの左側にある矢印をクリック m

します）てから、Delete キーを押します。

スライドを誤って削除した場合は、すぐに「編集」＞「削除の取り消し」と選択すると、元に戻せます。

スライドをスキップする
スライドショーを再生する際、特定のスライドを書類から削除しなくてもスキップすることができます。

1 つまたは複数のスライドをスキップするには、以下のいずれかの操作を行います：
スライドナビゲータ、アウトライン、またはライトテーブルビューで 1 つまたは複数のスライドを選択し、 m

「スライド」＞「スライドをスキップ」と選択します。

Control キーを押しながらスライドをクリックし、「スライドをスキップ」をクリックします。 m



スキップしたスライドをスライドショーに表示するには、以下のいずれかの操作を行います：

スライドを選択し、「スライド」＞「スライドをスキップしない」と選択します。 m

Control キーを押しながらスライドをクリックし、「スライドをスキップしない」をクリックします。 m

スライドを頻繁にスキップする場合は、「スライドをスキップ」ボタンをツールバーに追加できます。詳
細については、21ページの「ツールバー」を参照してください。

スライドを並べ替える
ナビゲータビュー、アウトラインビュー、またはライトテーブルビューのどれを使用していても、ドラッ
グするだけでスライドを並べ替えることができます。

スライドを並べ替えるには：

1 つまたは複数のスライドを選択し、移動先にドラッグします。 m

スライド番号を追加する
個別のスライドにスライド番号（ページ番号と同様）を追加したり、マスタースライドの番号付けをオ
ンにして、そのマスターをベースにする新しい各スライドに昇順のスライド番号が自動的に割り当てら
れるようにしたりできます。

また、すべてのスライドの番号を一度に表示したり隠したりすることもできます。

スライド番号を追加するには、以下の操作を行います：

スライドナビゲータでスライドを選択し、「スライド」インスペクタを開き、「アピアランス」をクリックして、 m

「スライド番号」を選択します。割り当てられる番号は、スライドナビゲータでのスライドの場所を表し
ています（スキップされたスライドには番号が付きません）。

マスタースライドにスライド番号を追加するには、ツールバーの「表示」をクリックして「マスタースラ m

イドを表示」を選択します。マスタースライドナビゲータで、変更するマスタースライドを選択します。「ス
ライド」インスペクタを開き、「アピアランス」をクリックして、「スライド番号」を選択します。

すべてのスライドで番号を表示したり隠したりするには：

すべてのスライド番号を表示するには、「スライド」＞「すべてのスライドのスライド番号を表示」と選 m

択します。また、すべてのスライド番号を隠すには、「すべてのスライドのスライド番号を隠す」を選択
します。

スライド番号を追加した後、番号をドラッグしてスライド上の好きな位置に配置したり、「フォント」パ
ネルで番号の書式を設定したりできます。詳細については、26ページの「「フォント」ウインドウ」を
参照してください。
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スライドのテーマ、マスター、レイアウトの変更について
スライドのテーマ、マスター、レイアウトはいつでも変更できます。

 Â テーマ：スライドの全体的な外観と雰囲気（背景色、フォント、感じ（プロフェッショナルな感じや
おもしろみのある感じ）を変更したいときは、別のテーマを選択します。

 Â マスター：別の定義済みレイアウトを使いたいときは、別のマスタースライドを選択します。たとえば、
使いたいレイアウトの別のマスターを選択することで、写真のレイアウトを縦方向から横方向に簡単
に変更できます。

また、あるマスターを使用するすべてのスライドに変更を適用したいときには、そのスライドのマス
ターのレイアウトを変更する（または、マスターにロゴなどの新規要素を追加する）こともできます。

 Â レイアウト：テキストボックスやオブジェクトのプレースホルダなどのスライド要素を、そのマスター
を変更したり別のマスターを選択したりせずに追加、削除、変更したいときは、スライドのレイアウ
トをカスタマイズします。

スライドのテーマとマスタースライドの詳細については、13ページの「テーマとマスタースライドにつ
いて」を参照してください。

スライドのテーマを変更する
多数の「チャプタ」や小見出しのあるスライドショーを作成する場合は、1 つのスライドショーで複数
のテーマを使用することにより、スライドを視覚的にチャプタやトピックに分割できます。または、スラ
イドショー全体のテーマを変更することも、いくつかの個別のスライドのみのテーマを変更することも
できます。

1 つまたは複数のスライドのテーマを一度に簡単に変更できます。スライドには、その新規テーマのす
べての属性が取り込まれます。

ただし、スライドに加えたフォーマットの変更を保持したい場合は、すべてのスライドのテーマを変更
するときに、カスタムのフォーマット設定を保持するように選択できます。反対に、スライドの変更した
フォーマットを削除したい場合は、テーマのデフォルト設定を再適用できます。

スライドのテーマを変更するには：

スライドを選択し、ツールバーの「テーマ」をクリックして、新しいテーマを選択します。 m

スライドをそのテーマのデフォルト設定に戻すには：

スライドを選択し、「フォーマット」＞「スライドにマスターを再適用」と選択します。 m

複数のスライドのテーマを変更するには：

 1 スライドナビゲータで、テーマを変更するスライド（複数でも可）を選択します。

すべてのスライドを変更する場合、それらをすべて選択する必要はなく、この手順はスキップできます。

 2 ツールバーで「テーマ」をクリックし、「テーマセレクタ」を選択します。

 3 新しいテーマを選択します。



 4 「テーマの適用先」ポップアップメニューからオプションを選択します。

「すべてのスライド」：  プレゼンテーションに含まれるすべてのスライドのテーマを変更します。

「選択したスライド」：  選択したスライドのみのテーマを変更します。

 5 フォーマット設定の変更内容を維持するかどうかに応じて、以下のいずれかの操作を行います：

変更したフォーマット設定を維持しない場合は、「テーマのデフォルトに対する変更を継承」を選択解
除します。

変更したフォーマット設定を維持する場合は、このチェックボックスを選択したままにします。

 6 「選択」をクリックして新しいテーマを適用します。

新規マスターをスライドに適用する
スライドのマスターはいつでも変更できます。たとえば、写真を扱っているスライドのマスターを、横
長から縦長の写真のマスターに変更できます。

スライドに加えたスタイルの変更（フォントの変更など）は、そのマスターを変更するときには保持さ
れますが、スライドマスターを再適用することで、スタイルの変更を削除できます。

スライドの別のマスターをすばやく選択するには：

マスターを変更するスライドを選択し、ツールバーの「マスター」をクリックして、別のマスタースライ m

ドを選択します。

スライドをそのテーマのデフォルト設定に戻すには：

スライドを選択し、「フォーマット」＞「スライドにマスターを再適用」と選択します。 m

「スライド」インスペクタを使ってスライドのマスターを変更するには：

 1 レイアウトを変更するスライドを選択します。

 2 「表示」＞「インスペクタを表示」と選択し、「スライドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「アピアランス」をクリックします。

 4 別のスライドマスターを適用するには、スライドのサムネールイメージをクリックし、ポップアップリスト
からマスターを選択します。

個々のスライドのレイアウトをカスタマイズする
あらかじめ定義されたタイトルボックス、本文のテキストボックス、オブジェクトのプレースホルダ、ま
たはスライド番号は、スライドのマスターを変更せずに、個別のスライドに簡単に追加できます。

スライドのレイアウトを変更するには：

 1 レイアウトを変更するスライドを選択します。

 2 「表示」＞「インスペクタを表示」と選択し、「スライドインスペクタ」ボタンをクリックします。
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 3 「アピアランス」をクリックします。

背景色またはイメージを

選択します。

マスタースライドから

スライドのレイアウトを

選択します。

メディアブラウザまたは 
Finder からここにイメージ

をドラッグします。

 4 タイトルボックスなどの要素をスライドに追加するには、マスタースライドのサムネールイメージの下に
あるチェックボックスを使います。

 5 背景を適用するには、「背景」ポップアップメニューから背景タイプを選択します。

カラー塗りつぶし：  背景を単一の無地の色にします。カラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウ
で色を選択します。

グラデーション塗りつぶし：  背景に色のグラデーションを設定します。それぞれのカラーウェルをクリッ
クし、「カラー」ウインドウで色を選択します。

イメージ塗りつぶし：  独自のイメージを背景として使います。「選択」をクリックし、イメージを選択し
ます。

半透明イメージ塗りつぶし：  透明色の独自のイメージを使います。「選択」をクリックし、イメージを
選択します。

「イメージ塗りつぶし」または「半透明イメージ塗りつぶし」を選択した場合は、ポップアップメニュー
から拡大縮小のオプションを選択します。詳細については、98ページの「オブジェクトをイメージで塗
りつぶす」を参照してください。

スライドのマスタースライドを変更したり、新しいマスタースライドを作成したりすることもできます。
詳細については、220ページの「マスタースライドとテーマをデザインする」を参照してください。

複数のスライドに同じ変更を加える
複数のスライドにすばやく同じ変更（テキストのサイズ変更、グラフィックの位置の変更、別の背景色
の使用など）を加える最も簡単な方法は、スライドがベースにしているマスターを変更することです。

マスタースライドをカスタマイズするには：

 1 変更するスライドを選択します。

 2 ツールバーの「表示」をクリックして「マスタースライドを表示」を選択します。

 3 スライドナビゲータで、選択したスライドで使われているマスタースライド（横にチェックマークが付い
ています）を選択します。



 4 マスタースライドに変更を加えます。

そのマスターをベースにしているすべてのスライドで、マスタースライドに加えた変更が継承されます。

マスタースライドの変更と独自のテーマの作成の詳細については、220ページの「マスタースライドと
テーマをデザインする」を参照してください。

スライドにコメントを付ける
スライドショーを操作するにあたり、スライドにコメントを追加できます。たとえば、コメントによってス
ライドに加えた変更点を思い出すことができます。また、コメントは、プレゼンテーションを共同で作
成する人との連絡に使うこともできます。（コメントは発表者ノートとは異なります。プレゼンテーション
中に表示して使用できるノートの作成については、193ページの「発表者ノートを追加する」を参照し
てください。）

コメントは常にスライドキャンバス上にあるため、スライドの一部が見えなくなることがあります。コメ
ントを単にドラッグするか、隠すか、サイズを変更してください。

スライドにコメントを

追加します。コメントは簡単に

表示したり隠したりできます。

スライドキャンバス上ならどの場所へもコメントを移動することができます。プレゼンテーションの発表
中に専用の発表者ディスプレイがある場合、発表者は聴衆には気付かれずにコメントを表示することが
できます。ただし、プレゼンテーション中は、コメントがスライドの一部を覆っていても、発表者ディス
プレイで隠したり、移動したり、サイズ変更したりすることはできません。
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コメントを扱うには：

コメントを追加するには、ツールバーの「コメント」をクリックするか、「挿入」＞「コメント」と選択します。 m

メモ、アイデア、またはリマインダを入力し、キャンバス上の適当な位置までドラッグします。

コメントを隠したり表示したりするには、ツールバーの「表示」をクリックして「コメントを表示」また m

は「コメントを隠す」を選択します。

コメントのサイズを変更するには、右下隅をドラッグします。 m

コメントを削除するには、右上隅にある「×」をクリックします。 m

コメントのフォーマットを設定するには、 m 51ページの「テキストをアウトライン表示する」および 96ペー
ジの「オブジェクトを単色で塗りつぶす」の説明を参照してください。

コメントを表示したままスライドをプリントするには、プリントする前にスライドキャンバス上にコメント m

が表示されていることを確認します。
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フリー・テキストボックスを追加して、ラベル、キャプションなどを作成し
ます。テキストを選択して、テキストボックス、図形、表のセルにおける
表示や配置を変更します。行頭記号の外観を変更したり、箇条書きリス
トを番号付きリストに変換したりします。

「Keynote」では、各スライドで明確で分かりやすいテキストを使用して、主張するポイントを際だた
せることができます。それぞれのテーマでは美しいスタイルのテキストが使用されますが、いつでも簡
単にカスタマイズできます。「テキスト」インスペクタを使用すると、行頭記号の外観を変更したり、箇
条書きによるポイントを番号付きの手順に変換したりすることができます。

プレースホルダ・テキストボックスへのテキストの追加は、テキストの入力と同じように簡単に行えます。
フリー・テキストボックスを追加することで、スライド上の任意の場所に簡単にテキストを配置できます。
また、すべてのテキストは好みの色、フォント、行間隔、リガチャなどを使用してスタイルを設定しな
おすことができます。

テキストを選択する
テキストでフォーマットを設定したり、その他の操作を実行したりする前に、操作するテキスト（または
テキストを含むテキストボックス）を選択する必要があります。単一の語句、行、段落など、テキスト
を直接選択するときは、複数のキーボードショートカットを使用することで簡単に実行できます。

テキストを選択するには：

1 つまたは複数の文字を選択するには、先頭の文字の前をクリックし、選択する文字の最後までドラッ m

グします。

単語を選択するには、選択する単語をダブルクリックします。 m

段落を選択するには、その段落を 3 回クリックします。 m

書類内のすべてのテキストを選択するには、「編集」＞「すべてを選択」と選択します。 m

テキストのブロックを選択するには、テキストブロックの先頭をクリックし、Shift キーを押したまま別 m

のテキストブロックの最後をクリックします。

挿入ポイントから段落の先頭までを選択するには、Shift キーと Option キーを押したまま↑キーを押 m

します。

4テキストを使って作業する
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挿入ポイントから段落の最後までを選択するには、Shift キーと Option キーを押したまま↓キーを押 m

します。

選択の範囲を 1 文字ずつ広げるには、Shift キーを押しながら←キー／→キーを押します。 m

選択の範囲を 1 行ずつ広げるには、Shift キーを押しながら↑キー／↓キーを押します。 m

隣り合わない単語またはテキストのブロックを複数選択するには、先頭部分のテキストブロックを選択 m

し、Command キーを押しながらその他のテキストを選択します。

テキストを削除する／コピーする／ペーストする
「編集」メニューには、テキストを編集するためのコマンドがあります。

テキストを編集するには、以下の操作を行います：

テキストをコピー（またはカット）してペーストするには、「編集」＞「コピー」または「編集」＞「カッ m

ト」と選択します。テキストをペーストする場所をクリックします。

コピーしたテキストのフォーマット設定をそのまま使用するには、「編集」＞「ペースト」と選択します。

コピーしたテキストのスタイルのフォーマット設定をペースト先のスタイルに合わせるには、「編集」＞
「ペーストしてスタイルを合わせる」と選択します。

テキストを削除するには、テキストを選択し、「編集」＞「削除」と選択するか、Delete キーを押します。 m

誤ってテキストを削除してしまった場合は、「編集」＞「取り消す」と選択して元に戻します。

「コピー」または「カット」コマンドを使用すると、選択したテキストはクリップボードと呼ばれる格納
領域に置かれますが、残るのは、次に「コピー」または「カット」を選択するか、コンピュータの電
源が切れるまでです。クリップボードには、「カット」または「コピー」した内容が一度に 1 つだけ保
存されます。

テキストのサイズとフォーマットを設定する
テキストのサイズ、フォント、色などの特性は、フォーマットバー、メニューコマンド、「テキスト」イン
スペクタ、「フォント」ウインドウを使って変更できます。

テキストをボールド、イタリック、またはアンダーライン付きにする
フォーマットバー、「フォーマット」メニュー、「フォント」ウインドウを使うと、テキストの外観をすばや
く簡単に変更できます。

先に、ボールド、イタリック、またはアンダーライン付きにするテキストを含むテキストボックスを選択
します。

選択したテキストをボールド、イタリック、またはアンダーライン付きにするには：

フォーマットバーで、目的のエフェクトを作成するボタンをクリックします： m

ボールドテキストの場合は「B」ボタンをクリックします。 Â

イタリックテキストの場合は「I」ボタンをクリックします。 Â



アンダーライン付きテキストの場合は「U」ボタンをクリックします。 Â

テキストの色を設定します。

フォントの書体、スタイル、

およびサイズを変更します。

テキストをボールド、イタリック、

またはアンダーライン付きにします。

「フォーマット」＞「フォント」＞「ボールド」、「フォーマット」＞「フォント」＞「イタリック」、または「フォー m

マット」＞「フォント」＞「アンダーライン」と選択します。

ツールバーの「フォント」をクリックし、「フォント」ウインドウで書体を選択し、テキストをボールド、 m

イタリック、またはアンダーライン付きにします。

テキストに影を追加する
フォーマットバーを使用して、影をテキストに簡単に追加できます。影の外観を変更するには、「フォント」
ウインドウを使用します。

先に、影を追加するテキストまたはテキストを含むテキストボックスを選択します。

選択したテキストに影を追加するには：

フォーマットバーで「影」を選択します。 m

選択したテキストに影を追加して外観を変更するには：

 1 選択しているテキストに影を追加するには、ツールバーの「フォント」をクリックし、テキストのシャド
ウボタンをクリックします。

 2 シャドウの不透明度スライダ（左のスライダ）を右にドラッグすると影が濃くなります。

 3 シャドウのぼかしスライダ（中央のスライダ）を右にドラッグすると影がぼやけます。

 4 シャドウのオフセットスライダ（3 番目のスライダ）を右にドラッグすると影がテキストから離れます。

 5 シャドウの角度ホイールを回転させると影の位置を設定できます。

「グラフィック」インスペクタを使用してテキストの影の外観を調整することもできます。詳細については、
94ページの「影を追加する」を参照してください。

テキストに取り消し線を引く
「取り消し線」コマンドを使用することが、選択したテキストに取り消し線を作成する最も簡単な方法
です。線の外観を詳細に変更したい場合は、「フォント」ウインドウで利用できるオプションを使用します。

先に、取り消し線を追加するテキストまたはテキストを含むテキストボックスを選択します。

選択したテキストに取り消し線を引くには：

「フォーマット」＞「フォント」＞「取り消し線」と選択します。 m

選択しているテキストに、テキストと同じ色の取り消し線が引かれます。
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選択したテキストに取り消し線を引いて取り消し線をフォーマットするには：

 1 ツールバーの「フォント」をクリックします。

 2 「フォント」ウインドウで、テキスト取り消し線のポップアップメニューから使用したい取り消し線の種
類を選択します：

「1 本」：1 本線でテキストに線を引きます。

「2 本」：2 本線でテキストに線を引きます。

選択しているテキストに、テキストと同じ色の取り消し線が引かれます。

 3 取り消し線の色を変更するには、テキスト取り消し線のポップアップメニューから「カラー」を選択します。

 4 「カラー」パネルで色を選択します。

取り消し線には選択した色が反映されますが、テキストの色は元のままです。

テキストをアウトライン表示する
テキストの表示を、型抜きのようなアウトラインに変更することができます。

テキストをアウトライン表示するには：

 1 アウトライン表示にするテキストを選択するか、新規にテキストを入力する位置をクリックします。

 2 「フォーマット」＞「フォント」＞「アウトライン」と選択します。

テキストのサイズを変更する
テキストのポイントサイズを変更してテキストを大きくしたり小さくしたりする方法はいくつかあります。
作業時にテキストのサイズを頻繁に変更する場合は、簡単にテキストのサイズを変更できるように「大
きく」アイコンや「小さく」アイコンをツールバーに追加できます。

先に、サイズを変更するテキストまたはテキストが含まれるテキストボックスを選択します。

選択したテキストのサイズを 1 ポイントずつ変更するには：
 1 サイズを変更する文字を選択します。

 2 「フォーマット」＞「フォント」＞「大きく」と選択します。または、「フォーマット」＞「フォント」＞「小
さく」と選択します。

ツールバーに「大きく」と「小さく」のアイコンを追加するには：

 1 「表示」＞「ツールバーをカスタマイズ」と選択します。

 2 アイコンのセットから「大きく」アイコンや「小さく」アイコンをツールバーにドラッグします。これら
のアイコンは、ツールバーのどこにでも配置できます。

 3 「完了」をクリックします。

「大きく」ボタンや「小さく」ボタンをクリックすると、選択したテキストのサイズが 1 ポイントずつ変
化します。

選択したテキストに対してサイズを正確に指定するには：

 1 ツールバーの「フォント」をクリックします。

 2 フォントサイズを選択するか、目的のサイズを「フォント」ウインドウの「サイズ」フィールドに入力します。



詳細については、26ページの「「フォント」ウインドウ」を参照してください。

テキストを自動縮小する
テキストが本文やタイトルのプレースホルダ・テキストボックス内に正しく収まらないという問題があ
る場合は、「Keynote」によってテキストが自動的に縮小されるようにすることができます。このため、
どのサイズを使用するのかを見つけ出す必要はありません。ボックスにテキストが収まりきらず表示さ
れないときは、ボックス内に小さいプラス記号（＋）によるクリッピングインジケータがテキストボック
スの下に表示されます。

先に、縮小するテキストまたはテキストが含まれるテキストボックスを選択する必要があります。

選択したテキストボックスに収まるようにテキストを自動的に縮小するには、以下のいずれかの操作を
行います：

テキストボックス下部のクリッピングインジケータをダブルクリックします。 m

フォーマットバーで、「自動的に縮小」というラベルの付いたチェックボックスを選択します。 m

Control キーを押したままテキストボックスをクリックし、「テキストを自動的に縮小」を選択します。 m

「テキスト」インスペクタで、「テキストを自動的に縮小」というラベルの付いたチェックボックスを選 m

択します。

ボックスに収まるようにテキストが縮小された量が、「テキスト」インスペクタのチェックボックスの横
に表示されます。

テキストを自動的に縮小すると、テキストボックスに収まるようにフォントと行間隔が必要に応じて調整
されます。テキストに対して行った固有の行間隔設定やフォントサイズ設定は上書きされます。ただし、
「Keynote」では、40 % を超えてテキストが縮小されることはありません。テキストが多すぎて 40 
% 縮小してもテキストボックスに収まらない場合には、クリッピングがまた発生します。その場合は、ボッ
クスに含めるテキストの量を減らすか、フォントサイズを小さくするか、テキストボックスに収まるフォ
ントに変更する必要があります。

自動縮小が適用されたプレースホルダ・テキストボックスからテキストをコピーして、自動縮小なしの
テキストボックスにペーストすると、テキストは元のサイズで表示されます。自動縮小が適用済みのプ
レースホルダ・テキストボックスにテキストをペーストすると、テキストボックス内のすべてのテキスト
がボックス内に収まるようにもう一度調整されます。

参考：縮小されたテキストのサイズは、「フォント」ウインドウで表示されず、「テキスト」インスペク
タの行間隔および文字間隔のスライダに反映された通りの間隔ではありません。これらのコントロール
は、元のテキストサイズの場合のフォントサイズ、文字間隔、行間隔を表し続けます。自動縮小が適
用されたテキストに対してこれらの設定を調整すると、元のテキストの設定に影響します。元のテキス
トの設定は、テキストをコピーして、自動縮小が適用されたことのない新しいテキストボックスにペー
ストした場合のみ確認できます。

自動縮小はスライドマスターのプレースホルダ・テキストボックスに適用でき、その品質はマスターを
基にするすべての新しいスライドに継承されます。スライドマスターを変更する方法については、220
ページの「マスタースライドとテーマをデザインする」内のトピックを参照してください。
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テキストを下付きまたは上付きにする
テキストをベースラインから上げたり下げたりして、上付きや下付きとして表示することができます。ま
たは必要に応じて、テキストをベースラインから少しずつ上げたり下げたりすることができます。

先に、変更するテキストを選択します。

選択したテキストを上付き／下付きにするには：

「フォーマット」＞「フォント」＞「ベースライン」＞「下付き」と選択します。 m

「フォーマット」＞「フォント」＞「ベースライン」＞「上付き」と選択します。 m

選択したテキストを少しずつ上げる／下げるには：

「フォーマット」＞「フォント」＞「ベースライン」＞「上げる」と選択します。 m

「フォーマット」＞「フォント」＞「ベースライン」＞「下げる」と選択します。 m

選択したテキストをベースラインの位置に戻すには：

「フォーマット」＞「フォント」＞「ベースライン」＞「デフォルトを使用」と選択します。 m

入力時に上付きや下付きを頻繁に使用する場合は、ツールバーにボタンを追加して、ボタンをクリック
するだけで上付きや下付きを作成できます。詳細については、21ページの「ツールバー」を参照して
ください。

テキストの大文字化を変更する
テキストのブロックをすべて大文字または小文字にしたり、テキストをタイトルのフォーマットに設定し
たりする操作を簡単に実行できます。

先に、大文字化のスタイルを変更するテキストまたはテキストが含まれるテキストボックスを選択する
必要があります。

テキストの大文字化を変更するには、以下のいずれかの操作をします：

「フォーマット」＞「フォント」＞「大文字の設定」と選択し、サブメニューからオプションを選択します。 m

テキストをすべて大文字にするには、「すべて大文字」を選択します。

大文字には大きな大文字を適用し、小文字を小さな大文字にするには、「小さな大文字」を選択します。

テキストをタイトルのフォーマットに変更するには、「タイトル」を選択します。これにより、各単語の
最初の文字が大文字になります。

すべて大文字の場合に、自動的に大文字にするのをやめるには、「なし」を選択します。文字が実際
に入力したタイプに戻ります。つまり、大文字を入力した場合はそのまま保持され、小文字を入力し
た場合は元に戻ります。

フォントを変更する 
テキストを選択してから、フォーマットバーのコントロールを使用してフォントのファミリー、書体、サ
イズ、色、背景色をすばやく変更します。

「フォント」パネルは、広範囲にわたってフォントを制御します。サイズを調整するコントロールやタイ
ポグラフィの設定を使用して、テキストのフォーマットをカスタマイズします。



選択したテキストのフォントを変更するには：

 1 ツールバーの「フォント」をクリックします。

 2 「フォント」ウインドウの「ファミリー」からフォントスタイルを選択して、「書体」から書体を選択します。

お使いのコンピュータにインストールされているフォントで表示されないものがある場合は、「コレクショ
ン」で「すべてのフォント」を選択するか、使用するフォントの名前を「フォント」ウインドウの一番下
にある検索フィールドに入力します。

選択したフォントのプレビュー表示が、「フォント」ウインドウの一番上にあるプレビューパネルに表示
されます。プレビューパネルが表示されない場合は、「フォント」ウインドウの左下にあるアクションポッ
プアップメニューから「プレビューを表示」を選択します。

 3 サイズスライダその他、サイズを調整するコントロールを使用してフォントサイズを調整します。

 4 アクションポップアップメニューから「タイポグラフィ」を選択して、選択したフォントのタイポグラフィ
を整えます。「タイポグラフィ」ウインドウで開閉用三角ボタンをクリックし、選択したフォントで使用で
きるタイポグラフィから項目を選択します。

使用できるタイポグラフィは、フォントごとに異なります。詳細については、55ページの「高度なタイ
ポグラフィ機能を使う」を参照してください。

テキストの色を変更する
フォーマットバー、「テキスト」インスペクタ、「フォント」ウインドウを使って、テキストの色を変更で
きます。これらのツールのいずれかを使用して変更を行うと、ほかのツールですでに行われていた色
の変更が無効になります。

先に、色を変更するテキストまたはテキストを含むテキストボックスを選択します。

テキストの色を変更するには：

フォーマットバーのテキストカラー・ウェルをクリックします。カラーマトリクスが表示されたら、色をク m

リックして選択するか、「カラーパネルを表示」をクリックして「カラー」ウインドウを開き、追加のカラー
オプションを表示します。

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、テキストボタンをクリックしてから、「テキスト」をクリックして、 m

カラーウェルをクリックします。「カラー」パネルで色を選択します。

ツールバーの「フォント」をクリックし、「フォント」ウインドウにある「テキストカラー」ボタン（左か m

ら 3 番目のボタン）をクリックして、「カラー」ウインドウから色を選択します。

「カラー」ウインドウから選択したテキストに色をドラッグし、テキストの色を変更します。「カラー」ウ
インドウを使用する詳細な手順については、25ページの「「カラー」ウインドウ」を参照してください。
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高度なタイポグラフィ機能を使う
Zapfino や Hoefler などの一部のフォントには高度なタイポグラフィ機能があり、さまざまなエフェク
トを設定できます。テキストボックスに各種のタイポグラフィを使用できるフォントを使用している場合
は、「フォーマット」メニューの「フォント」サブメニューからその多くを変更することができます。たと
えば、以下の項目を調整できます：

 Â トラッキング ：文字の間隔を狭くまたは広くして配置します。

 Â リガチャ：文字間、行の先頭、行の終わりに複数の文字を 1 つにつなげる飾り書きを使用／省略し
ます。

リガチャを使用しない

リガチャを使用する

使っているフォントの「タイポグラフィ」ウインドウで指定されているリガチャ設定を利用するには、「リ
ガチャ」サブメニューから「デフォルトを使用」を選択します。選択しているテキストのリガチャを
オフにするときは、「使用しない」を選択します。選択しているテキストにリガチャを追加するときは、
「すべて使用」を選択します。

「タイポグラフィ」ウインドウからは高度なタイポグラフィ機能を使うことができます。

「タイポグラフィ」ウインドウを開くには：

 1 ツールバーの「フォント」をクリックします。

 2 「フォント」ウインドウで、（左下隅にある）アクションポップアップメニューから「タイポグラフィ」を
選択します。

特殊文字および記号を入力する
数学記号、アクセント記号付きの文字、矢印などの特殊文字を挿入するには、Mac OS X の「文字」
ウインドウを使用します。また、このパレットを使用すると、日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、
韓国語の文字だけでなく、その他の言語の文字も入力できます。

特殊文字または記号を挿入するには：

 1 特殊文字または記号を入力する場所に挿入ポイントを合わせます。



 2 「編集」＞「特殊文字」と選択して「文字」ウインドウを開きます（または「フォント」ウインドウの
左下にあるアクションポップアップメニューから「文字」を選択します）。

 3 「文字」ウインドウの一番上にある「表示」ポップアップメニューから、表示する文字タイプを選択します。
「表示」ポップアップメニューが表示されない場合は、ウインドウの右上にあるボタンをクリックすると
ウインドウの上部が表示されます。このボタンをもう 1 回押すとウインドウの上部が隠れます。

 4 左側のリストで項目をクリックすると、各カテゴリで使用可能な文字が表示されます。

 5 右にある書類に挿入する文字または記号をダブルクリックするか、文字を選択して「挿入」を選択します。

文字または記号にバリエーションがあれば、パレットの下部にある「文字の情報」または「フォントバ
リエーション」の三角ボタンをクリックすると、ウインドウの一番下に表示されます。いずれかをダブル
クリックして書類に挿入します。

書類に文字が表示されない場合、その文字は「Keynote」ではサポートされていない可能性があり
ます。

引用符を自動変換する
自動変換された引用符は、くるりと巻かれた形の開始引用符と終了引用符で、開始引用符は終了引用
符と異なります。自動変換された引用符を使用しない場合は、引用符は真っすぐで、開始引用符と終
了引用符の違いはありません。

自動変換された引用符

真っすぐな引用符

自動変換された引用符を使用するには：

「Keynote」＞「環境設定」と選択して、「自動修正」をクリックし、「引用符を自動変換」チェックボッ m

クスを選択します。
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アクセント記号を追加する
「キーボードビューア」を使って、文字にアクセント記号を追加できます。「キーボードビューア」には、キー
ボードの文字または入力メニューで選択した入力方式が表示されます。たとえば、入力メニューで「U.S.」
を選択すると、「キーボードビューア」には U.S. 用キーボードの文字が表示されます。

アクセント記号を追加するには：

 1 メニューバーの右側にある入力メニューから「キーボードビューアを表示」を選択します。

入力メニューは、メニューバーの右側に国旗または文字のアイコンで表示されます。入力メニューが表
示されない場合は、 「ほかの言語のキーボードレイアウトを表示する」で説明している入力メニューの
表示手順を参照してください。

 2 Shift キー、Option キー、または Option ＋ Shift キーを押して、「キーボードビューア」で入力で
きるアクセント記号を強調表示します。

アクセント記号のキーが強調表示されます。お使いのキーボードによっては、修飾キーを押さなくても
アクセント記号が表示されるものもあります。

 3 書類の入力する場所に挿入ポイントを置きます。

 4 手順 2 で使用した修飾キー（Shift、Option、Option ＋ Shift、または修飾キーを使用しない）を
押してから、「キーボードビューア」でアクセント記号が表示されている位置のキーをキーボードで押し
ます。

 5 修飾キーを放してから、アクセントを付ける文字に対応するキーを押します。

たとえば、U.S. 用キーボードで é を表示させるには、Option ＋ E キー（アクセントキー）を押し、E キー
（アクセント記号を付ける文字）を押します。

ほかの言語のキーボードレイアウトを表示する
「キーボードビューア」には、キーボードの文字、または入力メニューで選択されている入力方式の文
字が表示されます。たとえば、入力メニューで「U.S.」を選択すると、「キーボードビューア」には U.S. 
用キーボードの文字が表示されます。

ほかの言語のフォントがインストールされている場合は、その言語のキーボードでの文字の配置を「キー
ボードビューア」に表示できます。

「キーボードビューア」を表示するには、メニューバーに入力メニューを表示する必要があります。

入力メニューを表示するには：

 1 アップルメニュー＞「システム環境設定」と選択し、以下のいずれかの操作を行います：

Mac OS X 10.6 以降では、「言語とテキスト」をクリックし、「入力ソース」をクリックしてから、「キー Â

ボードビューアと文字ビューア」のチェックボックスを選択します。

Mac OS X 10.5.7 以前では、「言語環境」をクリックし、「入力メニュー」をクリックしてから、「キー Â

ボードビューア」のチェックボックスを選択します。

入力メニューが、メニューバーの右側に国旗または文字のアイコンで表示されます。

 2 特定の国で使用されているキーボードの文字レイアウトを表示したい場合は、その国のキーボードレイ
アウトのチェックボックスを選択します。



 3 「メニューバーに入力メニューを表示」チェックボックスを選択します。

ほかの言語のキーボードレイアウトを表示するには：

 1 メニューバーの右側にある入力メニューから、言語または入力方式を選択します。

 2 入力メニューから「キーボードビューアを表示」を選択します。

 3 キーボードのキーを押して、その位置に割り当てられた文字を「キーボードビューア」で確認します。
Option キー、Shift キー、または Command ＋ Option キーを押すと、アクセント記号や特殊文
字を確認できます。

 4 書類の挿入ポイントに文字を入力するには、「キーボードビューア」でその文字に対応するキーをクリッ
クします。

改行なしスペースを挿入する
ある語が常にテキストの同じ行内に表示されるように、改行なしスペースを挿入することができます。

改行なしスペースを挿入するには：

Option キーを押したままスペースバーを押します。 m

滑らかな文字のスタイルを調整する
画面のフォントが鮮明に表示されなかったり、ぎざぎざに表示される場合は、Mac OS X で表示する
フォントの滑らかな文字のスタイルを調整したり、滑らかな文字を使用するフォントサイズを変えてみて
ください。PDF ファイルに書き出したときにフォントが崩れてしまう場合もあります。フォントを滑らか
にする設定を調整することで、PDF ファイルに書き出すフォントを滑らかにすることもできます。

画面上のフォントの表示を滑らかにするには：

 1 「システム環境設定」を開いて、「アピアランス」をクリックします。

 2 Mac OS X v10.6（Snow Leopard）以降でフォントの表示を滑らかにするには、「使用可能な場合
は LCD で滑らかな文字を使用」を選択します。

Mac OS X v10.5.7（Leopard）以前でフォントの表示を滑らかにするには、「滑らかな文字のスタイル」
ポップアップメニューから滑らかな文字のスタイルを選択します。

使用しているディスプレイのタイプによっては、滑らかな文字のスタイルにほとんど、またはまったく違
いが見られないこともあります。

 3 書類に小さなフォントサイズを使用する場合は、「滑らかな文字を使用しないフォントサイズ」ポップアッ
プメニューでポイントサイズを選択します。

滑らかな文字のスタイル（アンチエイリアス）を使用すると、小さいフォントが読みづらくなることがあ
ります。小さいフォントサイズの場合は、滑らかな文字を使用しないことをお勧めします。

Mac OS X での滑らかな文字の使用について詳しくは、「アピアランス」環境設定ウインドウの右下隅
にあるヘルプボタンをクリックしてください。
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テキストの行頭記号と番号をフォーマットする
多くのプレースホルダ・テキストボックスでは、「Keynote」によってあらかじめフォーマットされた、
使用しているテーマに合う箇条書きスタイルが用意されていますが、変更することができます。

行頭記号と番号とを相互に変換することもできます。また、あらかじめフォーマットされた行頭記号を
テキストから削除することもできます。デフォルトで、フリー・テキストボックスには行頭記号や番号は
ありませんが、任意のテキストに行頭記号や番号を追加できます。行頭記号や番号の種類を追加、削除、
変更するには、「テキスト」インスペクタを使用します。

先に、行頭記号や番号を追加または変更する段落または段落が含まれるテキストボックスを選択する
必要があります。

選択した段落の行頭記号や番号のスタイルを追加／削除／変更するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして「テキスト」ボタンをクリックし、「箇条書き」をクリックします。

 2 「行頭記号・数字」ポップアップメニューから行頭記号または番号のオプションを選択し、必要な調整
を行います：

なし：  すべての行頭記号を削除し、段落を標準テキストとしてフォーマットします。

テキスト：  入力した文字を行頭記号として使用できます。ポップアップメニューのリストから文字を選
択するか、フィールドに新しい文字を入力します。行頭記号の色を変更するには、カラーウェルをクリッ
クし、「カラー」ウインドウからカラーウェルに色をドラッグします。行頭記号のサイズをテキストとの
相対値で変更するには、「サイズ」フィールドで元のイメージサイズとの比率を指定します。または、「文
との比率を固定」チェックボックスを選択し、テキストのサイズとの比率を指定します。このオプション
により、後でテキストのフォントサイズが変更された場合でも、行頭記号のイメージのサイズとテキス
トのサイズとの比率が保たれます。

イメージ：  イメージ（たとえば画びょうや花模様）を行頭記号として使用します。リストからイメージ
を選択します。行頭記号のサイズをテキストとの相対値で変更するには、「サイズ」フィールドで元のイ
メージサイズとの比率を指定します。または、「文との比率を固定」チェックボックスを選択し、テキス
トのサイズとの比率を指定します。このオプションにより、後でテキストのフォントサイズが変更された
場合でも、行頭記号のイメージのサイズとテキストのサイズとの比率が保たれます。

カスタムイメージ：  独自のイメージを行頭記号として使用できます。「開く」ウインドウで使用するイメー
ジを探し、「開く」をクリックします。行頭記号のサイズをテキストとの相対値で変更するには、「サイズ」
フィールドで元のイメージサイズとの比率を指定します。または、「文との比率を固定」チェックボック
スを選択し、テキストのサイズとの比率を指定します。このオプションにより、後でテキストのフォント
サイズが変更された場合でも、行頭記号のイメージのサイズとテキストのサイズとの比率が保たれます。

数字：  番号付きリストを作成します。ポップアップメニューから数字のスタイル（ローマ数字やアラビ
ア数字など）を選択します。前のリストから続ける場合は、「前から続ける」を選択します。続けない
場合は、「開始番号」を選択し、フィールドに数値を入力します。

アウトライン番号：  階層型の番号付きリストを作成します。ポップアップメニューから数字のスタイル
（ローマ数字やアラビア数字など）を選択します。前のリストから続ける場合は、「前から続ける」を
選択します。続けない場合は、「開始番号」を選択し、フィールドに数値を入力します。



 3 リスト内で下位のポイントには別の番号付き（箇条書き）スタイルを使用する場合（通常、これは層化
（階層化）されたリストの場合です）、「インデントレベル」ボタンを次のレベルまでクリックし、次に
新しい番号付きスタイル（または箇条書きスタイル）を選択します。リスト階層に設定するインデント
レベルごとに繰り返します。

 4 行頭記号または数字と左余白との間隔を調整するには、「行頭記号インデント」フィールドまたは「数
字インデント」フィールドに値を指定します。

 5 行頭記号または数字とテキストの間隔を調整するには、「テキストインデント」フィールドに値を指定し
ます。

 6 テキストに対して行頭記号または数字の位置を上げたり下げたりするには、「配置」フィールドを使用
します。

フリー・テキストボックスと図形内のテキスト
スライドのプレースホルダ・テキスト領域の外側にテキストを追加したい場合は、スライドにテキスト
ボックスを追加できます。テキストボックスには行頭記号がなく（追加することはできます）、キャプショ
ンをイメージに追加したり、組織図などの視覚資料にラベルを追加したりするときに最適です。または、
スライドで単に見出しや本文の行頭記号とは別のテキストを追加するときにも向いています。テキスト
を四角形以外の図形に配置したい場合、またはテキストを入れる図形の色、エッジ、スタイルなどを
詳細に制御したい場合は、図形内にテキストを配置します。

フリー・テキストボックスを追加する
フリー・テキストボックスをスライド上に配置します。スライドマスターに配置すると、そのマスターをベー
スとする各スライドに簡単に追加できます。たとえば著作権情報を各スライドの下部に配置したい場合
などに便利です。

フリー・テキストボックスを追加するには：

 1 ツールバーで「テキストボックス」をクリックしてから入力します。

スライドにテキストボックスが現れ、テキストに合わせて大きくなります。スライドの端まで達すると、
改行が挿入されます。

入力する前にテキストボックスの外側をクリックした場合は、テキストボックス内をダブルクリックして
挿入ポイントをテキストボックス内に配置してから入力します。

 2 入力を終えたら、テキストボックスの外側をクリックします（または、Command キーを押しながら 
Return キーを押し、テキストの編集を終了してテキストボックスを選択します）。

 3 選択ハンドルをドラッグして、テキストボックスのサイズを変更します。

テキストボックスの幅のみ調整できます。長さは、内部のテキストに合わせて自動的に伸縮します。テ
キストボックスの幅を調整すると、選択ハンドルを使用して幅を再調整しない限り、幅は固定され、テ
キストの追加や削除に応じて長さだけが変化します。

 4 テキストボックスをドラッグして、スライドキャンバス上の目的の位置に配置します。

 5 作業中に誤って移動することがないようにテキストボックスをスライドキャンバス上にロックするには、
「配置」＞「ロック」と選択します。
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ボックス内のテキストの外観を変更するには、49ページの「テキストのサイズとフォーマットを設定す
る」を参照してください。

テキストとテキストボックス周囲との間隔を変更するには、63ページの「テキストボックスの枠線内の
間隔を調整する」を参照してください。

テキストボックスの枠線と背景色をフォーマットするには、96ページの「オブジェクトを色またはイメー
ジで塗りつぶす」および 93ページの「枠線のスタイルを変更する」を参照してください。

スライドにタイトルや本文のプレースホルダを追加する場合は、44ページの「個々のスライドのレイア
ウトをカスタマイズする」を参照してください。

図形内にテキストを入力する
線以外のすべての図形には、テキストを入力できます。

図形にテキストを追加するには：

 1 スライドキャンバス上の目的の位置に図形を配置します。

図形の追加については、78ページの「図形の作成について」を参照してください。

 2 図形をダブルクリックして、テキストを入力します。

テキストが図形の枠線を超えると、クリッピングインジケータが表示されます。

クリッピングボタンは、

図形の枠線内に収まらない

テキストがあることを

示します。

 3 図形のサイズを変更するには、図形を選択して選択ハンドルをドラッグします。（図形の内側に挿入ポ
イントがある場合は、Command ＋ Return キーを押して、テキスト編集モードを終了してから図形
を選択してください。）

 4 図形を回転するには、Command キーを押したままポインタを図形の隅に移動します。ポインタが曲
がった矢印になったら、ドラッグして図形を回転します。

図形を回転させてもテキストは横方向のままにしておきたい場合は、「フォーマット」＞「図形」＞「テ
キストとオブジェクトのハンドルをリセット」と選択します。

 5 グループに属する図形にテキストを追加するには、編集したい図形内のテキスト領域をダブルクリック
します。

グループのサイズを変更すると、テキスト以外のすべてのサイズが変更されますが、テキストを選択し
てそのフォントサイズを変更することはできます。オブジェクトのグループ化の詳細については、90ペー
ジの「オブジェクトをグループ化する／グループ解除する」を参照してください。

図形内のテキストの外観を変更するには、49ページの「テキストのサイズとフォーマットを設定する」
を参照してください。

テキストと図形内側との間隔を変更するには、63ページの「テキストボックスの枠線内の間隔を調整
する」を参照してください。



図形の枠線と背景色をフォーマットするには、93ページの「枠線のスタイルを変更する」および 96ペー
ジの「オブジェクトを色またはイメージで塗りつぶす」を参照してください。

テキストの配置と間隔を設定する
横方向の配置調整（中央揃え、左揃えなど）をすばやく簡単に行うには「フォーマット」メニューを使
います。

テキストボックス、コメント、図形のテキストを選択したら、テキストの横方向の配置を設定したり行
間隔を設定したりするには、フォーマットバーを使用するのが最も迅速です。

縦方向の配置や水平方向の細かい配置を制御するには、「テキスト」インスペクタを使います。

タブストップを設定するには、横方向のルーラを使用します（「表示」＞「ルーラを表示」と選択します）。

テキストの横方向の配置を調整する
テキストボックス、表のセル、図形、または段内で段落の配置を変更できるので、テキストを左、右、
または中央にそろえるか、左と右の両端をそろえる（両端揃え）ことができます。

先に、配置を設定するテキストまたはテキストが含まれるテキストボックスを選択します。

テキストを両端揃え、左揃え、中央揃え、右揃えにするには、以下のいずれかの操作を行います：

フォーマットバーの配置調整ボタンをクリックします。 m

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「テキスト」ボタンをクリックしてから、「テキスト」をクリッ m

クします。カラーウェルの右側にある 5 つの横方向の配置調整ボタンのいずれかをクリックします。

「フォーマット」＞「テキスト」＞「左揃え」／「中央揃え」／「右揃え」／「両端揃え」／「表の m

セルの文字揃えを自動的に設定」と選択します。

フォーマットバーと「テキスト」インスペクタのボタンには、次の効果があります（左から右の順に説
明します）：

左揃え：  テキストの各行をオブジェクトの左余白にそろえます。

中央揃え：  テキストの各行をオブジェクトの中央にそろえます。

右揃え：  テキストの各行をオブジェクトの右余白にそろえます。

両端揃え：  オブジェクトの左右の余白に各行をそろえるように、文字間隔を調整します。

表のセルの文字揃えを自動的に設定：  表のセル内でテキストを左揃えに、数字を右揃えにします。（こ
のオプションは、表または表のセルを選択した場合にのみ使用できます。）

テキストが選択されている場合は、最初の 4 つの配置調整ボタンはフォーマットバーから使用できます。
5 番目の横方向の配置調整ボタンは、表内のセルが選択されているときはフォーマットバーにも表示
されます。
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段落のテキストの 1 行目をインデントする場合や、段落のインデントを取り除く方法については、65
ページの「タブストップや段落のインデントに合わせてテキストの配置を調整する」を参照してください。

テキストの縦方向の配置を調整する
表のセル、テキストボックス、または図形内の段落の配置を縦方向に変更でき、テキストを上または
下の枠線、あるいは上と下の間の中央にそろえることができます。

テキストボックス、表のセル、図形内のテキストの位置を上、中央、または下にそろえるには：

 1 配置を変更するテキストボックス、表のセル、または図形を選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「テキスト」ボタンをクリックしてから、「テキスト」をクリッ
クします。

 3 3 つの縦方向の配置調整ボタンのいずれかをクリックして、表のセル、テキストボックス、または図形
の上、中央、下にテキストをそろえます。

表のセルを操作する場合、縦方向の配置調整ボタンはフォーマットバーからも使用できます。

テキストボックスの枠線内の間隔を調整する
テキストボックスや図形とその内部のテキストとの間隔をインセットマージンと呼びます。この間隔は、
「テキスト」インスペクタのスライダを使用して調整できます。

インセットマージンを調整するには：

 1 テキストボックスまたはテキストを含む図形を選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「テキストインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「テキスト」インスペクタで、「テキスト」をクリックします。

 4 「テキスト」インスペクタの下部にあるインセットスライダをドラッグして目的の外観にするか、隣の
フィールドに値を入力します。

テキストボックス、図形、または

表のセル内のテキストの周囲に

設定する余白を指定します。

テキストの行間を設定する
テキストの行間の距離は、テキストまたはテキストボックスを選択している場合に表示される、フォーマッ
トバーの「行間スペース」コントロールを使用して調整できます。

行間隔をさらに細かく制御する場合は、「テキスト」インスペクタで使用できるコントロールを使用しま
す。

行間隔をすばやく調整するには：

変更したいテキストを選択し、行間隔ポップアップメニューから値を選択します。 m

クリックして、テキストの行間隔を

変更します。

「詳細」を選択して「テキスト」インスペクタを開きます。



行間隔をより細かく調整するには：

 1 変更するテキストを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「テキスト」ボタンをクリックしてから、「テキスト」をクリッ
クします。

 3 「行」スライダを左側に移動して間隔を広げたり、右側に移動して間隔を狭めたりします。

行間隔の正確な値を指定するには、「行」フィールドにポイント数を入力するか、フィールドの横にあ
る上向きまたは下向き三角形をクリックします。

 4 「行」フィールドの下にあるテキストをクリックして行間隔ポップアップメニューを表示し、そこから行
間隔オプションを選択します。

行間隔設定ポップアップ

メニュー：「行」フィールド

の下のテキストをクリック

し、行間隔設定オプション

を選択します。

「行」フィールド：値を

入力（または矢印を

クリック）して段落内の

テキストの行間隔を

指定します。

標準の行間隔（「1 行」、「2 行」、「倍数」）：  行間隔は、フォントサイズに比例して決まります。アセンダ（行
から上の文字部分）とディセンダ（行から下の文字部分）の相対的な距離を一定に保つ場合に使いま
す。「1 行」では行間隔がシングルスペースになり、「2 行」ではダブルスペースになります。「倍数」
を選択すると、「1 行」と「2 行」の間の値、または「2 行」よりも大きい行間隔を設定することがで
きます。

最小値：  行間隔が指定値よりも狭くならないように、行間隔が調整されます。ただし、フォントサイズ
が大きくなった場合は、テキスト行が重なり合わないように行間隔も広げられます。行間隔を一定に保
ちつつ、テキストが大きくなった場合でも行が重なり合わないようにするために使います。

固定値：  ベースラインの間隔です。

行間値：  行間隔を、設定した値だけ大きくします。行の高さは大きくなりません。これに対し、たと
えば「2 行」は、各行の高さを 2 倍にします。

段落前後の間隔を設定する
段落前後の間隔を広げたり狭めたりすることができます。

段落前後の間隔を調整するには：

 1 変更する段落またはテキストボックスを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「テキスト」ボタンをクリックしてから、「テキスト」をクリッ
クします。

 3 「段落の前」スライダまたは「段落の後」スライダをドラッグして目的の外観にするか、隣のフィール
ドに正確な値（たとえば 5pt）を指定します。
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設定した「段落の後」間隔がその後の段落の「段落の前」間隔と異なる場合は、高い方が使用され
ます。たとえば、最初の段落の「段落の後」の値が 12 ポイントで、その後の段落の「段落の前」の
値が 14 ポイントの場合、段落間隔は 14 ポイントになります。

段落がテキストボックス、図形、表のセル内にある場合は、段落の前に間隔は設けられません。

テキストボックス、図形、および表のセル周囲の間隔を設定するには、「余白を挿入」コントロールを
使用します。これについては、63ページの「テキストボックスの枠線内の間隔を調整する」を参照し
てください。

文字間隔を調整する
文字の間隔を広げたり狭めたりすることができます。

先に、変更するテキストまたはテキストが含まれるテキストボックスを選択します。

選択した文字の間隔の量を調整するには、以下のいずれかの操作を行います：

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「テキスト」ボタンをクリックしてから、「テキスト」をクリッ m

クします。「文字」スライダをドラッグするか「文字」フィールドにパーセントを指定して、目的の間隔
にします。

「フォーマット」＞「フォント」＞「トラッキング」と選択し、サブメニューからオプションを選択して、 m

テキストの間隔を少しずつ狭くしたり広くしたりします。目的の外観が得られるまで繰り返します。

タブストップや段落のインデントに合わせてテキストの配置を調整する
Tab キー（表のセル内では、Option ＋ Tab キー）を押すと、挿入ポイント（およびその右にあるテ
キスト）が次のタブストップまで移動し、その位置から新規テキストの入力を開始することができます。
デフォルトではタブストップがスペース 5 つずつ設定されていますが、横方向のルーラのタブストップ
記号を使用して、独自のタブストップを設定できます。ルーラを使用すると、テキスト余白、段落の 1 
行目のインデント、および行頭記号のインデントも設定できます。

横方向のルーラでタブストップとインデントの記号を表示するには、ルーラが表示されていて、スライド
でテキストが選択されている必要があります。「ルーラ」環境設定で、目的の単位を表示するようにルー
ラを設定できます。

タブストップが設定されたテキスト

を選択すると、横方向のルーラ上に

青いタブ記号が表示されます。

小数点揃えタブ

右揃えタブ

中央揃えタブ

左揃えタブ

1 行目のインデント

左インデント 右インデント



記号は、横方向のルーラに表示される非常に小さい青の図形です。いくつか種類があり、それぞれ異
なる配置を表します：

右向きの三角形：テキストの左端をタブストップに揃えます。

左向きの三角形：テキストの右端をタブストップに揃えます。

ひし形：テキスト中央をタブストップに合わせます。

丸：数字の場合に、小数点記号（ピリオドやカンマなど）をタブストップにそろえます。

下向きの三角形：現在選択されている段落の左右のテキストインデントを設定します。

細い四角形：現在選択されている段落の 1 行目のインデント（ぶらさがりインデント）を設定します。

小さい正方形：現在選択されている段落の行頭記号（または番号）のインデントを設定します。

横方向のルーラを設定するには：

 1 「表示」＞「ルーラを表示」と選択して、横方向のルーラを表示します。

テキストに挿入ポイントを配置して、現在のパラグラフについて小さい青のタブストップ記号を表示し
ます。

 2 ルーラの表示単位を変更するには、「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「ルーラ」をクリックして、「ルー
ラの単位」ポップアップメニューから単位を選択します：

ページサイズを基準とした比率で目盛りを表示する場合は、「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「ルー
ラ」をクリックして、「ルーラの単位をパーセントで表示」を選択します。

ルーラの横方向の起点をページの中央に配置するには、「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「ルー
ラ」をクリックして、「起点をルーラの中央に配置」を選択します。

「Keynote」の「環境設定」で変更したルーラの設定は、「Keynote」で表示されるすべての書類に
適用され、設定を再度変更するまで変わりません。

タブストップを扱うには、以下の操作を行います：

タブストップを移動するには、ルーラに沿って記号をドラッグします。 m

新しいタブストップを追加するには、新しいタブストップを設定する位置でルーラをクリックします。 m

タブを別の種類の配置に変更するには、目的の種類になるまで記号を繰り返しダブルクリックするか、 m

または Control キーを押したままタブ記号をクリックし、ショートカットメニューからオプションを選択
します。

タブのタイプを

選択します。

タブストップを削除するには、ルーラの外側に記号をドラッグします。 m
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段落のインデントを設定するには：

段落の 1 行目のインデントを設定するには、細い四角形記号をルーラに沿ってドラッグします。 m

1 行目のインデント

左インデント 右インデント

段落の右インデントを変更するには、右インデント記号（横方向のルーラの右側にある青い下向き三 m

角形）を、段落の右端にする位置にドラッグします。

左インデントを変更するには、左インデント記号（ルーラの左側にある青い下向き三角形）を、段落 m

の左端にする位置にドラッグします。

行頭記号（または番号）のインデントを設定するには：

小さい青の正方形をルーラに沿ってドラッグします。 m

テキストを複数の段で表示する
テキストボックスや長方形の図形内でテキストを段に配置できます。1 つの段がテキストで埋まると、
テキストは次の段に移動します。

テキストを複数の段にすばやく分けるには、フォーマットバーの「段」ポップアップメニューを使用しま
す。段に異なる幅を使用したり正確な幅を指定したりする場合、または 4 段よりも多くの段組みを作
成する場合は、「テキスト」インスペクタを使います。

先に、テキストの段をフォーマットするテキストボックスまたは図形を選択します。

テキストを均等な段にすばやく分割するには：

フォーマットバーの「段」ボタンをクリックし、目的の段数（最大で 4）を選択します。 m

「テキスト」インスペクタで段を作成し、フォーマットを設定するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして「テキスト」ボタンをクリックし、「段」をクリックします。

 2 「列」フィールドに列数を指定します。

 3 異なる幅で段を作成するには、「段の幅を均等にする」チェックボックスの選択を解除し、表の「段」
の値をダブルクリックして、新しい幅を入力します。

幅が均等な段を作成するには、「段の幅を均等にする」を選択します。

 4 段の間隔を変更するには、「段の間隔」の値をダブルクリックし、新規に値を入力します。



スライドにテキストのエラーがあるかどうかをチェックする
「Keynote」には、スペルや装飾の誤りをチェックするツールがいくつか用意されています。

単語のスペルが誤っているかどうかをチェックする
「Keynote」には、スペルチェック・ユーティリティがあり、入力時にスペルミスを検出するように設
定できます。または必要に応じて、一度に書類全体をチェックしたり選択したテキストについてチェック
したりすることができます。

スペルチェッカが誤りを検出すると、スペルに誤りがある語の下に赤い破線が表示されます。

スペルに誤りのある語を見つけるには、以下の操作を行います：

入力中にスペルをチェックするには、「編集」＞「スペル」＞「入力中に自動スペルチェック」と選択します。 m

入力中のスペルチェックをオフにするには、「編集」＞「スペル」＞「入力中に自動スペルチェック」
と選択して、選択を解除します（コマンドの横にチェックマークが付いていないことを確認してくださ
い）。

挿入ポイントからスライドショーの最後に向かってスペルをチェックするには、クリックして挿入ポイント m

を配置し、「編集」＞「スペル」＞「スペルチェック」と選択します。書類の特定の部分にスペルチェッ
クを限定するには、このコマンドを選択する前にチェックするテキストを選択します。

スペルに誤りのある語のうち最初に見つかったものが選択状態になります。修正するかこのコマンドを
再び選択して、書類のチェックを続けます。

処理をすばやく行うには、Command ＋セミコロン（;）キーを押して書類のチェックを続けます。

スペルをチェックすると m 同時にスペルに誤りのある語に対して候補を表示するには、「編集」＞「スペル」
＞「スペル」と選択します。

「スペル」ウインドウが開きます。スペル候補を自動的に使用するには、「Keynote」＞「環境設定」
と選択し、「自動修正」をクリックして「スペルチェッカの示す候補を自動的に使用」を選択します。

「スペル」ウインドウでの作業の詳細については、68ページの「スペル候補を使って作業する」を参
照してください。

スペル候補を使って作業する
「スペル」ウインドウを使用して、スライドショーのテキストの語のスペル候補を探します。

スペル候補を使うには：

 1 「編集」＞「スペル」＞「スペル」と選択します。

「スペル」ウインドウが開き、スペルに誤りのある語のうち最初に見つかったものが選択状態になります。

言語ごとにスペル辞書が異なります。正しい言語が選択されていることを確認するには、操作したい
テキストを選択してから、ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「テキスト」ボタンをクリックして、
「詳細」をクリックします。「言語」ポップアップメニューから言語を選択します。

 2 テキスト内の誤りのあるスペルを置き換えるには、修正候補リストにある正しい単語またはスペルをダ
ブルクリックします。
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 3 正しい語が修正候補リストに表示されないけれども正しいスペルが分かっている場合は、「スペル」ウ
インドウでスペルに誤りのある語を選択し、正しい語を入力して、「変更」（または「修正」）をクリッ
クします。

 4 誤っているとされた単語が実際には正しく、そのままにしておきたい場合は、「無視」または「次を検
索」をクリックします。その単語が使用頻度の高い単語である場合や、その単語をスペル辞書に追加
したい場合は、「追加」を使用します。

「追加」を使用した後で、その追加操作を取り消したくなった場合は、以下のいずれかの操作を行い
ます：

Mac OS X バージョン 10.4 を使用している場合は、「候補」リストの下にあるテキストフィールド Â

にその語を入力してから、「削除」をクリックします。

Mac OS X バージョン 10.5 を使用している場合は、Control キーを押したままその語をクリックし、 Â

ポップアップメニューから「スペルを削除」を選択します。

 5 代わりのスペルが修正候補リストに表示されない場合は、「スペル」ウインドウでスペルに誤りのある
単語を選択し、別のスペルを試してください。

 6 「次を検索」をクリックし、スペルの誤りが見つからなくなるまで手順 2 ～ 5 を繰り返します。

Control キーを押しながらスペルに誤りのある語をクリックすることもできます。ポップアップメニュー
から代わりのスペル候補を選択するか、「次を検索」をクリックするか、「無視」をクリックします。

テキストを自動置換する
「Keynote」には、誤って入力された文字列を認識し、自動的に正しい文字列に置換する機能があり
ます。たとえば、誤って「teh」と入力すると、「Keynote」によって自動的に「the」と置き換えら
れます。

テキストの自動置換機能を設定するには：

 1 「Keynote」＞「環境設定」と選択します。

 2 「自動修正」をクリックし、必要に応じて設定を行います。

一重引用符と二重引用符について、開始引用符と終了引用符を区別するよう自動変換するには、「引
用符を自動変換」を選択します。

文の先頭を大文字に自動変換するには、「大文字／小文字を修正」を選択します。

「1st」、「2nd」、「3rd」などの語を上付き文字に自動変換するには、「序数を上付き文字に変更」を
クリックします。

メールアドレスや URL の入力を「Keynote」で自動検出する場合は、「メールアドレスおよび Web 
アドレスを自動的に検出」を選択します。入力するメールアドレスや Web アドレスが「Mail」や「Safari」
用に自動的にハイパーリンクになります。

リストの自動生成を使用するには、「リストを自動的に検出」を選択します。

スペル辞書に候補が 1 つしかない場合に、スペルに誤りのある語を自動的に置き換えるときは、「ス
ペルチェッカの示す候補を自動的に使用」を選択します。



ある文字の並びを別の文字の並びに自動置換するには、「記号とテキストを置換」を選択します。次に、
置換前および置換後の文字並びを表の各行に定義し、必要な行を有効にします。たとえば、(c) と入
力したときに「Keynote」で © に自動置換されるようにする場合は、該当する行の「入」列にチェッ
クマークを入れます。表に行を追加して自分で置換を設定する場合は、追加（＋）ボタンをクリックし
ます。選択した項目を削除するには、削除（－）ボタンをクリックします。

置換の設定をすると、どの Keynote 書類でテキストを入力／変更したときでも、置換機能が適用さ
れるようになります。

テキストを検索する／置き換える
書類で使用されるすべての語句を検索し、必要に応じて別の語句に変更することができます。

テキストを検索したり置き換えたりするには、以下の操作を行います：

「編集」＞「検索」＞「検索」と選択し、「シンプル」または「詳細」をクリックして検索／置き換え m

条件を設定して、ボタンをクリックして検索／置き換え操作を実行します。

シンプル：  「検索文字列」フィールドに検索対象のテキストを入力し、「置換文字列」フィールドに置
き換え後のテキストを入力します。

詳細：  「検索文字列」および「置換文字列」フィールドへのテキスト入力に加え、さらに検索／置き
換え条件を設定することができます。

すべて置き換え：  検索／置き換え操作がユーザの確認なしに自動的に実行されます。

置き換え：  現在の選択内容を置換テキストで置き換えます。

置き換えて検索：  現在の選択内容を置換テキストで置き換え、すぐに検索テキストが次に出てくる場
所を探します。

「次へ」 または「前へ」：検索テキストが、次、または前に出てきた場所を探します。

「編集」＞「検索」サブメニューのほかのコマンドを使用します。 m

検索文字列：  書類の検索フィールドに入力した語句の検索結果を表示します。

「次を検索」 または「前を検索」：  現在の検索テキストが、次、または前に出てきた場所を探します。

選択部分を検索：  選択されているテキストの次の発生個所を見つけます。

選択部分へジャンプ：  選択されているテキストが表示されていないときにそれを表示します。
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スライドショーでイメージおよび図形を追加、操作、変更する方法につい
て学習します。ここで学習する多くの同じテクニックは、グラフ、表、テ
キストボックス、ムービーなど、その他のオブジェクトにも適用できます。

オブジェクトとは、スライドに配置した、プレゼンテーション中に表示される項目のことです。イメージ、
図形、ムービー、テキストボックス、表、およびグラフはすべてオブジェクトです。

この章では、特にイメージ（写真や PDF ファイル）、シンプルな組み込み図形（三角形や矢印など）
を含む図形、および「Keynote」で利用できるツールを使って独自に作成できるカスタム図形につい
て説明します。この章で扱う図形およびイメージの配置と操作に関する大部分のテクニックは、表、グ
ラフ、その他のオブジェクトにも幅広く適用できます。表、グラフ、ムービー、テキストボックス、およ
び Web 表示に関連する特別なフォーマット設定の考慮事項は、別の章で取り扱います。

イメージを読み込む
「Keynote」では、以下のグラフィックスファイルのタイプを含め、「QuickTime」でサポートされて
いるすべてのフォーマットを使用できます：

TIFF Â

GIF Â

JPEG Â

PDF Â

PSD Â

EPS Â

PICT Â

5イメージ、図形、およびその他のオブジェ
クトを操作する



イメージを読み込むには、次のいずれかの操作をします：

ツールバーで「メディア」をクリックし、メディアブラウザで「写真」をクリックして、挿入したいピクチャ m

が含まれるアルバムを選択します。次に、サムネールを目的の場所までドラッグします。

最初に、ボタンをクリックして目的
のメディアファイルに移動します。

次に、ソースを選択します。

そして、項目をドキュメントか、
いずれかのインスペクタにある
イメージウェルにドラッグします。

ここにファイル名を入力して
ファイルを検索します。

メディアブラウザの上部にあるボタンを使用して、「iPhoto」ライブラリ内のイメージ、「ムービー」フォ
ルダ内のムービー、または「iTunes」ライブラリ内のオーディオファイルにアクセスできます。

「挿入」＞「選択」と選択し、ファイルを選択して、「挿入」をクリックします。 m

Finder からファイルをドラッグします。 m

別のアプリケーションからファイルをドラッグします。 m

イメージを読み込んだ後に、スライドキャンバス上の好きな場所にドラッグして移動できます。イメージ
をスライドナビゲータにドラッグして、イメージを含む新規スライドを作成します。

「Keynote」のツールを使ってイメージをマスク（切り取り）したり、イメージの明度、コントラスト、
およびその他の設定を変更したり、背景を消去したりできます。

配置、整列、サイズ変更、向きの変更、影、反射、枠線の追加方法など、プレゼンテーション全体の
デザインに関するイメージの操作および使用方法の詳細については、85ページの「オブジェクトの操
作、配置、および外観の変更について」の関連するトピックを参照してください。イメージを変更したり、
プレゼンテーション中にスライド上で動かす方法については、108ページの第 7 章「スライドショーで
動きを使う」のトピックを参照してください。
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イメージをスライドに合うように自動的にサイズを縮小する
デフォルトで、スライドに配置したイメージがスライドより大きい場合、「Keynote」はダウンサンプリ
ングと呼ばれる処理でスライドに合うようにイメージを縮小します。ダウンサンプリングされたイメージ
は、元のイメージよりもピクセル数が少なくなるため、一部のイメージ情報が失われます。JPEG フォー
マットのイメージは JPEG フォーマットのままで保持されますが、その他のフォーマットは TIFF フォー
マットに変換されます。イメージがダウンサンプリングされると、「位置と回転」インスペクタの「元の
サイズ」をクリックして元のサイズに戻すことはできません。ダウンサンプリングを防止し、イメージを
元のサイズで使用するには、「Keynote」の環境設定で自動ダウンサンプリングをオフにします。

イメージの自動ダウンサンプリングをオフにするには：

 1 「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「一般」をクリックします。

 2 「配置したイメージをスライドのサイズまで縮小」チェックボックスを選択解除します。

グラフィックスを大幅に拡大または縮小する場合は、事前に PDF に変換してから「Keynote」に読
み込むことを検討してください。PDF ファイルは、大幅にサイズを変更しても、表示品質が落ちること
はありません。ほかの種類のファイルでは、拡大または縮小した際に鮮明でなくなる場合があります。

ヒント：「 ∏ グラブ」アプリケーションを使って、デスクトップ上のイメージを PDF ファイルに変換するこ
ともできます。「グラブ」を開きます（ハードディスク上の「アプリケーション」フォルダの「ユーティ
リティ」フォルダにあります）。「取り込み」＞「選択部分」と選択してから、PDF ファイルにしたいイメー
ジを選択します。「ファイル」＞「プリント」と選択してから、「プレビュー」をクリックしてイメージを 
PDF ファイルとして保存します。

テーマのイメージを独自のメディアに置き換える
Keynote テーマに含まれている写真は、実際にはメディアプレースホルダです。これらのプレースホ
ルダへ独自のイメージまたはムービーファイルをドラッグすると、スライドのテーマに合うようにメディ
アのサイズや位置が自動的に調整され、フレームが設定されます。

スライド上のメディアがプレースホルダであるかどうかを確かめるには、プレースホルダの上にポイン
タを置いて、独自のメディアファイルをそのプレースホルダにドラッグするように説明するヘルプタグが
表示されるかどうかを確認します。

メディアプレースホルダを使用するには、以下の操作を行います：

メディアプレースホルダを独自のイメージ、ムービー、またはオーディオファイルと置き換えるには、そ m

のイメージを、メディアブラウザ、Finder、またはほかのアプリケーションにあるイメージをプレース
ホルダまでドラッグします。

メディアプレースホルダ内でイメージのサイズまたは位置を変更するときは、「マスクを編集」ボタン（プ m

レースホルダにドロップするとイメージ上に表示されます）をクリックしてから、以下のいずれかの操作
を行います：

プレースホルダ内のイメージのサイズを変更するときは、「マスクを編集」ボタン上のサイズ変更ハン
ドルをドラッグします。

プレースホルダ内のイメージの位置を変更するには、イメージの上にポインタを置き（ポインタは通常、
手の形で表示されます）、そのイメージを好きな位置までドラッグします。



すでにメディアプレースホルダに配置されている項目を置き換えるには、新しいファイルをそこへドラッ
グします。あらかじめ古いファイルを削除する必要はありません。

スライドキャンバス上のメディアプレースホルダの位置を変更するには、プレースホルダを配置したい m

場所にドラッグします。

スライドキャンバスからメディアプレースホルダを削除するには、プレースホルダを選択し、Delete キー m

を押します。

マスタースライドをカスタマイズするために、メディアプレースホルダを作成する方法、それらをプレー
スホルダ以外に変換する方法については、224ページの「メディアプレースホルダを定義する」を参
照してください。

イメージをマスクする（切り取る）
イメージの端をマスクすることによって、イメージファイルを実際に変更することなくイメージを切り取
ることができます。これによって、不要な部分を除外したり、イメージの外形を変更したりできます。
マスクの図形を指定しない場合、「Keynote」のデフォルトでは、四角形のマスクが使用されます。そ
のほかにも、「Keynote」に用意されている図形や、描画ツールで作成したカスタム図形を使って、イメー
ジの端をマスクできます。

イメージを四角形でマスクするには：

 1 マスクしたいイメージを読み込みます。

 2 イメージを選択し、ツールバーの「マスク」ボタンをクリックします（または「フォーマット」＞「マス
ク」と選択します）。

イメージ上にマスクが表示され、いくつかのコントロールが表示されます。

イメージをドラッグして、

表示したい部分の位置を調整

します。

スライダをドラッグしてイメージ

のサイズを変更します。

クリックして、マスクの外側の

領域を表示したり隠したりします。

選択ハンドルをドラッグしてマスク

のサイズを変更します。

 3 イメージのサイズを変更するには、「マスクを編集」ボタンの上のスライダをドラッグします。

 4 以下のいずれかの方法でマスクを調整します：

 Â マスクのサイズを変更するには、マスク図形上の選択ハンドルをドラッグします。マスクの縦横比を
維持したまま移動したい場合は、Shift キーを押しながらドラッグしてください。

 Â マスクを回転させるには、Command キーを押しながら、マスクの隅にある選択ハンドルをドラッ
グします。
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 5 イメージをドラッグして、表示する部分を調整するか、マスクの端をクリックしてからドラッグすることで、
マスクを移動します。

 6 イメージとマスクの位置およびサイズが決まったら、以下のいずれかの操作を行って処理を完了します：

マスクまたはイメージをダブルクリックします。 Â

Return キーを押します。 Â

イメージの外部をクリックします。 Â

「マスクを編集」をクリックします。 Â

 7 マスクされているイメージのサイズを変更したり、イメージを回転させたりするには、そのイメージの
選択ハンドルをドラッグするか、Command キーを押しながらドラッグします。

 8 マスクされているイメージのサイズを変更するときは、マスクされているイメージをダブルクリックして
から、「マスクを編集」をクリックします。

必要に応じて、上記の手順を繰り返します。

 9 イメージのマスクを解除するときは、ツールバーの「マスク解除」をクリックします（または「フォーマッ
ト」＞「マスク解除」と選択します）。

組み込み図形（円形、星形など）を使ってイメージをマスクするには：

イメージを選択し、「フォーマット」＞「図形でマスク」＞「 m 図形」と選択します。

上記の説明に従って、マスクしたイメージのイメージとマスクのサイズを変更し、配置します。

イメージをカスタム図形でマスクするには：

 1 マスクとして使用したい図形を作成し、マスクするイメージの上にドラッグします。

 2 Shift キーを押しながら図形とイメージをクリックしてその両方を選択し、ツールバーの「マスク」をク
リックします（または「フォーマット」＞「選択した図形でマスク」と選択します）。

 3 上記の説明に従って、マスクしたイメージのイメージとマスクのサイズを変更し、配置します。

イメージファイルのサイズを減らす
すでにサイズが非常に大きいイメージファイルをサイズ変更またはマスクしてあり、そのファイルを（別
のコンピュータに簡単に送信できるように）「Keynote」の書類の一部として保存したいが、書類の
サイズは最小限に抑えたいという場合は、サイズが小さい方のファイル（切り取ったか縮小したもの）
のみがプレゼンテーション内に保存されるように選択できます。

イメージファイルのサイズを減らす前に、書類を保存する必要があります。詳しい方法については、31
ページの「プレゼンテーションを保存する」を参照してください。

書類のファイルサイズを減らすには、以下のいずれかの操作を行います：

 m マスク済みまたはサイズ縮小済みのイメージファイルのサイズを個別に減らすときは、イメージを選択
して、「フォーマット」＞「イメージ」「イメージのファイルサイズを減らす」と選択します。

 m マスク済みおよびサイズ変更（縮小）済みのイメージ、および短縮されたビデオのサイズをすべて縮
小するには、「ファイル」＞「ファイルサイズを減らす」と選択します。

ムービーファイルのサイズを減らす方法については、107ページの「メディアファイルのサイズを減ら
す」を参照してください。



参考：マスクまたは縮小したイメージファイルのサイズを減らした後は、それらを元の大きさに戻すこ
とはできなくなります。後で元のサイズに戻したい場合は、元のイメージファイルをもう一度書類に追
加する必要があります。

イメージ塗りつぶしで使用されるイメージまたはアクションビルド付きのイメージは、この方法でサイズ
を減らすことはできません。特定のタイプのイメージファイルも、サイズを減らすことができない場合が
あります。

イメージから背景や不要な要素を削除する
イメージの背景を削除するために、「インスタントアルファ」ツールを使ってイメージの一部を透明にで
きます。

最適な結果が得られるのは、境界が明確な単色の領域を削除する場合です。境界がはっきりしない領
域を削除するには、小さくした領域を選択して削除する処理を繰り返します。

不要な要素を削除するには：

 1 イメージを選択します。

 2 ツールバーの「アルファ」をクリックします（または「フォーマット」＞「インスタントアルファ」と選
択します）。

 3 透明にしたい色をクリックして、その上をゆっくりドラッグします。

ドラッグすると、クリックした色と

同様の色を使っている連続した領域が

選択されます。

ドラッグを続けると、選択部分が、同様の色を使っている連続した領域に広がっていきます。ドラッグ
する領域を調整することによって、イメージをどの範囲まで選択するかを調節できます。

Option キーを押しながらドラッグすると、ドラッグしている個所と同じ色のすべての部分がイメージか
ら削除されます。
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 4 手順 3 を好きなだけ繰り返します。

ここをもっとドラッグすると ...

...イメージのほかの
部分も選択されます。

イメージから削除した部分をいつでも元に戻すことができます。元のイメージに戻すには、「フォーマッ
ト」＞「インスタントアルファを削除」と選択します。インスタントアルファを使って削除したイメージ
部分を元に戻すには、その部分が元に戻るまで「編集」＞「取り消す ‐ インスタントアルファ」と選
択します。

イメージの明度、コントラストなどの設定を変更する
明度やコントラストなどの設定を変更して、イメージの品質を向上させたり、ビジュアルエフェクトを設
定したりできます。変更を加えても元のイメージは影響を受けません。変更は「Keynote」でのイメー
ジの外観に影響するだけです。

イメージを調整するには：

 1 イメージを選択します。

 2 「表示」＞「イメージ調整を表示」と選択します。

明るい色調と暗い色調のコントラストを

調整します。

彩度を調整します。

全体の色調を暖色系

あるいは寒色系にします。 イメージの赤や緑の色合い（色調）を

調整します。
フォーカスをシャープ

またはソフトにします。

影とハイライトを調整します。

影とハイライトの関係を把握できます。

暗い色調、明るい色調のレベルを

調整します。

元の設定に戻します。

明度を調整します。

色を自動的に調整します。



 3 各コントロールを使って、次のような調節ができます。

明度：  イメージのホワイトの量を調整します。右にドラッグすると、イメージのホワイトが増えて、イメー
ジが明るく見えます。

コントラスト：  イメージの明るい領域と暗い領域の差を調整します。コントラストを上げると、明るい
領域はより明るくなり、暗い領域はより暗くなります。コントラストを下げると、明るい領域と暗い領域
の差が小さくなります。右にドラッグすると、明るい領域と暗い領域の境目がはっきりして、写真がイラ
ストのようになります。

彩度：  イメージの色の濃さを変更します。右にドラッグすると、色が濃くなり、より鮮やかになります。

色温度：  温調（赤）または冷調（青）の量を調整することによって、イメージの温かさまたは冷たさ
を調整します。

色合い：  赤または緑の色調の量を調整することによって、イメージの全体的な色合いを調整します。

シャープネス：  イメージのフォーカスをシャープまたはソフト（ぼかす）にします。

露出：  イメージ全体の明るさまたは暗さを調整します。露出を調整すると、イメージのすべての部分
の明るさが変わります。イメージの露出を上げると、色を減らすこともできます。

ヒストグラムとレベル：  最も暗いシャドウ部分（左端）から最も明るいハイライト部分（右端）まで、イメー
ジのすべての色情報を示します。棒の高さは、所定の範囲に含まれる色情報の量を示します。

暗さのレベルを設定するには、左側のスライダを中央に向かってドラッグします。つまみを右にドラッグ
すると、色の範囲が狭くなり、シャドウがより明確になります。つまみの位置によって、イメージの最も
暗い部分に含まれる情報の量が決まります。つまみの位置よりも左にある情報は、イメージから省かれ
ます。ヒストグラムの線の山が高くなる場所までスライダをドラッグすることをお勧めします（ディテー
ルが高まります）。

明るさのレベルを設定するには、右側のスライダを中央に向かってドラッグします。つまみを左にドラッ
グすると、色の範囲が狭くなり、ハイライトがより明確になります。つまみの位置によって、イメージの
最も明るい部分に含まれる情報の量が決まります。つまみの位置よりも右にある情報は、イメージから
省かれます。ヒストグラムの線の山が高くなる場所までスライダをドラッグすることをお勧めします（ディ
テールが高まります）。

調整：  ヒストグラム上で赤、緑、青の色調を均一に拡散して、イメージを自動的に調整します。

 4 元の設定に戻すには、「イメージをリセット」をクリックします。

変更内容を確定するには、書類を保存します。「イメージ調整」ウインドウを開くと、書類を保存した
ときの設定値を確認できます。

図形の作成について
「Keynote」には、さまざまな組み込み図形が用意されており、それらをスライドに追加することがで
きます。さらに、カスタム図形を独自に作成したり、組み込み図形の線や輪郭を変更したりすることも
できます。

 78  第 5章    イメージ、図形、およびその他のオブジェクトを操作する



 第 5章    イメージ、図形、およびその他のオブジェクトを操作する 79

組み込み図形を追加する
組み込み図形を追加するには：

ツールバーで「図形」をクリックし、ポップアップメニューから図形を選択します。 m

「挿入」＞「図形」＞「 m ＜図形＞」と選択します。

Option キーを押しながらツールバーの「図形」をクリックし、ポップアップメニューから図形を選択し m

ます。ポインタが十字型に変わります。キャンバス上をドラッグして、必要な大きさの図形を作成します。
図形の縦横比を維持するには（三角形の辺をすべて同じ長さにするなど）、Shift キーを押したままドラッ
グします。

その新しい図形をキャンバス上の好きな位置までドラッグします。図形の輪郭を変えるときは、まず図
形を編集可能にする必要があります。80ページの「図形を編集可能な状態にする」を参照してください。

図形の操作と位置合わせや、一般的なオブジェクトプロパティ（色、枠線のスタイル（線）、サイズ、向き、
影など）の変更については、85ページの「オブジェクトの操作、配置、および外観の変更について」
を参照してください。

カスタム図形を追加する
描画ツールを使って、独自の図形を作成できます。

カスタム図形を作成するには：

 1 ツールバーの「図形」をクリックし、描画ツールを選択します（または「挿入」＞「図形」＞「ペンで描画」
と選択します）。

ポインタが矢印から小さなペン先に変わります。

 2 書類上のいずれかの位置をクリックすると、その位置に、カスタム図形の開始ポイントができます。

 3 クリックしてその他のポイントを作成します。

追加した各ポイントが前のポイントと線で結ばれます。直前に作成した線セグメントを削除するには、
Delete キーを押します。Delete キーを複数回押すことができます。

 4 開始ポイントをクリックすると描画は終わりになります。最後に追加したポイントと開始ポイントとの間
が線で結ばれ、閉じた図形になります。

開いた図形（終了ポイントから開始ポイントに向かう線分がない図形）のままで描画を中断し、後で
続行できるようにしておきたい場合は、Esc（Escape）キーを押すか、最後に追加したポイントをダ
ブルクリックします。



 5 開いたままにした図形を閉じるか、ポイントをさらに追加するには、図形内で 1 回クリックして選択し、
さらにもう 1 回クリックして図形のポイントを表示します。以下のいずれかを実行します：

開いている線セグメントのどちらかの端にあるポイントをダブルクリックすると、ポインタがペン先に Â

変わります。 

ポイントを追加するときは、別の位置をクリックします。 Â

開いている線セグメントのもう一方のポイントをクリックすると、描画は終わり、閉じた図形になります。

 6 図形の枠線を選択して、キャンバス上の配置したい場所までドラッグします。

前の手順に戻って、作成した図形のポイントまたは辺や輪郭を追加変更したい場合は、図形をクリック
して選択し、もう 1 回クリックして編集可能な状態にしてから、図形の変更手順に従って操作してくだ
さい。

図形の操作と位置合わせや、一般的なオブジェクトプロパティ（色、枠線のスタイル（線）、サイズ、向き、
影など）の変更については、85ページの「オブジェクトの操作、配置、および外観の変更について」
を参照してください。

図形を編集可能な状態にする
すでにスライドキャンバス上に配置した図形のポイントや輪郭を、操作したり、その形状を変えたりで
きます。そのように図形を編集するには、編集可能な状態にする必要があります。

図形を編集可能にするには：

組み込み図形を編集可能な状態にするには、図形を選択し、「フォーマット」＞「図形」＞「編集可 m

能にする」と選択します。

図形上に赤いポイントが表示されます。ポイントをドラッグして、図形を編集します。編集可能になっ
た組み込み図形を後で編集する場合は、図形を 1 回クリックして選択してから、もう 1 回クリックして
編集可能な状態にします。

カスタム図形を編集可能状態にするには、図形内を 1 回クリックして選択し、さらにもう 1 回クリック m

して図形のポイントを表示します。

図形を編集可能にした後、図形のポイントおよび輪郭を操作する方法の詳細については、関連するトピッ
クを参照してください。

特定の組み込み図形を編集する方法については、各図形のセクションを参照してください。
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図形の編集ポイントを追加する／削除する／移動する
編集ポイントを追加、移動、または削除することによって、図形の線や輪郭を調整できます。

図形の編集ポイントを操作するには：

ポイントを追加するには、図形を編集可能な状態にし、Option キーを押しながら、図形の枠線にポ m

インタを合わせたままにします。ポインタの形状がプラス記号（＋）付きのペン先に変わります。ポイ
ントを追加する枠線上の場所をクリックしてから、必要に応じてポイントを移動します。

ポイントを移動するには、図形を編集可能な状態にしてポイントをクリックし、別の場所にドラッグしま m

す。複数のポイントをまとめて移動したい場合は、Shift キーを押しながら各ポイントをクリックし、そ
のままドラッグします。

ポイントを削除するには、図形を編集可能な状態にしてポイントをクリックし、Delete キーを押します。 m

複数のポイントをまとめて削除したい場合は、Shift キーを押しながら各ポイントをクリックし、そのま
ま Delete キーを押します。

曲線の形状を変更する
独自の図形を作成する 1 つの方法として、組み込み図形の輪郭の形状を変えることもできます。この
方法は、カスタム図形の曲線を再調整するときにも使用できます。

曲線の形状を変更するには：

 1 図形を編集できる状態にします。

図形上に赤い点が表示され、これらの位置で曲線の形状を変更できることが示されます。

 2 形状を変えたい曲線上の赤いポイントをクリックします。赤い点の両側にハンドルが表示されます。

ポイントをドラッグして曲線の

形状を変更することもできます。

コントロールハンドルをドラッグ

するか、一方または両方のコント

ロールハンドルを回転して曲線を

変更します。

 3 湾曲を調整するときは、赤い点またはそのハンドルの 1 つをドラッグします。

ハンドルを右回りまたは左回りに動かします。2 つのハンドルを連動して動かすか、独立して動かすか
によって、効果が異なります。想定通りの効果が得られるまで動かしてください。

ハンドルを連動させるには、Option キーを押しながらいずれか一方のハンドルをドラッグします。

一方のハンドルだけを動かすには、Command キーを押したままハンドルをドラッグします。



 4 輪郭をより細かく調整するには、編集ポイントを追加します。Option キーを押しながら、図形の枠線
にポインタを合わせます。ポインタの形状がプラス記号（＋）付きのペン先に変わったら、編集ポイン
トを追加したい場所をクリックします。詳細については、81ページの「図形の編集ポイントを追加す
る／削除する／移動する」を参照してください。

直線部分の形状を変更する
2 つのセグメント間の角度を変更したり、セグメントの長さを変更したりすることができます。

直線部分の形状を変更するには：

 1 図形を編集できる状態にします。

 2 角のポイントをクリックします。

 3 2 つのセグメント間の角度を変更するには、ポイントを時計回りまたは反時計回りにドラッグします。

 4 いずれかのセグメントの長さを変更するには、ポイントを外方向または内方向にドラッグします。

 5 編集ポイントを追加するには、Option キーを押しながら線にポインタを合わせます。ポインタの形状
がプラス記号（＋）付きのペン先に変わったら、編集ポイントを追加したい場所をクリックします。

詳細については、81ページの「図形の編集ポイントを追加する／削除する／移動する」を参照してく
ださい。

角のポイントを曲線ポイントに、または曲線ポイントを角のポイントに変更する
1 つまたは複数のポイントを曲線に変更できます。反対に、曲線をポイントに変更することもできます。
まず図形を編集可能な状態にする必要があります。

角のポイントを曲線ポイントに、または曲線ポイントを角のポイントに変更するには、以下の操作を行
います：

角のポイントを曲線ポイントに変更するには、図形を変更可能な状態にして、角のポイントをダブルク m

リックします。

曲線ポイントを角のポイントに変更するには、図形を変更可能な状態にして、曲線ポイントをダブルク m

リックします。

1 つまたは複数の図形に属する角のポイントをすべて曲線ポイントに変更するには、図形を変更可能 m

な状態にしてそれらを選択してから、「フォーマット」＞「図形」＞「パスを滑らかにする」と選択し
ます。

1 つまたは複数の図形に属する曲線ポイントをすべて角のポイントに変更するには、図形を変更可能 m

な状態にして、「フォーマット」＞「図形」＞「パスをシャープにする」と選択します。

図形が編集可能な状態になると、その図形をもう一度編集可能にしなくても、「パスを滑らかにする」
および「パスをシャープにする」コマンドを使用することができます。
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角が丸い四角形を編集する
角が丸い四角形には、角を変更することができる丸いコントロールが用意されています。

ドラッグすると、
角の丸みが変わります。

角が丸い四角形を編集するには：

図形を選択し、青い編集ポイントを左側にドラッグすると角が直角になります。右側にドラッグすると、 m

角が曲線になります。

単方向および双方向矢印を編集する
矢印図形には、矢印の頭および尾の相対比率を調整するための特別な編集ポイントがあります。

ドラッグすると、矢印の

棒の長さが変わります。

上下にドラッグすると、矢印の

棒の幅が変わります。右左に

ドラッグすると、矢印の頭の

部分のサイズが変わります。

単方向または双方向矢印の比率を変更するには：

図形を選択して、以下のいずれかの操作を行います。 m

矢印を長くするときは、ヘッドまたはテールの選択ハンドルの 1 つをドラッグします。 Â

矢印全体の太さを調整するときは、矢印のヘッドとテールの接点付近に表示されるバウンディング Â

ボックスで選択ハンドルの 1 つをドラッグします。

矢印の頭と尾の相対的な大きさを調整するには、頭と尾の境目にある青い編集ポイントにポインタ Â

を合わせます。ポインタの形が変わったら、編集ポイントを任意の方向にドラッグして矢印の比率を
調整します。

吹き出しやコールアウトを編集する
吹き出しとコールアウトには特殊な編集コントロールがあります。これらを使って、図形の角の丸みを
調整したり、テールの太さや長さを調整できます。



吹き出しやコールアウトの外観を変更するには：

図形を選択して、以下のいずれかの操作を行います。 m

角を直角に近付けるには、最も幅の広い縁上にある青い編集ポイントを、図形の尾の方にドラッグ Â

します。角を丸めるときは、テールから遠ざけるようにドラッグします。

図形のテールを太くしたり細くしたりするときは、図形のテールとボディが交わる位置にある青い編 Â

集ポイントを外方向または内方向にドラッグします。

図形のテールを長くするときは、図形のテールの先端にある青い編集ポイントを外方向または内方 Â

向にドラッグします。

図形のボディを伸ばしたり、縮めたり、太くしたり、細くしたりするときは、図形のバウンディングボッ Â

クスにある選択ハンドルをドラッグします。

星形を編集する
星形には、頂点の数を増減するためのスライダと、星形の頂点の間の角度を狭めたり広げたりするた
めの青い編集ポイントがあります。

星形の現在のポイント数を

表示します。

ドラッグすると、星形の

ポイントの数が増減します。

ドラッグすると、星形の

ポイント間の角度が変わります。

星形を編集するには、以下の操作を行います：

星形を選択するとスライダが表示されます。このスライダをドラッグして、星形のポイントの数を増やし m

たり減らしたりします。

青い編集ポイントをドラッグすると、星形の頂点の間の角度が変化します。 m

多角形を編集する
多角形を選択すると、スライダが表示されます。このスライダをドラッグして、多角形の辺の数を増減
します。

ドラッグすると、

多角形の辺の数が増減します。

多角形の現在の辺の数を

表示します。
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多角形を編集するには：

多角形を選択すると、スライダが表示されます。スライダをドラッグすると、多角形の辺の数が増減し m

ます。

オブジェクトの操作、配置、および外観の変更について
一般的には、「Keynote」でオブジェクトを選択、配置、および操作する方法は、イメージ、図形、ムー
ビー、表、グラフ要素、またはテキストボックスを操作する場合と同じです。ほとんどのオブジェクトで
は、サイズ変更、向きの変更を始めとして、影の追加、反射、枠線のスタイル（線）、色またはイメー
ジの塗りつぶし、およびその他の操作を行うのに、同じコントロールを使用します。

この章の以下のトピックでは、「Keynote」内のすべての種類のオブジェクトを操作するための一般的
なツールとテクニックについて説明します。テキストのフォーマット設定に関連する追加事項と表および
グラフのデザインに関する詳細については、このガイドの関連する章を参照してください。

複数のオブジェクトを選択する
オブジェクトに対し、移動、変更、またはその他の操作を実行するには、まずオブジェクトを選択する
必要があります。選択したオブジェクトにはハンドルが表示され、オブジェクトの移動や操作に使うこ
とができます。

オブジェクトを選択および選択解除するには：

1 つのオブジェクトを選択するには、オブジェクトの任意の場所をクリックします（塗りつぶされていな m

いオブジェクトを選択するには、端をクリックします）。

スライド上の複数のオブジェクトを選択するには、Shift キーを押しながら、オブジェクトをクリックしま m

す。

スライド上のオブジェクトをすべて選択するには、スライドをクリックし、Command ＋ A キーを押し m

ます。

特定のグループに属しているオブジェクトを 1 つ選択するには、最初にオブジェクトのグループ化を解 m

除する必要があります。グループを選択し、「配置」＞「グループ解除」と選択します。

選択したオブジェクトのグループからオブジェクトの選択を解除するには、Command キーを押しな m

がら、選択を解除するオブジェクトをクリックします。

オブジェクトをコピーする／複製する
オブジェクトをコピーする際の手法は、コピーを配置する場所によって異なります。元のオブジェクトか
ら遠い位置、または別の書類にコピーする場合には、一般的にコピーしてペーストする方が簡単です。
元のオブジェクトに近い位置に新しいオブジェクトを置く場合、通常は、複製が最も簡単です。

オブジェクトをコピーするには：

オブジェクトをコピーしてペーストするには、オブジェクトを選択して「編集」＞「コピー」と選択します。 m

コピーを表示する場所をクリックします。「編集」＞「ペースト」と選択します。

スライド上のオブジェクトを複製するには、Option キーを押しながらオブジェクトをドラッグします。 m



オブジェクトを選択して、「編集」＞「複製」と選択する方法もあります。元のオブジェクトの上にわず
かにずれた状態で、コピーが表示されます。コピーを目的の場所にドラッグします。

Keynote 書類間でイメージをコピーするには、そのイメージを選択し、「位置と回転」インスペクタの m

「ファイル情報」フィールドからほかの Keynote ファイルのスライドにアイコンをドラッグします。

オブジェクトを削除する
オブジェクトは簡単に削除できます。

オブジェクトを削除するには：

オブジェクトを選択して、Delete キーを押します。 m

誤ってオブジェクトを削除してしまった場合は、「編集」＞「取り消す ‐ 削除」と選択します。

スライドキャンバス上でオブジェクトを移動し、配置する
「Keynote」には、スライドキャンバス上の項目をきわめて正確に配置するためのいくつかのツールが
用意されています。これらのツールには、オブジェクトをスライド上に均等配置したり、スライド間で一
貫した位置を維持するのに役立つカスタマイズ可能な配置ガイドやグリッドライングなどがあります。オ
ブジェクトをグループ化して、複数のオブジェクトをまとめて操作できるようにしたり、特定の位置にロッ
クして、作業中に誤って移動してしまうのを防いだりすることもできます。また、スライド上のオブジェ
クトをレイヤー化（重ねる）して、スライドに奥行きの効果を持たせることもできます。

オブジェクトを直接操作するには：

オブジェクトをスライド上の別の場所に移動するには、オブジェクトをドラッグします。オブジェクトの選 m

択ハンドルをドラッグしないように注意してください。誤ってサイズを変更してしまうことになります。

ドラッグしているときに、オブジェクトを正確に配置するには、配置ガイドおよびグリッドラインを使用し
ます。詳細については、87ページの「配置ガイドおよび相対間隔ガイドを使用する」 および 89ペー
ジの「マスターグリッドラインを使う」 を参照してください。

オブジェクトの移動方向を水平、垂直、または 45 度に制限するには、Shift キーを押しながらオブジェ m

クトをドラッグします。

オブジェクトを少しずつ移動する場合は、矢印キーを押すと、オブジェクトが 1 ポイントずつ移動します。 m

オブジェクトを 10 ポイントずつ移動するには、Shift キーを押しながら矢印キーを押します。

オブジェクトを移動する際にその位置を表示するには、「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「一般」 m

パネルの「オブジェクトの移動時にサイズと位置を表示」を選択します。

テキストまたはオブジェクトを別のオブジェクト内に移動するには、オブジェクトを選択し、「編集」＞「カッ m

ト」と選択します。挿入ポイントをオブジェクトの表示位置に合わせ、「編集」＞「ペースト」と選択します。

オブジェクトを前面または背面に移動する（オブジェクトを階層化する）
オブジェクト同士が重なっている場合、またはテキストとオブジェクトが重なっている場合は、オブジェ
クトが重なっている順番を変更することができます。

オブジェクトをテキストまたは別のオブジェクトの前面や背面に移動するには：

 1 移動するオブジェクトを選択します。

 2 オブジェクトを 1 階層ずつ移動するには、「配置」＞「前面へ」または「配置」＞「背面へ」と選択します。
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 3 オブジェクトを最前面または最背面に移動するには、「配置」＞「最前面へ」または「配置」＞「最背面へ」
と選択します。

オブジェクトを重ねて表示することが多い場合は、ツールバーに「最前面へ」、「最背面へ」、「前面へ」、
および「背面へ」のボタンを追加すると、より効率的に作業できます。ツールバーのカスタマイズにつ
いては、21ページの「ツールバー」を参照してください。

オブジェクトを相互の位置を基準にしてすばやく整列する
メニューコマンドを使って、同一スライド上のオブジェクトをすばやく整列したり等間隔に並べたりでき
ます。まず、整列したいオブジェクトをすべて選択する必要があります（Shift キーまたは Command 
キーを押したまま各オブジェクトをクリックして選択します）。

選択したオブジェクトを整列するには：

オブジェクトを相互の位置を基準に配置するには、「配置」＞「オブジェクトを整列」と選択し、サブ m

メニューから整列オプションのいずれかを選択します。

左揃え：  選択された最初のオブジェクトの左端とオブジェクトの左端が縦方向にそろうように、オブジェ
クトが配置されます。

中央揃え：  選択された最初のオブジェクトの中央とオブジェクトの中央が縦方向にそろうように、オブ
ジェクトが配置されます。

右揃え：  選択された最初のオブジェクトの右端とオブジェクトの右端が縦方向にそろうように、オブジェ
クトが配置されます。

上揃え：  選択された最初のオブジェクトの上端とオブジェクトの上端が横方向にそろうように、オブジェ
クトが配置されます。

中央揃え：  選択された最初のオブジェクトの中央とオブジェクトの中央が横方向にそろうように、オブ
ジェクトが配置されます。

下揃え：  選択された最初のオブジェクトの下端とオブジェクトの下端が横方向にそろうように、オブジェ
クトが配置されます。

オブジェクトをスライド上で均等に配置するには、「配置」＞「オブジェクトを均等に配置」と選択し、 m

サブメニューからオプションを選択します。

横方向：  オブジェクトの横方向の間隔を調整します。

縦方向：  オブジェクトの縦方向の間隔を調整します。

オブジェクトは、ドラッグして相互の位置を基準にして配置することもできます。配置ガイドを使うと、
オブジェクトが正しく配置されたかどうかを確認できます。

配置ガイドおよび相対間隔ガイドを使用する
オブジェクトをスライドキャンバス上でドラッグすると、配置ガイドが表示されたり消えたりします。これ
によって、オブジェクトの相対的な位置のヒントが与えられます。たとえば、複数のオブジェクトが中央
でそろったとき、または端でそろったときは常に、配置ガイドが表示されます。

同様に、相対間隔ガイドはキャンバス上に 3 つ以上のオブジェクトが並ぶときに表示されます。オブジェ
クトをオブジェクトの列にドラッグすると、中央のオブジェクトから等距離になるように、相対間隔ガイ
ドが各ペア間の距離をルーラの単位で表示します。



スライドキャンバス上に整列する 2 つ以上の項目が同じ高さと幅の場合、相対サイズガイドが表示され
ます。

これらのガイドは、オブジェクトのドラッグ中にのみ表示されます。オブジェクトを放すとガイドは消えま
す。配置ガイドや相対間隔ガイドを異なる色で表示して、オブジェクトを動かすときにどの整列が適用
されるかが簡単に分かるようにできます。配置ガイドをオンにしたり、それらの色を変更したりすると、
それらの設定は「Keynote」で開くすべての書類に適用されます。

配置ガイドをオンにして、カスタマイズするには：

 1 配置ガイドのオプションを設定するには、「Keynote」＞「環境設定」と選択して「ルーラ」をクリッ
クします。 ガイドをいつ表示するかを設定するオブジェクト配置オプションを選択します：

オブジェクトの中央を別のオブジェクトやスライドの中央にそろえるときにガイドを表示するには、「オブ
ジェクトの中央でガイドを表示」を選択します。

オブジェクトの端を別のオブジェクトにそろえるときにガイドを表示するには、「オブジェクトの端でガイ
ドを表示」を選択します。

 2 配置ガイドの色を変更するときは、配置ガイドのカラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウで色を
選択します。

 3 相対間隔ガイドを設定するには、ガイドをいつ表示するかを設定する「オブジェクトの間隔とサイズ」
オプションを選択します。

1 列に並ぶ 3 つ以上の等間隔オブジェクト間の距離を表示するには、「相対間隔を表示」を選択します。

1 列に並ぶ オブジェクトの高さと幅が同じであるか示すには、「相対サイズを表示」を選択します。

 4 相対間隔ガイドおよび相対サイズガイドの色を変更するには、隣接するカラーウェルをクリックし、「カ
ラー」ウインドウで色を選択します。

 5 操作中にガイドを表示したり隠したりするには、「表示」＞「ガイドを表示」または「表示」＞「ガイ
ドを隠す」と選択します。

 6 配置ガイドを一時的に隠すときは、Command キーを押したままオブジェクトをドラッグします。

オブジェクトを配置するほかの方法として、マスタースライドでグリッドラインを使用するか、スライド上
の X 座標と Y 座標を使用してオブジェクトの正確な位置を指定します。89ページの「マスターグリッ
ドラインを使う」および 89ページの「X／ Y 座標を使ってオブジェクトの位置を指定する」を参照し
てください。

必要に応じて各スライドの任意の場所に独自の配置ガイドを作成すると、簡単に別のスライド上の同じ
位置にオブジェクトを配置することができます。

独自の配置ガイドを作成する
静的な配置ガイドを作成して、スライド上のオブジェクトを整列したり、別のスライド上の同じ位置に
配置したりすることができます。これらの配置ガイドは、スライドキャンバス上のオブジェクトをドラッグ
しても表示されたり消えたりすることはなく、作業中は常に表示（スライドをいったん離れて戻っても）
されています。

別のスライド上の同じ位置にオブジェクトを配置するには、各スライドの同じ位置にガイドを置いて、そ
のガイドを使用してオブジェクトを配置します。
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配置ガイドを作成するには：

 1 ツールバーの「表示」をクリックし、「ルーラを表示」を選択します。

参考：テキストの編集中は配置ガイドを作成できません。オブジェクトを選択するか、スライドキャンバ
スをクリックしてテキストの編集を終了します。

 2 ルーラの上にポインタを置いて、スライドキャンバス上にドラッグします。配置ガイドが表示されます。

 3 ガイドをスライド上の目的の場所までドラッグします。

 4 作成した配置ガイドを削除するには、スライドの外までドラッグします。

プリントしたスライドまたはプレゼンテーション中には、配置ガイドは表示されません。

マスターグリッドラインを使う
スライド上の配置ガイドに加えて、スライドを均等なセクションに分割する縦方向と横方向のグリッドラ
インを使用してオブジェクトを整列することができます。スライドキャンバス上でオブジェクトをドラッグ
すると、オブジェクト配置の環境設定に応じて、中央または端で整列すると常にグリッドラインに「スナッ
プ（張り付く）」します。

オブジェクトを動かすときに、どの整列が適用されるのか簡単に分かるように、マスターグリッドライン
を配置ガイドや相対間隔ガイドと異なる色で表示できます。

マスターグリッドラインをオンにするには：

 1 「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「ルーラ」をクリックします。

 2 「マスターグリッドライン」で「横方向」、「縦方向」チェックボックスのいずれかまたは両方を選択します。

 3 パーセントの値をフィールドに入力して、グリッドの間隔を指定します。

 4 グリッドの色を変更するには、「マスターグリッドライン」カラーウェルをクリックし、「カラー」ウインド
ウで色を選択します。

Command キーを押しながら、オブジェクトをドラッグすると、グリッドは一時的に非表示になります。
グリッドラインはマスタースライド上に表示されますが、プリントしたスライドには表示されません。

X／ Y 座標を使ってオブジェクトの位置を指定する
ルーラの目盛りを使って空間座標を指定することによって、オブジェクトをスライドキャンバス上の任意
の場所に正確に配置できます。

オブジェクトの位置を X／ Y 座標で指定するには：
 1 配置するオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「位置」フィールドで x 値と y 値（ルーラの目盛り）を入力します。

指定する座標は、オブジェクトのコンテナボックスの左上隅を表します。オブジェクトを回転させた場合、
xy 座標は、回転後のオブジェクトのコンテナボックス（元の状態とは異なるサイズになることがありま
す）の左上隅を表します。

X 値は、スライドキャンバスの左端から測定します。 Â

Y 値は、スライドキャンバスの上端から測定します。 Â



「位置と回転」インスペクタに線の XY 座標を入力すると、作成した最初の終点の座標が「起点」に
入ります（線を描画しなかった場合は左上の終点）。後でその線を反転または回転した場合も、「起点」
の座標は常に同じ終点に対応します。

最初の端点の X／ Y 座標を指定して、
線の位置を決めます。

2 番目の端点の X／ Y 座標を指定して、
線の位置を決めます。

オブジェクトをグループ化する／グループ解除する
複数のオブジェクトをまとめてグループ化すれば、単一のオブジェクトとして移動、コピー、サイズ変更、
および方向の設定ができます。グループ化したオブジェクトは、オブジェクトビルドの際、単一のオブジェ
クトとしてビルドすることもできます。

あらかじめグループ解除しなくても、グループ内のオブジェクトを個別に編集することができます。

グループ化したオブジェクトをさらにほかのオブジェクトとグループ化して、グループ化したオブジェク
トの階層（入れ子）を作ることができます。グループの複数のレベルにネストされた個別オブジェクト
を選択するには、ネストの各レベルでオブジェクトを 1 回クリックする必要があります。

オブジェクトをグループ化するには：

 1 Command キー（または Shift キー）を押しながら、グループ化するオブジェクトを選択します。

オブジェクトを選択できない場合は、ロックされている可能性があります。その場合は、ロックを解除
する必要があります。

 2 「配置」＞「グループ」と選択するか、ツールバーの「グループ」をクリックします。

ビルドのエフェクトが設定されているオブジェクトをグループ化すると、そのエフェクトが削除されます。

オブジェクトをグループ解除するには：

グループを選択して、「配置」＞「グループ解除」と選択するか、または、ツールバーの「グループ解除」 m

をクリックします。グループがロックされている場合は、まずグループのロックを解除する必要がありま
す。

オブジェクトのグループを選択できない場合は、ロックされている可能性があります。その場合は、ロッ
クを解除する必要があります。

ビルドのエフェクトが設定されているグループ化されたオブジェクトのグループ化を解除すると、ビルド
のエフェクトも削除されます。

他のオブジェクトと一緒にグループ化されているオブジェクトを個別に選択するには：

編集したいオブジェクトを 1 回クリックしてグループを選択し、もう 1 回クリックしてオブジェクト自体 m

を選択します。

1 回クリックしても目的のオブジェクト自体が選択されない場合は、グループが入れ子になっている可
能性があります。目的のオブジェクトを選択できるまで、繰り返しクリックしてください。
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オブジェクトを調整可能な線で接続する
2 つのオブジェクトを線で結合したいときは、（図形としての線を別途作成するよりも）接続の線を使う
方が簡単です。接続の線によって結合された 2 つのオブジェクトは、スライドキャンバス上でオブジェク
トの位置を変えても、そのまま接続されています。

2 つのオブジェクトを接続線でつなぐには：
 1 Command キーを押しながら、つなぎたい 2 つのオブジェクトを選択して、「挿入」＞「接続の線」

と選択します。

選択したオブジェクトを結ぶ直線が表示されます。オブジェクトを個別に移動すると、接続線が縮んだり、
伸びたり、位置が変わったりしますが、オブジェクトは接続されたままです。

 2 線を曲げるときは、線の中央付近にある白い編集ポイントをドラッグします。

オブジェクトをスライドキャンバス上の別の場所へドラッグすると、オブジェクト同士の結合を維持する
ために線の湾曲が調整されます。

 3 線の終端とそれが接続しているオブジェクトとの間に隙間を空けて、それらが接触しないようにすると
きは、線の終端の青い編集ポイントをそれが接触しているオブジェクトから離れる方向にドラッグしま
す。

オブジェクトを動かしても、線および接続しているオブジェクトの隙間は維持されます。

 4 線の色、スタイル、太さ、または端点を変更するには、ほかの種類の線と同様に、フォーマットバーま
たは「グラフィック」インスペクタのコントロールを使います。

これらの属性の変更の詳細については、91ページの「オブジェクトのサイズ、向き、アウトライン、
その他の変更」内のトピックを参照してください。

オブジェクトをロックする／ロック解除する
オブジェクトをロックすると、作業中に誤って移動してしまうことを防止できます。

個々のオブジェクトやグループ化したオブジェクトをロックすると、ロック解除しない限り、移動、削除、
変更は一切できません。ただし、ロックしたオブジェクトの選択、コピー、複製はできます。ロックした
オブジェクトをコピーまたは複製したときは、新しいオブジェクトもロックされます。

オブジェクトをロックするには：

ロックしたいオブジェクトを選択してから、「配置」＞「ロック」と選択します。 m

オブジェクトのロックを解除するには：

ロック解除したいオブジェクトを選択してから、「配置」＞「ロック解除」と選択します。 m

オブジェクトのサイズ、向き、アウトライン、その他の変更
オブジェクトに関して、サイズの変更、方向の変更、枠線のスタイルの変更、影と反射の追加、不透
明度の調節などの操作を行うことができます。希望の外観を作成した後で、その外観を簡単にほかの
オブジェクトに直接コピーできます。

オブジェクトのサイズを変更する
オブジェクトは、ハンドルをドラッグするか寸法を指定することでサイズを変更できます。



オブジェクトのサイズを変更するには、以下の操作を行います：

ドラッグによりオブジェクトのサイズを変更するには、オブジェクトを選択して、選択ハンドルのいずれ m

かをドラッグします。一方向にオブジェクトのサイズを変更するには、隅の選択ハンドルではなく横のハ
ンドルをドラッグします。

中央を基点としてオブジェクトのサイズを変更するには、Option キーを押しながらドラッグします。

オブジェクトの縦横比を維持するには、Shift キーを押しながらドラッグします。ツールバーの「インス
ペクタ」をクリックして、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックし、「縦横比を固定」を選択して
からドラッグすることもできます。

選択ハンドルをドラッグする際にオブジェクトのサイズを表示するには、「Keynote」＞「環境設定」
と選択し、「一般」パネルの「オブジェクトの移動時にサイズと位置を表示」を選択します。

正確な比率でオブジェクトのサイズを変更するには、オブジェクトを選択し、ツールバーの「インスペ m

クタ」をクリックして、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックし、「幅」および「高さ」の各コン
トロールを使います。

一度に複数のオブジェクトのサイズを変更するには、オブジェクトを選択し、ツールバーの「インスペ m

クタ」をクリックして、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックし、「幅」および「高さ」の各フィー
ルドに新しい値を入力します。

オブジェクトをクリックし、「位置と回転」インスペクタの「元のサイズ」をクリックします。 m

すでにサイズが非常に大きいイメージファイルのサイズを変更してあり、プレゼンテーションではサイズ
が小さい方のイメージファイルのみが必要な場合、「Keynote」ではサイズが小さいコピーファイルだ
けを残すことができます。その結果、書類全体のサイズを減らすことができます。75ページの「イメー
ジファイルのサイズを減らす」を参照してください。

オブジェクトを反転させる／回転させる
オブジェクトはいずれも反転させたり回転させたりすることができます。たとえば、書類で使用したい
矢印のイメージがあるが、その矢印の方向を変える必要がある場合、横方向や縦方向に反転させたり、
任意の角度に向けたりすることができます。

オブジェクトの方向を変更するには、以下の操作を行います：

オブジェクトを横方向または縦方向に反転させるには、オブジェクトを選択して、「配置」＞「左右反転」 m

または「配置」＞「上下反転」と選択します。

ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックし、「反転」
ボタンを使う方法もあります。

オブジェクトを回転させるには、オブジェクトを選択し、Command キーを押しながらポインタをアク m

ティブな選択ハンドルの方に移動して、曲がった双方向の矢印に変え、選択ハンドルをドラッグします。

オブジェクトを 45 度間隔で回転するには、Shift ＋ Command キーを押しながら、選択ハンドルを
ドラッグします。

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックして、「回転」
ホイールをドラッグしたり、「角度」コントロールを使ったりして、オブジェクトの角度を指定する方法
もあります。
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図形は回転させるがテキストは横方向のままにしておきたい場合は、図形を回転させた後、「フォーマッ m

ト」＞「図形」＞「テキストとオブジェクトのハンドルをリセット」と選択します。

枠線のスタイルを変更する
図形、グラフの要素、テキストボックス、および表のセルには、オブジェクトの枠線のスタイルや色を
選択できます。また、枠線を指定しないようにすることもできます。さらに、読み込んだイメージの周
囲に枠線を引くこともできます。枠線のスタイルと色は、「グラフィック」インスペクタと「カラー」ウ
インドウで設定します。

オブジェクトの枠線のスタイルや色を設定するには：

 1 修正するオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「線」ポップアップメニューから「線」を選択します。

 4 ポップアップメニューから線のスタイルを選択します。なお、表については実線か、「なし」しか選択で
きません。

これらのポップアップメニューから

線の端を選択します。

カラーウェルをクリックして

線の色を選択します。

線の太さを入力します。

（「px」はピクセルの略語です。）
線のスタイルを選択します。

「線」を選択します

 5 線の太さを変更するには「線」フィールドに入力します（または矢印をクリックします）。

 6 線の色を変更するには、カラーウェルをクリックして色を選択します。

 7 線の端に矢印や円を付ける場合は、左右それぞれの端について、ポップアップメニューから選択します。

オブジェクトに枠線を設定する
イメージ、テキストボックス、ムービー、図形、およびメディアプレースホルダを、グラフィックの枠線（飾
り枠と呼ばれます）で囲みます。

この矢印とサムネールを

クリックして、枠の

スタイルを選択します。



飾り枠を追加するには：

 1 メディアまたはメディアプレースホルダを選択し、ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グ
ラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「線」ポップアップメニューから「飾り枠」を選択し、サムネールをクリックして、枠線のスタイルを選
択します。

飾り枠の太さを調整するには、「サイズ調整」スライダを使うか、隣のフィールドにパーセントを入力
します。（飾り枠には、調整できないものもあります。）

飾り枠を変更するには：

 1 枠で囲まれたオブジェクトまたはメディアプレースホルダを選択し、ツールバーの「インスペクタ」をク
リックして、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「線」ポップアップメニューから「飾り枠」を選択し、サムネールの横に表示されている三角形をクリッ
クして、新しい飾り枠を選択します。

飾り枠を削除するには：

メディアまたはメディアプレースホルダを選択してから、「線」ポップアップメニューから枠線のスタイ m

ルを選択するか、「なし」を選択します。

影を追加する
影を使用してスライドに奥行きの表現を加えます。オブジェクトの影は、すべてオブジェクトの背後に表
示されます。さまざまな種類の影のエフェクトを設定したり、オブジェクトから影を取り除いたりするこ
とができます。

カラーウェルの影の色を

変更します。

「角度」ホイールで影の角度

を変更します。

「オフセット」、「ぼかし」、

「不透明度」の値により影の

外観が変わります。

選択したオブジェクトに影を追加

するには、このチェックボックス

を選択します。

オブジェクトやテキストに影を追加するには：

 1 オブジェクトまたはテキストを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「影」を選択して、オブジェクトに影を追加します。影を削除するには、「影」の選択を解除します。

 4 「角度」コントロールで影の方向を設定します。

 5 「オフセット」コントロールで、オブジェクトから影までの距離を設定します。

影のオフセット値を高くすると、オブジェクトの影は長く、オブジェクトからわずかに離れて表示されます。
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 6 影の縁の柔らかさは、「ぼかし」コントロールを使って調整します。

ぼかしの値を高く設定すると、オブジェクトの影は広い範囲に表示されます。低い値に設定すると、オ
ブジェクトの輪郭に沿って濃く表示されます。

 7 影の向こう側が透けて見える程度を調整したい場合は、「不透明度」フィールドでパーセントを設定し
ます。「グラフィック」インスペクタの一番下にある「不透明度」スライダは使いません。このスライダ
は、オブジェクトの影ではなく不透明度を変更するものです。

 8 影の色を変更するには、「影」のカラーウェルをクリックして色を選択します。

このオブジェクトの影には、

デフォルトのプロパティが

設定されています。

このオブジェクトの影は

角度の設定が異なります。

このオブジェクトの影には、

高いオフセット値が設定され

ています。

このオブジェクトの影には、

最も低いぼかし率が設定され

ています。

このオブジェクトの影は色の設定が

異なります。

このオブジェクトの影には、

高いぼかし率が設定されています。

反射を追加する
まっすぐ下方に伸びる反射を、オブジェクトに追加することができます。

オブジェクトに反射を追加するには：

 1 オブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「反射」を選択してスライダをドラッグすると、反射する量が増減します。



不透明度を調整する
オブジェクトの不透明度を調整することにより、ビジュアルエフェクトを設定できます。

たとえば、不透明度の低いオブジェクトを別のオブジェクトの上に配置すると、下のオブジェクトが上
のオブジェクトから透けて見えます。不透明度の設定が高いか低いかによって、下にあるオブジェクト
はかなりはっきりと見えたり、一部が不透明になったり、まったく見えなくなったりします（不透明度が 
100 % の場合）。

オブジェクトの不透明度を変更するには：

 1 オブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「不透明度」スライダをドラッグするか、隣のフィールドにパーセントを入力します。

図形の場合、塗りつぶしや線の色の不透明度を、オブジェクトの不透明度とは別に設定できます。「カ
ラー」ウインドウの「不透明度」スライダを動かして、塗りつぶしや線の色を変更した場合、この値
がオブジェクトの不透明度の最大値になります。このため、「グラフィック」インスペクタでオブジェクト
の不透明度を変更する場合は、「カラー」ウインドウで設定した不透明度を基準にして変更することに
なります。

この円の不透明度は「グラフィック」インスペク

タで 100 ％に設定されています。ただし、塗り
つぶしの色の不透明度が「カラー」ウインドウ

で 50 ％に設定されています。円のアウトライ
ンの不透明度は「カラー」ウインドウで 100 ％
に設定されています。

この円の不透明度は「グラフィック」

インスペクタで 100 ％に設定されています。

この円の不透明度は「グラフィック」インスペクタで 
50 ％に設定されています。

不透明度を調整した結果、塗りつぶし色を 100 パーセントに戻すことができなくなった場合、おそらく
「カラー」ウインドウで不透明度を 100 パーセント未満にしたことが原因です。この問題を解決する
には、オブジェクトを選択し、「表示」＞「カラーパネルを表示」と選択して表示された「カラー」ウ
インドウで不透明度を 100 パーセントに設定してください。

オブジェクトを色またはイメージで塗りつぶす
図形、表、表のセル、グラフ要素、またはスライドの背景を、単色、カラーグラデーション（別の色に徐々
に変化すること）、またはイメージで塗りつぶします。

オブジェクトを単色で塗りつぶす
「グラフィック」インスペクタを使用して、オブジェクトを単色で塗りつぶします。
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オブジェクトを塗りつぶす色を変更するには：

 1 オブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「塗りつぶし」ポップアップメニューから「カラー塗りつぶし」を選択します。

 4 「塗りつぶし」ポップアップメニューの下にあるカラーウェルをクリックし、「カラー」ウインドウを開い
て色を選択します。

「カラー」ウインドウの使いかたについては、25ページの「「カラー」ウインドウ」を参照してください。

ブレンドカラー（グラデーション）でオブジェクトを塗りつぶす
オブジェクトを塗りつぶすためのグラデーションを作成するときは、「グラフィック」インスペクタのオプ
ションを使用します。基本的な「グラデーション塗りつぶし」のオプションでは、簡単な方法で、2 つ
の色を直線状に混ぜ合わせることができます。「グラデーションの塗りつぶし（詳細）」オプションを使
うと、グラデーションで複数の色を混ぜ合わせて、円（放射状）のグラデーションを作成することもで
きます。

「グラフィック」インスペクタを表示するには：

ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。 m

直線状の 2 色のグラデーションでオブジェクトを塗りつぶすには：
 1 「グラフィック」インスペクタで、「塗りつぶし」ポップアップメニューから「グラデーション塗りつぶし」

を選択します。

グラデーションを反転させるには、

双方向矢印をクリックします。

矢印ボタンや「角度」ホイールを

使用して、または値を入力して、

グラデーションの方向を反転したり、

方向を設定したりします。各カラーウェルをクリックして

色を選択します。

 2 「カラー」ウインドウで 2 つのカラーウェルをクリックして、ブレンドしたい色を選択します。

 3 色を徐々に変化させる方向を設定するには、「角度」ホイールまたはフィールドを使います。

 4 角度調節用の矢印ボタンを使って、この方向を横方向または縦方向に反転させることもできます。

 5 グラデーションを反転させるには、2 つのカラーウェルの横にある双方向矢印をクリックします。

複数の色のグラデーションでオブジェクトを塗りつぶすには：

 1 「グラフィック」インスペクタで、「塗りつぶし」ポップアップメニューから「グラデーションの塗りつぶ
し（詳細）」を選択します。



 2 グラデーションに色を追加するには、インスペクタにあるグラデーションストリップの下の、新しい色を
始めたい地点にポインタを置きます。プラス記号（＋）が表示されたら、クリックして新しいカラーコ
ントロールを追加します。グラデーションに表示したいすべての色について、新しいカラーコントロー
ルを追加します。

 3 グラデーションの色を変更するには、カラーコントロール（グラデーションストリップの直下）をクリックし、
「カラー」ウインドウで色を選択します。グラデーションに表示したいすべての色についてこの操作を
行います。

 4 カラーコントロールを削除したい場合は、下方向にドラッグしてインスペクタの外に出します。コントロー
ルが消えます。

グラデーションストリップの下には少なくとも 2 つのカラーコントロールが必要です。

 5 グラデーションの速度（早くまたはゆっくり）を変えるときは、ブレンド・ポイント・コントロール（イ
ンスペクタのグラデーションストリップの上部にあります）をドラッグします。

 6 線形状のグラデーションの方向を変えるときは、「角度」ホイールまたはフィールドを使用します。

 7 グラデーションを反転させるには、2 つのカラーウェルの横にある双方向矢印をクリックします。

放射状のグラデーションを作成するには：

 1 上記の複数の色のグラデーションを作成する方法の説明に従って、グラデーションの色を設定します。

 2 インスペクタウインドウの下部にある放射状グラデーションボタンをクリックします。

 3 以下のいずれかの方法で、放射状のグラデーションの外観を調整します：

オブジェクト内のグラデーションの中心を移動するときは、小さな青い円形のブレンド・ポイント・ Â

コントロール（オブジェクト内のグラデーションの中心にあります）を、中心を配置したい場所まで
ドラッグします。

グラデーションのブレンド（シャープにまたは徐々に）を変えるときは、円形のブレンド・ポイント・ Â

コントロール（オブジェクトの外部にあるもの）をグラデーションの中心に向かう方向に（または中
心から離れる方向に）ドラッグします。

オブジェクトに付いている円形のブレンド・ポイント・コントロールとグラデーションストリップの上
にあるブレンド・ポイント・コントロールをドラッグして、適切な外観になるまで調整してみてください。

 4 グラデーションを反転させるには、2 つのカラーウェルの横にある双方向矢印をクリックします。

オブジェクトをイメージで塗りつぶす
図形、テキストボックス、表、表のセル、グラフの背景、またはグラフの系列をイメージで塗りつぶす
ことができます。
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オブジェクトをイメージで塗りつぶすには：

 1 イメージで塗りつぶすオブジェクトを選択します。

 2 「グラフィック」インスペクタが開いていない場合は、ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グ
ラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「グラフィック」インスペクタで、「イメージ塗りつぶし」または「半透明イメージ塗りつぶし」を選択して、
イメージを選択します。

Finder またはメディアブラウザから「グラフィック」インスペクタのイメージウェルにイメージファイル
をドラッグすることもできます。イメージを表のセルかグラフの系列にドラッグすることもできます。

ポップアップメニューを使用し

て、オブジェクト内のイメージ

のサイズを設定します。

イメージを変更するには、

イメージをイメージウェルに

ドラッグします。

 4 イメージを拡大または縮小する方法をポップアップメニューから選択します。

領域に合わせる： できるだけオブジェクトの大きさに合うようにイメージのサイズを変更します。オブ
ジェクトの形状が元のイメージと異なる場合、イメージの一部が表示されなかったり、周囲が空白になっ
たりすることがあります。

幅に合わせる： イメージのサイズを調整して、オブジェクトの形状がイメージと異なる場合でも、周囲
にできるだけ空白が生じないようにします。

引き延ばす： オブジェクトの大きさに合わせてイメージのサイズを調整します。オブジェクトの形状が
元のイメージと異なる場合はそれに合わせてイメージを変形します。

元のサイズ： 寸法を変えずに、イメージをそのままオブジェクト内に置きます。イメージがオブジェクト
より大きい場合は、オブジェクトにはイメージの一部のみが表示されます。イメージがオブジェクトより
小さい場合は、イメージの周囲に空白ができます。

タイル状に配置： イメージがオブジェクトよりも小さい場合、オブジェクト内にイメージを並べて配置し
ます。イメージがオブジェクトより大きい場合、オブジェクトの内側にはイメージの一部のみが表示され
ます。

領域に合わせる 引き延ばす

元のサイズ

タイル状に配置

（大きいイメージ）

幅に合わせる

タイル状に配置

（小さいイメージ）

タイル状に配置（大きいイメージ）



 5 「半透明イメージ塗りつぶし」を選択した場合は、（「選択」ボタンの右側の）カラーウェルをクリックして、
半透明カラーを選択します。半透明の度合いを調整するには、「カラー」ウインドウの「不透明度」ス
ライダをドラッグします。（「グラフィック」インスペクタの「不透明度」スライダをドラッグすると、マス
クとイメージの両方の不透明度が変更されます。）

クリックしてイメージの

半透明カラーを選択します。

オブジェクトのスタイルを別のオブジェクトにコピーする
テキスト、図形、または表（または表の個々のセル）にビジュアルエフェクトを作成して、それを再利
用したい場合、このエフェクトを他のテキストまたは別のオブジェクトにコピー＆ペーストすることがで
き、それぞれに操作を繰り返さなくて済みます。テキストのスタイルはテキストにのみペーストするこ
とができ、オブジェクトのスタイルは他のオブジェクトにのみペーストすることができます。

スタイルを別のオブジェクトにコピーするには：

 1 再利用したいビジュアルエフェクトを持つテキスト、図形、表、または表のセルを選択します。

 2 「フォーマット」＞「スタイルをコピー」と選択します。

 3 フォーマットする表またはセルを選択します。

 4 「フォーマット」＞「スタイルをペースト」と選択します。

MathType を操作する
MathType 6 がインストールされている場合は、「Keynote」内で MathType 6 を開いて、数式や
方程式を入力するために使用できます。「MathType 6」で作成した方程式は、「Keynote」でイメー
ジとして操作できます。

「Keynote」内で「MathType 6」を使って方程式を入力するには：
 1 「挿入」＞「MathType ™ 数式」と選択します。

MathType 6 が開き、方程式「E=mc2」が表示されます。

 2 方程式をダブルクリックし、MathType 6 アプリケーションのウインドウとツールを使って目的の方程
式を入力します。MathType 6 の使いかたについては、MathType 6 のヘルプを参照してください。

 3 方程式を入力し終えたら、「File」＞「Close and Return to Keynote」と選択し、表示されたウイ
ンドウで「Yes」をクリックして方程式を保存します。

 4 方程式を、スライド上の置きたい場所にドラッグします。

MathType 6 を閉じると、「Keynote」では方程式はオブジェクトとして見なされ、場所、サイズ、お
よび向きを変更したり、グループ化、レイヤー化、またはイメージと同様にマスクすることもできます。
ただし、方程式をマスクした場合は、マスクを解除しないと編集できなくなります。

 5 方程式を編集するときは、方程式をダブルクリックして MathType 6 をもう一度開きます。
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スライドショーで再生できるサウンドとムービーのファイルを操作する方法
や、録音されたナレーションを使用する自動再生形式のスライドショーを
作成する方法を説明します。

サウンドトラックを追加したり、ミュージック、サウンドエフェクト、またはムービーをスライド上の任意
の時点で再生したりして、スライドショーを生き生きとしたものにすることができます。「Keynote」には、
スライドショーに説明者のナレーションを録音するツールもあります。これは、自動再生形式のスライド
ショーで特に便利です。

Keynote で再生できるサウンドとムービーのタイプ
オーディオ（「iTunes」ライブラリのミュージックファイルやプレイリスト、またはその他のサウンドファ
イル）を Keynote 書類に追加することができます。

「Keynote」では、「QuickTime」や「iTunes」のすべてのファイルタイプを扱うことができます。
たとえば、以下のファイルタイプなどです：

MOV Â

MP3 Â

MPEG-4 Â

AIFF Â

AAC Â

メディアファイルの中には、著作権法によって保護されているものがあります。また、ダウンロードし
た音楽の中には、ダウンロードを実行したコンピュータでしか再生できないものがあります。お使いの
コンピュータに、スライドショーに取り込まれているすべてのメディアファイルを再生する権限があるこ
とを確認してください。

メディアファイルをスライドショーに追加する際は、その書類を別のコンピュータに転送してもメディア
ファイルが再生できることを確認してください。書類を保存するときに、保存ウインドウで「オーディオ
とムービーを書類にコピー」オプションを選択します。（オプションが見つからない場合は、「保存」フィー
ルドの横にあるボタンをクリックして「保存」ウインドウ全体を表示してから、「詳細設定」の開閉用
三角ボタンをクリックしてください。

6サウンドおよびムービーを追加する



スライドショーへのオーディオの追加について
スライドショーのサウンドは、以下の方法で使用できます：

 Â 個別のスライド上で：サウンドは 1 つのスライドでのみ再生されます。スライドが表示されている間、
サウンドの再生をいつでも開始したり停止したりできます。次のスライドに進むと、サウンドの再生
は自動的に停止します。個別のスライドのみで再生するサウンドファイルやプレイリストの配置方法
については、102ページの「個々のスライドにサウンドを追加する」を参照してください。

 Â スライドショー全体のサウンドトラックとして：スライドショーが開始されたときにオーディオの再生
が開始され、オーディオの最後かスライドショーの最後（どちらか長い方）まで再生を続けます。ま
た、オーディオを一度だけ再生するか、繰り返し再生するか、または順方向で再生してから逆方向
で再生するかを選択することもできます。サウンドファイルやプレイリストをスライドショーのサウンド
トラックとして使う方法については、102ページの「スライドショーにサウンドトラックを追加する」
を参照してください。

 Â 説明者のナレーションとして：各スライドについて説明する、スライドに同期した録音を作成できます。
この録音はスライドショー全体を通して再生されます。記録されたスライドショーの作成については、
103ページの「説明者のナレーションを録音する」を参照してください。

個々のスライドにサウンドを追加する
スライドにサウンドを追加するには、以下の操作を行います：

Finder からサウンドファイルを、スライドキャンバス上の任意の場所、またはメディアプレースホルダ m

にドラッグします。

ツールバーの「メディア」をクリックし、メディアブラウザの「オーディオ」パネルで「iTunes」を選 m

択して、プレイリストを選択します。次に、ファイルまたはプレイリストをスライドキャンバス上の任意
の場所、またはメディアプレースホルダへドラッグします。

サウンドファイルはスピーカーのアイコンとしてスライドキャンバスに表示されますが、このアイコンは
スライドショーの再生中は表示されません。

ミュージックをいつ開始したり停止したりするかを制御するには、サウンドファイルのアイコンを選択し
てから、再生オプションを設定し、「ビルド」インスペクタの「オーディオを開始」および「オーディオ
を停止」エフェクトを使います。詳細については、106ページの「ムービーの再生設定を調整する」
および 124ページの「ムービービルドを作成する」を参照してください。

スライドショーにサウンドトラックを追加する
サウンドトラックとして追加されたファイルは、常にその先頭から再生されます。

サウンドトラックを追加するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「書類インスペクタ」ボタンをクリックします。

 102  第 6章    サウンドおよびムービーを追加する



 第 6章    サウンドおよびムービーを追加する 103

 2 「オーディオ」ボタンをクリックします。

「書類インスペクタ」ボタン

スライドショーの実行中に

サウンドファイルを再生する

には、ここにサウンドファイル

をドラッグします。

サウンドファイルを繰り返し

再生するには、「再生の繰り

返し」を選択します。

サウンドトラックの音量

を設定します。

「オーディオ」ボタン

オーディオファイルをプレビューします。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

曲やプレイリストを iTunes ライブラリから追加するには、「iTunes ライブラリ」をクリックします。好
きな曲やプレイリストを見つけて、それをメディアブラウザから「書類」インスペクタの「オーディオ」
ウェルにドラッグします。「iTunes」のプレイリストに変更を加えた場合、その変更内容はプレイリスト
を再び追加するまではサウンドトラックに反映されないことに注意してください。

オーディオファイルを Finder から追加するには、そのオーディオファイルをデスクトップから「書類」
インスペクタの「オーディオ」ウェルにドラッグします。

 4 プレゼンテーションの実行中、曲やプレイリストを繰り返し再生するには、「オーディオ」ウェルの隣に
あるポップアップメニューから「再生の繰り返し」を選択します。

 5 スライドショーで作業しているときに曲をプレビューするには、「オーディオ」ウェルの下にある「再生」
ボタンをクリックします。

説明者のナレーションを録音する
説明者のナレーションを録音するには、スライドショーを普通の速さで進めながら、各スライドについ
て話します。各スライドやビルドを進めていくと、そのタイミングも記録され、スライドショーが閲覧者
に再生されるときのために保存されます。

説明者のナレーションは、コンピュータの内蔵マイクを使うか、外部マイクを接続して録音できます。
外部マイクを使う場合は、接続した後に、「システム環境設定」のサウンドパネルを使用して入力設定
を行います。

説明者のナレーションを録音するには：

 1 記録を開始するスライドを選択します。スキップされたスライドを選択すると、記録は最も近いスキップ
されていないスライドから開始されます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

「書類」インスペクタを開き、「オーディオ」をクリックして、「記録」をクリックします。 Â

「ファイル」＞「スライドショーを記録」と選択します。 Â



スライドショーの再生が始まります。画面の左上隅で点滅する赤い光は、記録中であることを示してい
ます。

 3 プレゼンテーションが再生されたら、マイクに向かって明瞭に話し、ナレーションを録音します。

 4 次のスライドに進むには、マウスのボタンをクリックするか→キーを押します。

 5 記録を一時停止するには、赤い記録インジケータをクリックするか、以下のいずれかのキーを押します：

W：  白い画面を表示する

F：  フリーズ

B：  スクリーンを真っ暗にする

記録を再開するには、いずれかのキーを押します。

 6 説明者のナレーションに含めたいすべてのスライドの録音が終了したら、Esc（Escape）キーを押して
スライドショーの再生を停止し、記録を保存します。

「書類」インスペクタの「書類」パネルで、「プレゼンテーション」ポップアップメニューに「記録され
たもの」オプションが表示されます。記録されたスライドショーは、最初に記録されたスライド（上の
手順 1 で選択したスライド）からのみ再生できます。ツールバーの「再生」をクリックしたときにプレ
ゼンテーションが期待通りに再生されない場合は、「書類」インスペクタの「プレゼンテーション」ポッ
プアップメニューから「記録されたもの」を選択したことを確認してください。

 7 スライドショーを再生せずにナレーションを聴くには、「書類」インスペクタの「オーディオ」パネルで「再
生」ボタンをクリックします。音量を調整するには、「音量」スライダをドラッグします。

録音済みのスライドショーの説明者のナレーションを再度録音する
スライドショーを記録してから、スライドの一部を変更したり、新規スライドを最後に追加したりすると、
録音はスライドと同期しないことがあります。スライドショー全体を再度記録するか、スライドショーの
最後にナレーションを追加して、追加した新規スライドを含めることができます。

既存の説明者のナレーションを再度録音するか追加するには：

 1 再録音を開始するスライドを選択します。

 2 「書類」インスペクタを開き、「オーディオ」をクリックします。

 3 「記録」をクリックします。

 4 選択したスライドがこれまでに録音されたものである場合は、以下のいずれかの操作を行います：

選択したスライドから始まるこれまでの録音を置き換えるには、「記録して置き換える」をクリックし Â

ます。再録音される最初のスライドの前に記録があった場合、それはそのまま残ります。

記録した内容全体を置き換えるには、「最初から記録」をクリックしてください。 Â

 5 選択したスライドがこれまでに録音されたものでない場合は、以下のいずれかの操作を行います：

新たな録音をこれまでの録音の最後に追加するには、「記録して追加」をクリックします。 Â

記録した内容全体を置き換えるには、「最初から記録」をクリックしてください。 Â
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説明者のナレーションを記録したスライドショーから削除する
説明者のナレーションは、記録されたスライドショーから削除できます。ナレーションが削除された後、
プレゼンテーションのタイプは、「書類」インスペクタの「書類」パネルの「プレゼンテーション」ポッ
プアップメニューで「通常」に戻ります。

説明者のナレーションを削除するには、以下のいずれかの操作を行います：

「書類」インスペクタを開き、「オーディオ」をクリックして、「消去」をクリックします。 m

「ファイル」＞「記録を消去」と選択します。 m

スライドにムービーを配置する
ムービーは、プレースホルダグラフィックス内や、スライドキャンバス上の任意の場所に配置できます。
また、オブジェクトビルドを使って、スライド上に表示させたり消したり、発表者がクリックしたときに
開始したり停止したりすることもできます。（詳細については、124ページの「ムービービルドを作成
する」を参照してください。）

ムービーを追加するには、以下の操作を行います：

Finder からスライドキャンバスまたはメディアプレースホルダにムービーファイルをドラッグします。 m

ツールバーの「メディア」をクリックし、メディアブラウザで「ムービー」をクリックします。ファイルを m

選択し、そのファイルをスライドキャンバスまたはメディアプレースホルダへドラッグします。

「挿入」＞「選択」と選択し、目的のムービーファイルを探します。ファイルを選択して、「挿入」をク m

リックします。ムービーをスライドキャンバス上の目的の位置にドラッグします。

スライドショー実行中のムービーの再生については、203ページの「ムービーを再生する」を参照し
てください。

ムービーの周囲を飾り枠で囲む
ムービーの周囲を飾り枠で囲むことで、スライドでのムービーの見栄えを良くできます。飾り枠を追加
するには、「グラフィック」インスペクタの「線」設定を使います。

ムービーを枠で囲むには：

 1 ムービーを選択し、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックして、インスペクタウインドウを開
きます。「インスペクタ」ウインドウの「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「線」ポップアップメニューから「飾り枠」を選択します。

 3 「線」ポップアップメニューの下に表示される飾り枠をクリックして、枠のスタイルを選択します。

 4 「拡大縮小」スライダをドラッグするか、飾り枠の太さを設定するためのパーセントを指定します。



ムービーの再生設定を調整する
スライドショー内のオーディオファイルまたはムービーファイルの全体は使用したくないけれども、一
部だけを再生したい場合は、「QuickTime」インスペクタでそのように設定できます。ムービーには、
ポスターフレーム（ムービーの再生が開始するまで表示されるフレーム）やその他の再生オプションも
設定できます。

再生音量を設定します。

スライドが表示されたときでは

なくクリック時にムービーを

開始する場合に選択します。

「QuickTime インスペクタ」
ボタン

ムービーの再生を開始したり

停止したりするフレームを

選択します。

ムービーの再生が開始されるまで

表示するフレームを選択します。

再生時の繰り返しオプションを

設定します。

これらのコントロールを使って、

スライドショーの編集中に

ムービーを見たり、サウンドを

再生したりします。

「QuickTime」インスペクタで使用できる「再生」、「一時停止」、「早送り」、および「巻き戻し」ボタンは、
ここで説明する再生に関する環境設定を設定することで、ムービーの再生やプレビューに利用できます。

メディアの再生に関する環境設定を設定するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「QuickTime インスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 ムービーまたはサウンドオブジェクトをクリックして選択します。

 3 プレゼンテーション中にムービーの一部だけを再生したい場合は、「開始」および「停止」スライダを
ドラッグして、開始フレームと停止フレーム、または開始時間と停止時間を設定します。

 4 ムービーの再生が始まるまでムービービューアに表示しておく静止フレームを指定するには、「ポスター
フレーム」スライダを目的のイメージが表示されるまでドラッグします。

 5 ムービーの開始を発表者がマウスをクリックするまで遅らせるには、「クリックしてムービーを開始」を
選択します。

 6 「繰り返し」ポップアップメニューから、繰り返しのオプションを選択します：

なし：  一度だけ再生します。

再生の繰り返し：  繰り返し再生します。

再生／逆再生の繰り返し：  再生を順方向と逆方向で繰り返します。

 7 再生音量を増減するには、「音量」スライダを右または左にドラッグします。

スライドショー中にムービーが再生される場合、ポインタをムービーの上に移動したときに再生コント
ロールが表示されます。プレゼンテーション中のオーディオまたはムービーの再生の制御については、
203ページの「ムービーを再生する」を参照してください。
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メディアファイルのサイズを減らす
サイズの大きなサウンドファイルおよびムービーファイルを Keynote 書類に取り込むと、書類全体の
ファイルサイズが非常に大きくなる可能性があります。サウンドファイルまたはムービーファイルの一部
のみをスライドショーで使用する場合は、オーディオファイルまたはビデオファイルの不要な部分を削除
することで、Keynote 書類ファイルサイズを小さくできます。個別のメディアファイルのサイズを減ら
したり、書類内のメディアファイルのうち部分的にしか使用されていないファイル（マスクされたイメー
ジファイルやサイズ変更されたイメージファイルなど）すべてのサイズを減らしたりできます。

ムービーまたはオーディオファイルのサイズを減らす前に、それらのファイルを書類の一部として保存
する必要があります。詳しい方法については、31ページの「プレゼンテーションを保存する」を参照
してください。

書類のファイルサイズを減らすには、以下のいずれかの操作を行います：

 m 書類に含まれる個別のファイルのサイズを減らすには、サウンドまたはムービーファイル（ファイルの
一部が除外されるように「開始」および「停止」スライダを設定したもの）を選択するか、イメージファ
イル（マスク済みまたはサイズを縮小したもの）を選択してから、「フォーマット」＞「イメージ」＞「メ
ディアのファイルサイズを減らす」と選択します。

 m 書類に含まれるすべてのメディアファイルのサイズを減らすには、サウンドファイル、ムービーファイル、
またはイメージファイルがいずれも選択されていないことを確認してから、「ファイル」＞「ファイルサ
イズを減らす」と選択します。

サウンドまたはビデオファイルのサイズを減らした後は、ファイルを元の長さに戻したり、除外した部
分を視聴したりできなくなります。マスク済みまたはサイズ変更済みのイメージファイルのサイズを減ら
した場合、イメージを大きいサイズに戻すと、イメージの品質が多少損なわれます。

後でファイル全体を元に戻したくなった場合は、ファイルを再度スライドに追加する必要があります。

一部のタイプのムービーファイルは、この方法ではサイズを減らすことができない場合があります。
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スライドトランジションおよびオブジェクトビルドでは、スライドショーに視
覚的な効果を加えてポイントを強調することができます。「Keynote」に
は、鮮やかで新しいトランジションやビルドエフェクトが各種用意されて
おり、動きのあるプレゼンテーションを作成するのに役立ちます。

スライドを作成してまとめたら、次にスライド間で再生したりオブジェクトをスライド上に表示させたり
するアニメーションエフェクトを追加できます。スライドショーで使用できるアニメーションには 3 つの
基本的なタイプがあります：

 Â トランジションは、あるスライドから次のスライドに移るときにビジュアルエフェクトを加えます。

 Â オブジェクトビルド（またはビルドエフェクト）では、オブジェクトをスライド上に表示させたりスライ
ド上から消したりします（オブジェクトが表示されたり消えたりします）。

 Â オブジェクトアクションでは、オブジェクトを移動したり、回転させたり、サイズを変更したり、不透
明度を変更したりして、スライド内でオブジェクトをアニメーション表示します。

7スライドショーで動きを使う
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スライド間にトランジションを追加する
スライドトランジションを再生する速度を指定することができます。スライドトランジションは、「スライド」
インスペクタの「トランジション」パネルで設定します。

トランジションの開始方法を

選択します。

クリックして、トランジション

のプレビューを表示します。

トランジションを選択します。

「スライドインスペクタ」ボタン

トランジションの方向を

設定します。

追加オプションがある

トランジションもあります。

トランジションが完了するまで

の時間を設定します。

トランジションの再生が自動的に

開始されるまでの待ち時間を設定

します。

選択したスライドの直後にトランジションエフェクトを追加するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「スライドインスペクタ」ボタンをクリックします。「トラ
ンジション」をクリックします。

 2 「エフェクト」ポップアップメニューからオプションを選択します。このポップアップメニューでは、以下
に示すように、トランジションがタイプ別にグループ化されています。

「このコンピュータでは再生できないエフェクト」と表示されているトランジションを利用するには、高
性能なグラフィックカードが必要になります。

一部のトランジションスタイルでは、特定のタイプの内容で最適な結果が得られます。これらの「コン
テンツアウェアな」トランジションでは、スライド上のイメージやテキストに基づいてエフェクトを作成
します。以下で説明するトランジションのうち最初の 3 セットは、コンテンツアウェアなトランジション
です。

マジックムーブ：  現在のスライドと次のスライドの両方に表示されるグラフィックスやテキストを移動し
たり、サイズを変更したりします。トランジションの間に、オブジェクトは次のスライド上の新しい位置
に移動し、サイズも新しくなります。このトランジションは、同じイメージ、図形、テキストボックスを
次のスライド上の異なる場所で、または異なるサイズで使用するときにのみ機能します。

テキストのエフェクト：  あるスライド上のテキストが次のスライド上のテキストに変化するときに、スラ
イド上の個々の文字を移動します。テキストのエフェクトは、目立つテキストを含む 2 つのスライド間
でトランジションを使うときに最適な結果が得られます。テキストのエフェクトの例として、アナグラム
トランジションがあります。



オブジェクトのエフェクト：  スライド上のグラフィックスをすべて一度にスライド上に表示させたりスライ
ド上から消したりします。オブジェクトのエフェクトは、目立つグラフィックスを含む 2 つのスライド間
で最適な結果が得られます。

3D エフェクト：  あるスライドが画面から消えるときに次のスライドが現れる 3D のビジュアルエフェク
トを作成します。このエフェクトはスライドの内容に依存しませんが、スムーズに再生するには高性能
グラフィックカードが必要になる場合があります。

2D エフェクト：  あるスライドが画面から消えるときに次のスライドが現れる 2D のビジュアルエフェク
トを作成します。

最近使ったエフェクト：  最後に使用した 5 つのトランジションのリストを保持し、新しいスライドを追
加するときにエフェクトを再度簡単に選択できるようにします。

 3 インスペクタウインドウでトランジションをプレビューするには、「トランジション」パネルでサムネール
イメージをクリックします。

または、ツールバーの「再生」をクリックして、フルスクリーンでアニメーションを表示します。

 4 トランジションが完了するまでの時間を変更するには、「継続時間」フィールドに値を入力します（また
は、上向き／下向き三角形をクリックします）。

 5 「方向」ポップアップメニュー（すべてのエフェクトで表示されるわけではありません）からオプション
を選択します。

 6 「トランジションを開始」ポップアップメニューからオプションを選択します。

クリックして次のスライドに進むまでトランジションを開始しない場合は、「クリック時」を選択します。

現在のスライドを一定時間表示した後で自動的にトランジションを開始する場合は、「自動」を選択し
ます。「遅れ」フィールドで、次のスライドへのトランジションを開始するまで現在のスライドを表示して
おく時間を指定します。

 7 追加オプション（「モザイク」、「スワップ」、「カラーでフェード」など）があるエフェクトを選択した場合は、
目的の設定を選択します。

スライドショーを再生するときにキューブまたは反転トランジションにクリッピングが生じる場合：
「Keynote」の「環境設定」の「スライドショー」パネルで「スライドをフルスクリーンで表示」を選
択している場合、キューブおよび反転トランジションの一部が表示されないことがあります。スライド
ショーの再生中、トランジションにクリッピングが生じないことを確認するには、環境設定の「スライド
ショー」パネルで「スライドをフルスクリーンで表示」の選択を解除するか、「クリッピングを避けるた
めキューブトランジションを縮小」、「クリッピングを避けるため反転トランジションを縮小」の一方また
は両方を選択します。（「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「スライドショー」をクリックします。）

マジック・ムーブ・トランジションの作成のヒント
マジックムーブは、表、グラフ、ムービーでは機能しません。

マジック・ムーブ・トランジションで最適な結果を得るには、スライドを複製して、元のスライドと複製
スライドの間にマジック・ムーブ・トランジションを適用します。
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マジック・ムーブ・トランジションを設定するには：

 1 スライドを作成して、目的の場所にオブジェクト（テキスト、図形、イメージ）を配置します。

 2 スライドナビゲータでスライドを選択し、Command ＋ D キーを押してスライドを複製します。

 3 スライドのコピー上で、スライド上のテキスト、図形、イメージの一部または全部の位置とサイズを変
更します。

 4 コピーしたスライドに目的のテキストまたはグラフィックスを追加し、必要のないオブジェクトは削除し
ます。

 5 ペアのうち最初のスライドを選択して、マジック・ムーブ・トランジションを適用します。

テキストのエフェクトを使ったトランジションの作成のヒント
テキストのエフェクトのトランジションには、アナグラム、シマー、スパークル、スウィングが含まれます。
テキストのエフェクトのトランジションで最適な結果を得るには、いくつかの共通する文字がある簡単
な目立つテキストを含む、連続する 2 つのスライドを使います。両方のスライドのテキストを同じフォ
ントとサイズに設定します。アナグラムおよびスウィングトランジションでは、テキストが両方のスライド
で同じ位置に配置されている必要もあります。

テキストのエフェクトを使ってトランジションを設定するには：

 1 簡単な目立つテキストを含むスライドを作成します（タイトルや短い声明など）。

 2 スライドナビゲータでスライドを選択し、Command ＋ D キーを押してスライドを複製します。

 3 スライドのコピーで、既存のテキストを削除し、スライドに入れたいテキストを入力します。

新しいテキストは簡単なものとし、最初のスライドと同じ文字を少なくとも 2 つか 3 つ含めてください。

 4 ペアのうち最初のスライドを選択して、好みのテキストのエフェクトのトランジションを適用します。

オブジェクトのエフェクトを使ったトランジションの作成のヒント
オブジェクトのエフェクトのトランジションには、オブジェクトプッシュ、オブジェクトの拡大縮小、遠近感、
リボルブが含まれます。オブジェクトのエフェクトのトランジションで最適な結果を得るには、いくつか
の目立つイメージまたはその他の大きなグラフィックスを含む、連続する 2 つのスライドを使います。

オブジェクトのエフェクトを使ってトランジションを設定するには：

 1 いくつかの目立つグラフィックスを含むスライドを作成します（写真や大きなロゴなど）。

 2 最初のスライドの直後に、やはりいくつかの目立つグラフィックスを含む 2 番目のスライドを作成しま
す。

 3 ペアのうち最初のスライドを選択して、好みのオブジェクトのエフェクトのトランジションを適用します。

オブジェクトビルドのあるスライドのアニメーション表示について
オブジェクトビルドを使うと、スライド上の個々の要素またはグループ化された要素をアニメーション表
示することができます：

「 Â ビルドイン」エフェクトは、要素がスライド上に現れるようにし、「ビルドアウト」エフェクトは、要
素がスライド上から消えるようにします。



「 Â アクションビルド」は、スライド内の要素をアニメーション表示します。

「 Â スマートビルド」は、スライド内のイメージをアニメーション表示するための事前定義されたアクショ
ンビルドです。

1 枚のスライド上で複数のオブジェクトビルドを作成したり、複数のビルドを同じオブジェクトに適用し
たりすることができます。

たとえば、箇条書きのテキストは行ごとに表示することができます。また、聴衆の注目を集めたり聴衆
の関心を引いたりするようにグラフの各部を 1 つずつ表示することができます。イメージをスライドの
左側から表示させてスライドの右側に消えるようにすることができます。また、ビルドを設定した後で、
それらの順番を変更することができます。

ビルドを使ってオブジェクトをスライド上に表示させる／スライド上から消す
要素をスライド上に表示させたりスライド上から消したりするには、まずスライドを完成させて（すべて
の要素を表示させて）から、表示または非表示にする各要素のビルドを定義します。

オブジェクトを自動的にスライド上に表示させたりスライド上から消したりするには：

 1 スライド上で、スライド上に表示させたりスライド上から消したりするオブジェクトを選択します。

Shift キーを押しながらクリックすると、複数のオブジェクトを選択できます。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 オブジェクトをスライド上に表示させるには、「イン」をクリックします。オブジェクトをスライド上から
消すには、「アウト」をクリックします。

オブジェクトをまとめて

または分けてビルドします。

「ビルドインスペクタ」ボタン

要素をスライド上に表示する

ときは「イン」アニメーションを

使用し、要素をスライド上

から消すときは「アウト」

アニメーションを使用します。

要素に個別のタイミングを

設定するか、要素を

インターリーブします。

ビルドが完了するまでの時間を

設定します。

含める要素を選択します。

「ビルドの順番」パネルを開いて、

ビルドの順番を並べ替えます。

各オブジェクトに対するアニメーションの

タイプ、方向、ビルドの順番を設定します。

クリックして、ビルドのプレビューを

表示します。
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 4 「エフェクト」ポップアップメニューからオプションを選択します。

スマートビルドを使ってエフェクトを適用する場合は、「エフェクト」メニューに「スマートビルドを使用」
というコマンドが現れます。詳細については、118ページの「1 枚のスライドに一連のイメージをビル
ドする（スマートビルド）」を参照してください。

 5 オブジェクトがスライドに入る、またはスライドから出る方向を変更するには、「方向」ポップアップメ
ニューのオプションを選択します。（すべてのエフェクトにこのオプションが用意されているわけではあ
りません。）

 6 オブジェクトをすべて一度にスライド上に表示させるか、一度に一部だけ表示させるかを変更するには、
「表示方式」ポップアップメニューのオプションを選択します。

「表示方式」ポップアップメニューのオプションは選択したオブジェクトによって変わります。たとえば、
表のオプションには、1 行単位または 1 列単位のビルドが含まれますが、テキストのオプションには段
落単位のビルドが含まれます。詳細については、122ページの「箇条書きテキスト、表、グラフのアニメー
ション表示について」を参照してください。

 7 オブジェクト（またはオブジェクト要素）が表示されるまで、または消えるまでの時間を設定するには、「継
続時間」フィールドに値を入力します（または、上向き／下向き三角形をクリックします）。

個々の要素について、異なるタイミングを設定したり、ビルドの順番を変更したり、ビルドを自動化し
たりする場合は、「各ビルドのタイミングと順番を設定」を選択してください。それから「ビルドの順番」
パネルで各要素を選択し、以下のトピックを参照してください：

ビルドが発生する順番を変更する方法については、 Â 120ページの「オブジェクトビルドの順番を変
更する」を参照してください。

ビルドを自動的に（指定時間後）開始するか、クリック時に開始するかを指定する方法については、 Â

121ページの「オブジェクトビルドを自動化する」を参照してください。

さまざまなオブジェクト要素のビルドを散在させる（表の行や円グラフの分割部分など）方法につ Â

いては、123ページの「テキスト、表、グラフのビルドを混在させる」を参照してください。

アクションビルドを適用してスライド上のオブジェクトを移動または変更する方法については、 Â 114
ページの「スライド上のオブジェクトのアニメーション表示（アクションビルド）について」内のトピッ
クを参照してください。

 8 オブジェクト要素のいくつかをビルドの対象から外すには、「ビルド開始」ポップアップメニューで「最初」、
「最後」以外のオプションを選択します。

ビルドを表示するには、「ビルド」インスペクタでイメージをクリックするか、ツールバーの「再生」をクリッ
クします。単独の要素のビルドは、「ビルドの順番」パネルでその要素をクリックして表示することもで
きます。

ビルドを定義したオブジェクトをグループ化し、またはグループを解除すると、ビルドエフェクトは削除
されます。

マスタースライドにオブジェクトビルドを作成すると、マスターを使って作成したすべてのスライドにそ
のビルドエフェクトを表示させることができます。手順については、229ページの「デフォルトのトラ
ンジションを定義する」を参照してください。



スライド上のオブジェクトのアニメーション表示（アクションビルド）について
アクションビルドは、オブジェクトをスライド上に表示させたりスライド上から消したりしなくても、オブ
ジェクトを移動したりオブジェクトのアピアランスを変更したりできるようにするスライドのビルドです。
アクションには一般に 2 つの種類があります：
指定した軌道に沿ってスライド上でオブジェクトを移動する Â

オブジェクトを伸縮させたり、透明度を変更したり、回転させたりして、オブジェクトのアピアランス Â

を変更する

マスタースライドにアクションビルドを作成すると、マスターを使って作成したすべてのスライドにその
ビルドエフェクトを表示させることができます。手順については、229ページの「デフォルトのトランジ
ションを定義する」を参照してください。

スライド上でオブジェクトを移動する
アクションビルドは、スライド上の直線の軌道やカーブする軌道に沿ってオブジェクトを移動することが
できます。移動の途中のあるポイントでオブジェクトの動きを一時停止したい場合は、複数の軌道セグ
メントを指定して、各セグメントを個別のビルドにすることができます。クリックして次の軌道セグメン
トに沿ってオブジェクトを進めるか、セグメントごとに自動のタイミングを設定します。（ビルドのタイミ
ングの自動化については、121ページの「オブジェクトビルドを自動化する」を参照してください。）

オブジェクトが移動する軌道を指定するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「アクション」をクリックします。

クリックして、ビルドの

プレビューを表示します。

オブジェクトの移動に

別の軌道を追加するときに

クリックします。

アニメーションの

エフェクトを設定します。

「ビルドインスペクタ」ボタン

ビルドが完了するまでの時間を

設定します。

スライド上の要素をアニメーション

表示するときは「アクション」

エフェクトを使用します。

要素の移動、伸縮、フェード、回転

などを行います。

クリックして、ビルドの

段階の順番を変更します。

「移動」ビルドの場合、オブジェクト

の軌道を直線から曲線に

変更したり、曲線から直線に

変更したりします。

 3 スライド上でオブジェクト（イメージ、図形、テキストボックス、グラフ、ムービー、その他のメディアファ
イル、表）を選択します。
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 4 「エフェクト」ポップアップメニューから「移動」を選択します。

スライドキャンパスに、オブジェクトの「ゴースト」（透明）バージョンに結ばれている赤い線が表示され、
オブジェクトの方向が示されます。

 5 軌道を修正するには、次のいずれかの操作をします：

ゴーストオブジェクトを次の位置にドラッグして、オブジェクトが移動する方向または距離を変更します。

「ビルド」インスペクタの「軌道」ボタンをクリックして、軌道を直線からカーブに変更します。

いずれかのノードまたはノードハンドルをドラッグして、軌道の湾曲の形状を変更します（ノードをダブ
ルクリックするとそのハンドルが表示されます）。さらに細かく制御するには、ノード（軌道上のポイント）
をクリックし、そのハンドルをドラッグします。

Option キーを押しながら軌道をクリックすると（ポインタがペン先のようになっているとき）、ノード（ポ
イント）を軌道に追加できます。その後、そのノードまたはそのノードのいずれかのハンドルをドラッグ
して、そのノードで軌道の湾曲の形状を変更することができます。

「ビルド」インスペクタの「速度の変化」ポップアップメニューからオプションを選択して、オブジェクト
の速度の変化を制御します。

軌道上をドラッグして、軌道セグメント全体（開始ポイントと終了ポイントを含みます）を移動します。

これらのノードハンドルを

使って、軌道の形状を

変更します。

 6 新しい軌道セグメントに沿ってオブジェクトを移動するには、ゴーストオブジェクトにある軌道の追加ボ
タン（白いプラス記号（＋）が中にある赤い四角形）をクリックするか、「ビルド」インスペクタの「ア
クションを追加」ボタンをクリックします。

オブジェクトに別の軌道を追加

するには、軌道の追加ボタン

（最後のゴーストオブジェクトの横）

をクリックします。



 7 アクションビルドの段階の順番を変更するには、「詳細設定」をクリックし（「ビルド」パネルが表示さ
れていない場合）、「ビルドの順番」パネルでビルドをドラッグします。（詳細については、120ページの
「オブジェクトビルドの順番を変更する」を参照してください。）

オブジェクトはここから

移動を開始します。

オブジェクトの移動を停止したい場所に

ゴーストオブジェクトをドラッグします。

オブジェクトをスライド上から

消すこともできます。

オブジェクトおよびその軌道の選択をすべて解除した後は、軌道がスライドキャンバスに表示されなく
なります。オブジェクト上にある軌道を表示するボタンをクリックすると、再び表示されます。このボタ
ンは、黒い点が内部にある小さな赤いひし形として表示されます。Option キーを押しながら軌道を
表示するボタンをクリックすると、軌道を表示するボタンをもう一度クリックするまでゴーストがずっと表
示されます。

軌道の表示ボタンをクリック

して、アクションビルドの

すべての段階を確認します。

オブジェクトをフェードさせる／回転させる／伸縮させる
アクションビルドを使ってオブジェクトを回転させたり、不透明度（透明度）またはサイズを変更したり
することができます。

オブジェクトのサイズ、方向、不透明度を変更するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「アクション」をクリックします。

 3 スライド上でオブジェクト（イメージ、図形、テキストボックス、グラフ、ムービー、その他のメディアファ
イル、表）を選択します。
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 4 「エフェクト」ポップアップメニューからオプションを選択し、変換完了時のオブジェクトの見えかたを
指定します：

オブジェクトをフェードさせるには（または、オブジェクトのフェードを強めるには）、「エフェクト」 Â

ポップアップメニューから「不透明度」を選択し、「不透明度」スライダまたはフィールドでオブジェ
クトの最終的な不透明度を設定します。ポップアップメニューから速度の変化のスタイルを選択して、
フィールドで継続時間を設定します。継続時間を短くすると、オブジェクトの不透明度の変化が速く
なります。

オブジェクトを回転させるには、「エフェクト」ポップアップメニューから「回転」を選択して、「方 Â

向」ポップアップメニューから方向を選択します。「回転」フィールドで角度を設定して、オブジェク
トを回転させる角度を指定します。ポップアップメニューで速度の変化のスタイルを選択して、フィー
ルドで継続時間を設定します。継続時間を短くすると、オブジェクトの回転が速くなります。

角度を 360°に設定すると、オブジェクトを 1 回転させることができます。360°の倍数の角度を設
定すると、オブジェクトは複数回回転します。

オブジェクトを伸縮させるには、「エフェクト」ポップアップメニューから「サイズ調整」を選択し、「サ Â

イズ調整」スライダまたはフィールドでオブジェクトの最終的なサイズを設定します（200 % まで）。
ポップアップメニューから速度の変化のスタイルを選択して、フィールドで継続時間を設定します。
継続時間を短くすると、オブジェクトのサイズの変化が速くなります。

オブジェクトがスライド上を移動するときにオブジェクトのサイズを変更する、または回転させるには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「アクション」をクリックします。

 3 スライド上でオブジェクト（イメージ、図形、テキストボックス、グラフ、ムービー、その他のメディアファ
イル、表）を選択します。

 4 「エフェクト」ポップアップメニューから「移動」を選択します。

スライドキャンパスに、オブジェクトの「ゴースト」（透明）バージョンに結ばれている赤い線が表示され、
オブジェクトの方向が示されます。

 5 ゴーストオブジェクトをスライドキャンバス上の移動先にドラッグします。

 6 以下のいずれかまたは両方を実行します：

オブジェクトを伸縮させるには、ゴーストオブジェクトの選択ハンドルをドラッグして（通常のオブジェ Â

クトの場合と同じように）ゴーストオブジェクトのサイズを変更します。ゴーストオブジェクトの新し
いサイズがオブジェクトの最終的なサイズを表すようにしてください。

オブジェクトを回転させるには、Command キーを押したままポインタをオブジェクトのバウンディ Â

ングボックスの隅に移動します。ポインタが曲がった矢印に変わったら、バウンディングボックスの
隅をドラッグして（通常のオブジェクトの場合と同じように）オブジェクトを回転させます。ゴースト
オブジェクトの新しい位置がオブジェクトの最終的な方向を表すようにしてください。

 7 オブジェクトが新しい軌道セグメントに沿って引き続き移動するようにしたい場合は、軌道の追加ボタ
ンをクリックして軌道を指定します。



1 枚のスライドに一連のイメージをビルドする（スマートビルド）
「Keynote」には、1 枚のスライドに一連の写真やその他のイメージをビルドし、それらの写真やイメー
ジ間でアニメーション表示のトランジションを使用する簡単な方法が用意されています。このビルドエ
フェクトをスマートビルドといいます。各ビルドエフェクトにすでに定義されているデフォルトの速度、
ビルドの方向、その他の属性を使えば、スマートビルドの設定は簡単です。また、必要に応じて詳細
をカスタマイズできます。

スライドキャンバスのスマートビルドは青いボックスに囲まれていて、右下隅に小さい紫色のひし形が
あるので、いつでも簡単に見分けられます。

紫色の印は、その写真が

スマートビルドの一部で

あることを示しています。

スマートビルドを設定するには：

 1 「挿入」＞「スマートビルド」＞ビルドエフェクトと選択します。

 2 メディアブラウザ（開いていなければツールバーの「メディア」をクリック）の「写真」パネルから、
スライドキャンバス（破線のアウトラインがある青い四角形）またはスマート・ビルド・エディタのドロッ
プゾーンに、イメージをドラッグします。

スマートビルドの中には、イメージを 2 つの状態で
表示するものがあります。これらのボタンとスライダを

使って、それぞれの状態のイメージサイズを変更します。

選択すると、すべてのイメージが

同じサイズになります。写真を

それぞれのサイズで表示する場合

は選択を解除します。

写真をここにドラッグします。

Finder から写真やその他のイメージファイルをドラッグすることもできます。

 3 スマート・ビルド・エディタでは、スマートビルドに対して次のような変更を施すことができます：

2 つのイメージの位置を入れ替えるには、スマート・ビルド・エディタで一方をもう一方の上にドラッ
グします。

イメージをビルドから削除するには、スマート・ビルド・エディタの外にイメージをドラッグするか、選
択して Delete キーを押します。

写真をすべて同じサイズにするには、「イメージを同じサイズに拡大／縮小」を選択します。

写真をそれぞれに応じたサイズにするには、「イメージを同じサイズに拡大／縮小」の選択を解除しま
す。

スマートビルドの中には、イメージを 2 つの状態で表示するものがあります。サイズボタンと「サイズ
調整」スライダを使って、それぞれの状態のイメージサイズを指定します。
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 4 スライドキャンバスのイメージの最大サイズを拡大／縮小するには、スマートビルドの青いボックスの
ハンドルをドラッグします。

ビルドの速度、方向、配置、その他の属性を変更するには：

 1 スマートビルドを選択して、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 インスペクタの「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックして、「アクション」をクリックします。

ビルドのスタイルによって属性が異なるので、表示されるオプションは選択したビルドエフェクトによっ
て異なります。

クリックして、ビルドの

プレビューを表示します。

一部の写真をほかの

写真よりも長く表示します。

アニメーションの

エフェクトを設定します。

ビルドに含める写真を

指定します。

イメージの配置方法を

指定します。

 3 スマートビルドの速度を変更するには、「継続時間」フィールドに値を設定します。継続時間を長くす
ると、各イメージが画面に表示されている時間が長くなります。

 4 ビルドのサイクルを開始するイメージ、および最後のイメージを指定するには、「ビルド開始」ポップアッ
プメニューと「～」ポップアップメニューで対応する数字を選択します。

選択した最初のイメージと最後のイメージに応じて、連続した一部のイメージをビルドしたり、すべて
のイメージをビルドしたりできます。

 5 スマートビルドのその他の属性をカスタマイズするには、スマートビルドをカスタマイズするコントロー
ルを使います。

個々のイメージビルドのタイミングを区別するには：

 1 「ビルド」インスペクタの「アクション」パネルで、「各ビルドのタイミングと順番を設定」チェックボッ
クスを選択します。

 2 「ビルド」パネルが表示されていない場合は、「詳細設定」をクリックしてください。



パネルで、このスマートビルドの一部としてビルドされるすべてのイメージが選択されており、イメージ
がビルドされる順番に表示されます。デフォルトでは、各イメージは、クリックしてビルドを開始するま
でスライド上に表示されません。

 3 設定した時間の経過後に自動的にイメージをビルドインするには（クリックしなくても）、パネル下部に
ある「ビルドを開始」ポップアップメニューから「ビルド n の後で自動的に開始」または「前のビル
ドの後で自動的に開始」を選択します。

前のビルドの終了後すぐに、選択したビルドが自動的に開始されます。

 4 前のビルドと選択したビルドの間に遅れを設定するには、「遅れ」フィールドで時間を指定します。

 5 スライド上の別のオブジェクトのビルドをこのスマートビルドのイメージビルド間に散在させるには、そ
のオブジェクトビルドをイメージビルド間の目的の場所にドラッグします。

オブジェクトビルドの散在の詳細については、123ページの「テキスト、表、グラフのビルドを混在さ
せる」の一般的な指示に従ってください。

ビルドのスタイルを変更するには：

スマートビルドを選択し、「ビルド」インスペクタの「アクション」パネルにあるポップアップメニュー m

から新しいエフェクトを選択します。

スマート・ビルド・エディタを表示するには：

スマートビルドの青いボックス内の任意の場所をクリックします。 m

スマートビルドの中には、スライド上やスライド外にもイメージを移動できるエフェクトを使っているも
のがあります。詳細については、112ページの「ビルドを使ってオブジェクトをスライド上に表示させ
る／スライド上から消す」を参照してください。

マスタースライドにアクションビルドを作成すると、マスターを使って作成したすべてのスライドにその
ビルドエフェクトを表示させることができます。手順については、229ページの「デフォルトのトランジ
ションを定義する」を参照してください。

オブジェクトビルドの順番を変更する
スライド上のビルドの順番は変更することができます。たとえば、別のオブジェクトを画面上に表示さ
せる前に、オブジェクトを画面上に表示させたり画面上から消したりすることができます。オブジェクト
のさまざまなのパーツ（一連の箇条書き項目の中の 1 つなど）のビルドのタイミングをずらすこともで
きます。（オブジェクトのパーツの使用方法については、123ページの「テキスト、表、グラフのビル
ドを混在させる」を参照してください。）

ビルドが発生する順番を変更するには：

「ビルド」インスペクタで、「ビルドの順番」パネルが表示されていない場合は、「詳細設定」をクリッ m

クしてください。「ビルドの順番」パネルで、項目をドラッグして順番を変更します。

スライドキャンバス上でオブジェクトを選択し、「ビルド」インスペクタの「順番」ポップアップメニュー m

からオプションを選択します。
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オブジェクトビルドを自動化する
デフォルトでは、作成するどのオブジェクトビルドも、クリックしたときに有効になります。ただし、オブジェ
クトビルドの開始を自動化することで、人の目を引くエフェクトや洗練されたアニメーションを作成でき
ます。

ビルドを開始するタイミングを指定するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「ビルド」インスペクタで、「ビルドの順番」パネルが表示されていない場合は、「詳細設定」をクリッ
クしてください。

 3 「ビルドの順番」パネルで、リスト内の項目を選択し、「ビルドを開始」ポップアップメニューからオプショ
ンを選択します。

クリック時： クリックしたときにビルドを開始します。

ビルド [番号 ] の後で自動的に開始  または前のビルドの後で自動的に開始：直前のビルドが終了し、
「遅れ」フィールドで指定された時間が経過するとビルドを開始します。

ビルド [番号 ] で自動的に開始： 「遅れ」フィールドで指定された時間が経過した後、2 つのビルドが
同時に発生するようにします。2 つのビルドを同時に発生させるには、「ビルドの順番」リストで 2 つ
のビルドを並べて配置します。

選択したビルドの開始方法を

選択します。

項目をドラッグして順番を

変更します。

自動的に開始されるビルドの

場合は、前のビルドが完了して

から選択したビルドを開始する

までの待ち時間を指定します。

いくつかのオブジェクトをグループ化することにより、1 つのオブジェクトとしてビルドすることもできま
す（90ページの「オブジェクトをグループ化する／グループ解除する」を参照してください）。

 4 （クリックしなくても）ビルドが自動的に開始するように選択した場合は、「遅れ」フィールドに値を入
力する（または上向き／下向き三角形をクリックする）ことによって、前のビルドが完了してからの待ち
時間を指定します。

遅れの時間は、60 秒まで指定することができます。



箇条書きテキスト、表、グラフのアニメーション表示について
テキスト、表、グラフ、およびムービーには、オブジェクト固有のビルドオプションがあります。たとえば、
スライド上でグラフの棒を 1 本ずつビルドしたり、スライドから行頭記号付きリストの行頭記号を 1 個
ずつビルドすることができます。

テキストビルドを作成する
テキストは、段落単位、単語単位、または文字単位でビルドすることができます。箇条書きまたは通常
の本文テキストのテキストビルドを作成することができます。

テキストのビルドを設定するには：

 1 スライドキャンバス上でテキストを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「ビルド」インスペクタの「イン」（テキストを表示させる場合）パネルまたは「アウト」（テキストを
消す場合）パネルにある「表示方式」ポップアップメニューからオプションを選択します。スライドキャ
ンバスで標準テキストを選択したか箇条書きテキストを選択したかによって、以下のオプションがすべ
て表示されない場合があります：

一括： テキストボックス内のテキストをすべて同時に移動します。

1 件ずつ：  箇条書きの項目ごとにテキストを移動します。

グループごと： それぞれの箇条書き項目を、その下位の項目とまとめて移動します。

強調して表示： 移動する際、各項目を強調表示し、最後に強調した項目のみを残します。

段落単位： 標準テキスト（箇条書きになっていないテキスト）に適用します。

表のビルドを作成する
表は、行や列などを単位として、スライド上に表示させたり、スライド上から消したりすることができます。

表のビルドを設定するには：

 1 スライドキャンバスで表を選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「ビルド」インスペクタの「イン」（表の要素を表示させる場合）パネルまたは「アウト」（表の要素
を消す場合）パネルにある「表示方式」ポップアップメニューからオプションを選択します。

一括： 表全体を 1 つのオブジェクトとして表示させます。

1 行単位： 行ごとに表を画面上に表示させます。

1 列単位： 列ごとに表を画面上に表示させます。

1 セル単位： 一度に表のセルを 1 つずつ、画面上に表示させます。

内容を 1 行単位： 画面に空の表を表示し、1 行ずつ内容を表示させます。

内容を 1 列単位： 画面に空の表を表示し、1 列ずつ内容を表示させます。

内容を 1 セル単位： 空の表を画面に表示して、各セルの内容を表示させます。

下から上：  行ごとに下から上に表を画面上に表示させます。

下から上 - 内容：  空の表を画面に表示して、各行の内容を下から上に表示させます。

表の要素にはすべて同じビルドスタイルが使用されます。
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グラフのビルドを作成する
グラフを、横棒グラフを 1 本ずつ、分割部分を 1 個ずつ、表示させたり消したりします。

グラフのビルドを設定するには：

 1 スライドキャンバス上で、ビルドを定義するグラフを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「ビルド」インスペクタの「イン」（グラフの要素を表示させる場合）または「アウト」（グラフの要素
を消す場合）の下にある「表示方式」ポップアップメニューからオプションを選択します。スライドキャ
ンバスで選択したグラフのタイプによっては、以下のオプションがすべて表示されない場合があります：

一括： グラフ全体を 1 つのオブジェクトとして表示させます。

背景を先に： グラフの座標軸を画面上に表示させ、その後ですべてのデータ要素を一度に表示させま
す（棒グラフ、線グラフ、または階層グラフ）。

系列単位： グラフの座標軸を画面上に表示させ、その後でデータ要素を一度に 1 つの系列ずつ表示
させます。

集合単位：  グラフの座標軸を画面上に表示させ、その後でデータ要素を一度に 1 つの集合ずつ表示
させます。

系列の要素単位： グラフの座標軸を画面上に表示させ、その後で個々のデータ要素を、一度に 1 系
列ずつ表示させます。

集合の要素単位： グラフの座標軸を画面上に表示させ、その後で個々のデータ要素を、一度に 1 集
合ずつ表示させます。

グラフの要素（凡例を除く）にはすべて同じビルドスタイルが使用されます。

グラフの凡例には、専用のビルドスタイルと順番を設定できます。グラフに凡例が現れるようにするに
は、これをグラフとグループ化してから、グラフのビルドスタイルを設定します（90ページの「オブジェ
クトをグループ化する／グループ解除する」を参照してください）。

テキスト、表、グラフのビルドを混在させる
スライドにオブジェクトビルドを設定すると、「イン」や「アウト」のエフェクトが開始されるタイミング
の基準を設定できます。

たとえば、最初のテキストの箇条書き項目をスライドに提示し、次に円グラフの最初の分割部分を提
示して、その後で 2 番目の箇条書き項目を提示する、というようにビルドを設定できます。オブジェク
トをスライド外に移動して、同じ操作を行えます。また、ビルドで使う要素の範囲（たとえば、テキス
トビルドの 2 番目と 3 番目のテキスト箇条書き項目だけ）を指定することもできます。

オブジェクトビルドを混在させるには：

 1 スライドキャンバスでテキストボックス、表、またはグラフを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「ビルド」インスペクタの「イン」（グラフの要素を表示させる場合）または「アウト」（グラフの要素
を消す場合）の下にある「表示方式」ポップアップメニューから「一括」以外のオプションを選択して、
オブジェクトビルドを設定します。



 4 ビルドする要素の範囲を指定するには、「ビルド開始」ポップアップメニューと「ビルド終了」ポップアッ
プメニューを使います。

 5 「各ビルドのタイミングと順番を設定」を選択します。

 6 スライドキャンバスで別のテキストボックス、表、またはグラフを選択して、手順 3 ～ 5 で説明してい
るように、そのビルドを設定します。

 7 「ビルドの順番」パネルで、並べたい順番にビルドをドラッグします。

「ビルド」パネルが表示されていない場合は、「詳細設定」をクリックしてください。ドラッグするビル
ドを選択する前に、「ビルドの順番」パネルですべてのビルドの選択を解除する必要がある場合があり
ます。

ビルドの自動のタイミングを設定する方法については、121ページの「オブジェクトビルドを自動化す
る」を参照してください。

ムービービルドを作成する
スライド上にムービーを配置した場合は、ほかの指定をしていない限り、スライドが表示されるとすぐ
に再生が開始されます。ムービーの再生を開始および停止するタイミングを制御できるようにするには、
ムービービルドを作成する必要があります。

ムービービルドを設定するには：

 1 スライドキャンバス上でムービーを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「ビルドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「イン」をクリックし、「エフェクト」ポップアップメニューから「ムービーを開始」を選択します。

 4 ムービーを停止するには、「アウト」をクリックして、「エフェクト」ポップアップメニューから「ムービー
を停止」を選択します。

ムービーの再生は、ビルドが発生すると開始および停止します。ほかのオブジェクトビルドと同様、クリッ
クでムービーの再生を制御するかどうか、またはほかのビルドにタイミングを合わせて連続して自動的
にムービーを再生するかどうかを指定できます。詳細については、121ページの「オブジェクトビルド
を自動化する」および 120ページの「オブジェクトビルドの順番を変更する」を参照してください。
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オブジェクトビルドをコピーする／取り除く
オブジェクトビルドを設定すると、そのオブジェクトビルドを簡単にコピーして別のオブジェクトにペース
トできるので、その 2 つのオブジェクトは同じ動作をします。また、「ビルド」インスペクタを使ってオ
ブジェクトビルドを削除できます。

オブジェクト間でオブジェクトビルドをコピーするには：

 1 必要に応じて、すでにビルドを設定したオブジェクトを選択します。

 2 「フォーマット」＞「アニメーションをコピー」と選択します。

 3 2 番目のオブジェクトを選択し、「フォーマット」＞「アニメーションをペースト」と選択します。

参考：アニメーションをペーストできるのは、アニメーションを受け入れることができるタイプのオブジェ
クトに対してだけです。たとえば、「バウンド」などのテキスト固有のビルドエフェクトは、イメージにペー
ストすることはできません。

オブジェクトビルドを削除するには、以下の操作を行います：

「ビルド」インスペクタで、「詳細設定」をクリックして「ビルドの順番」パネルを表示します。「ビルド m

の順番」パネルで、削除するビルドを選択し、Delete キーを押します。

ビルドエフェクトを削除する項目を選択し、「ビルド」インスペクタの「エフェクト」ポップアップメニュー m

から「なし」を選択します。
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ハイパーリンクを、プレゼンテーションの中でナビゲーション要素として
使ったり、プレゼンテーションから Web にジャンプするために使います。

ハイパーリンクについて
ハイパーリンクは、スライドショーのプレゼンテーション内を移動できるようにしたり Web 上のページ
へジャンプしたりするために作成できるナビゲーション要素です。あらかじめ登録されたアドレスへの
メールメッセージや別の Keynote プレゼンテーションを開くといった特定のアクションを実行すること
もできます。

ハイパーリンクは、キオスクで実行されるような自動再生プレゼンテーションで特に便利です。たとえ
ばハイパーリンクを設定して、聴衆がプレゼンテーションの情報の流れをたどれるようにしたり、聴衆
がリンクをたどることにした場合は情報を開示したりすることができます。

オブジェクトをハイパーリンクにする方法について
テキスト、イメージ、図形をハイパーリンクにすることができ、プレゼンテーション中にクリックすると、
いくつかある操作のいずれかを行うことができます。オブジェクトをハイパーリンクにすると、スライド
キャンバスには曲がった矢印のバッジでマークが付けられます。このバッジは、プレゼンテーションの
閲覧時には表示されません。ただし、インラインハイパーリンクにしたテキストにはアンダーラインが
付きます。テキストのアンダーラインは、テキストをアンダーラインなしで再フォーマットしない限り、
プレゼンテーションの閲覧時に表示されます。

小さい青い矢印（スライドの編集中にのみ表示）は、

この項目がクリック可能なハイパーリンクであること

を示します。

前後を指しているこれらの矢印は、あらかじめ描画されていて、スライドショーで使用できるナビゲーショ
ン要素の例です。それぞれの下側隅にある小さい曲がった矢印のバッジは、ハイパーリンクになってい
ることを示します。

小さい青い矢印（スライドの編集中に

のみ表示）は、この項目がクリック可能な

ハイパーリンクであることを示します。
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このテキストボックスも、右下隅にある同様の曲がった矢印のバッジによって示されているように、ハ
イパーリンクになっています。しかし、その下のテキストにはアンダーラインが付いていて、このテキス
トがインラインハイパーリンクであることが示されています。

ハイパーリンクを使用すると、プレゼンテーション中に以下のいずれかのアクションを実行できます：

特定のスライドにジャンプする Â

コンピュータのデフォルトの Web ブラウザで Web ページを開く Â

別の Keynote 書類を開く Â

メールメッセージを開く Â

スライドショーを終了する Â

プレゼンテーション中に Web ブラウザでページを開く
スライドショーが再生されているコンピュータのデフォルトの Web ブラウザで Web ページを開くハイ
パーリンクを追加できます。

Web ページを開くハイパーリンクを追加するには：
 1 ハイパーリンクにするテキストまたはオブジェクトを選択します。

「www」または「http」で始まるテキストを入力する（または別の書類からコピーする）と、そのテ
キストは自動的にハイパーリンクになります。この機能をオフにするには、「Keynote」＞「環境設定」
と選択し、「自動修正」をクリックして、「メールアドレスおよび Web アドレスを自動的に検出」の選
択を解除します。この設定はコンピュータごとに行われるため、設定の違うコンピュータで書類を開い
た場合は、そのコンピュータの設定が代わりに使用されます。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「ハイパーリンクインスペクタ」ボタンをクリックして、「ハ
イパーリンクとして使用」を選択します。

 3 「リンク先」ポップアップメニューから「Web ページ」を選択します。

 4 「URL」フィールドに Web ページのアドレスを入力します。

 5 書類内でハイパーリンクとして表示されるテキストを変更する場合は、「表示」フィールドに新しいテキ
ストを入力します。

「ハイパーリンク

インスペクタ」ボタン

リンク先の URL を
入力します。

スライドに表示する

リンクテキストを

入力します。

あらかじめ登録されたアドレスへのメールメッセージを開く
ハイパーリンクでは、あらかじめ登録されたメールメッセージをスライドショーが再生されているコン
ピュータで設定されたデフォルトのメールアプリケーションで開くことができます。



メールメッセージにリンクされたハイパーリンクを追加するには：

 1 ハイパーリンクにするテキストまたはオブジェクトを選択します。

メールアドレスを入力する（または別の書類からコピーする）と、そのテキストは自動的にハイパーリ
ンクになります。この機能を解除するには、「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「自動修正」をクリッ
クして、「メールアドレスおよび Web アドレスを自動的に検出」の選択を解除します。この設定はコン
ピュータ固有の設定であるため、設定の異なるコンピュータで書類を開くと、そのコンピュータの設定
が使用されます。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「ハイパーリンクインスペクタ」ボタンをクリックして、「ハ
イパーリンクとして使用」を選択します。

 3 「リンク先」ポップアップメニューから「メールメッセージ」を選択します。

 4 「宛先」フィールドに受信者のメールアドレスを入力します。

 5 必要に応じて「件名」フィールドに件名を入力します。

 6 ハイパーリンクのカスタムテキストを表示するには、「表示」フィールドに新しいテキストを入力します。
（ハイパーリンクとしてのテキストではなくオブジェクトを選択した場合、このオプションはグレイ表示
になります。）

メッセージの件名を入力します。

スライドに表示するリンク

テキストを入力します。

受信者のメールアドレス

を入力します。

特定のスライドにジャンプする
プレゼンテーション内を順序通りにではなく移動できるようにしたい場合や、聴衆がプレゼンテーショ
ンを好きな順序で実行できるようにしたい場合は（たとえばスライドショーがキオスクで実行されてい
る場合）、Keynote 書類内の任意のスライドにジャンプするハイパーリンクを使用できます。

特定のスライドにジャンプするハイパーリンクを追加するには：

 1 ハイパーリンクにするテキストまたはオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「ハイパーリンクインスペクタ」ボタンをクリックして、「ハ
イパーリンクとして使用」を選択します。

 3 「リンク先」ポップアップメニューから「スライド」を選択します。

 4 表示するスライド（次のスライド、前のスライド、最初のスライド、最後のスライド、最後に表示したス
ライド、またはスライド番号を指定したスライド）のオプションを選択します。

ハイパーリンクを使って、スライドショー中のナビゲーションを制御することができます。192ページの「自
動再生プレゼンテーションを作成する」を参照してください。
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スライドショー内にスライドショーを終了するボタンを作成する
スライドショー内のボタンまたはテキストをクリックしてスライドショーを終了できるようにしたい場合
は、スライドショーを終了するハイパーリンクを作成します。

スライドショーを終了するハイパーリンクを追加するには：

 1 スライドショーの終了を起動するために使用するオブジェクトやテキストを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「ハイパーリンクインスペクタ」ボタンをクリックして、「ハ
イパーリンクとして使用」を選択します。

 3 「リンク先」ポップアップメニューから「スライドショーを終了」を選択します。

プレゼンテーション中に別の Keynote スライドショーを開く
別の Keynote ファイルを開くハイパーリンクを追加します。

別の Keynote 書類を開くハイパーリンクを追加するには：
 1 ハイパーリンクにするテキストまたはオブジェクトを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「ハイパーリンクインスペクタ」ボタンをクリックして、「ハ
イパーリンクとして使用」を選択します。

 3 「リンク先」ポップアップメニューから「Keynote スライドショー」を選択します。

 4 該当のファイルに移動し、「開く」をクリックします。

 5 書類内でハイパーリンクとして表示されるテキストを変更する場合は、「表示」フィールドに新しいテキ
ストを入力します。

別の Keynote 書類へのリンクをクリックすると、新しいスライドショーが最初のスライドから再生され
ます。

ハイパーリンクのみのプレゼンテーションを作成する
聴衆が再生を制御するプラットフォームでスライドショーが表示される場合、特定のスライドにリンクし
たり、スライドショーを終了したり、ほかのアクションを実行したりするハイパーリンクを作成したりす
ることで、聴衆が使用するナビゲーション用のコントロールを用意できます。

ハイパーリンクによって完全に制御されるスライドショーを作成する場合は、ハイパーリンクのみのプレ
ゼンテーションを作成できます。このとき、ハイパーリンク付きのスライドではポインタが表示されます。

ハイパーリンクのみのプレゼンテーションを実行中、ポインタはデフォルトでハイパーリンク付きのスラ
イドにのみ現れます。ただし、マウスの移動時には常にポインタが表示されるように環境設定を行うこ
とができます。

ハイパーリンクのみのプレゼンテーションを作成するには：

 1 スライドショーでのスライド間の移動がハイパーリンクのみで済むように設定します。

詳細については、128ページの「特定のスライドにジャンプする」を参照してください。

 2 「書類」インスペクタの「書類」パネルで、「プレゼンテーション」ポップアップメニューから「ハイパー
リンクのみ」を選択します。



マウスの移動時に常にポインタが表示されるようにするには：

「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「スライドショー」をクリックして、「マウスの移動時にポイン m

タを表示」を選択します。

スライドショーを停止するハイパーリンクを作成する方法については、 「スライドショー内にスライド
ショーを終了するボタンを作成する」を参照してください。承認されていない聴衆がスライドショーを
終了できないようにする場合は、スライドショーの終了にパスワードを要求することができます。詳細に
ついては、202ページの「プレゼンテーションを停止する」を参照してください。

ハイパーリンクテキストにアンダーラインを引く
ハイパーリンクテキストにはデフォルトでアンダーラインが引かれますが、必要に応じてアンダーライン
が引かれないようにすることもできます。

アンダーラインの有効と無効を切り替えるには、以下の操作を行います：

新しいテキストハイパーリンクに自動的にアンダーラインが引かれないようにするには、「Keynote」 m

＞「環境設定」と選択し、「自動修正」をクリックして、「作成時にテキストハイパーリンクにアンダー
ラインを付ける」の選択を解除します。

既存のハイパーリンクテキストからアンダーラインを削除したり、テキストにアンダーラインを追加した m

りするには、テキストを選択して、フォーマットバーの「U」ボタンをクリックします。アンダーライン
付きテキストからアンダーラインが削除され、プレーンテキストにアンダーラインが引かれます。

既存のハイパーリンクテキストからアンダーラインを削除したり、テキストにアンダーラインを追加した m

りするには、テキストを選択し、ツールバーの「フォント」をクリックして、「フォント」ウインドウのオ
プションを使用します。「フォント」ウインドウの使用方法の詳細については、26ページの「「フォント」
ウインドウ」を参照してください。
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独自のデータから 2D および 3D の円グラフ、横棒グラフ、縦棒グラフ、
面グラフ、折れ線グラフ、散布図などを作成し、さまざまなスタイル、色、
テクスチャを使ってカスタマイズします。目的に合った方法で目盛り、単位、
その他のラベルを表示します。2 つのグラフを 1 つの図に結合します。

「Keynote」には、データをグラフで分かりやすく表すためのツールが用意されています。表計算ソフト
ウェアからデータをコピー＆ペーストするか、「グラフ・データ・エディタ」に直接データを入力することで、
スライドキャンバス上でグラフを作成および編集できます。グラフの外観は使用しているテーマで設定さ
れていますが、色、テクスチャ、影、ラベルなどを調整して、目的の外観を作成したり、グラフの特定の
要素が目立つようにすることもできます。

グラフについて
データによっては表で表現するとその傾向や関連性が分かりにくいことがありますが、そのようなデータ
を視覚的に表現したいときはグラフを使ってください。「Keynote」では、データのポイントを示すため
にどれが最適かに応じて、円グラフ、折れ線グラフ、横棒グラフ、縦棒グラフ、面グラフなど、データを
表すためにさまざまなタイプの 2D または 3D グラフを選択したり、複合グラフを使って同じ図の中で 2 
つのタイプのグラフを重ねたりできます。線形または対数の目盛りを使って、2D の散布図でデータをグ
ラフ表示することもできます。

「Keynote」には次のタイプのグラフが含まれています：

グラフの種類 アイコン

縦棒グラフ

2D および 3D

積み重ね縦棒グラフ

2D および 3D

横棒グラフ

2D および 3D

9データからグラフを作成する



グラフの種類 アイコン

積み重ね横棒グラフ

2D および 3D

線

2D および 3D

面グラフ

2D および 3D

階層グラフ

2D および 3D

円グラフ

2D および 3D

散布図

2D

複合

2D

2 軸
2D

例
高山からサンプリングした 2 つの領域で鳥の個体数が 2007 年～ 2010 年にどのように変化している
かを比較するグラフを作成してみましょう。このデータはまず、領域 1 と領域 2 の行を持つ表で表現
できます。研究者は、2007 年から 2010 年まで毎年各地域で鳥の数を数えて、地域ごとに 4 つのデー
タポイント（または値）を得ました。
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このデータを縦棒グラフとしてプロットした場合は、以下のようになります：

グラフの凡例には 4 つの
データ系列が示されています。

各データ集合には 4 本の棒があります
（各データ系列の棒が 1 本ずつ）。

同じ色の 2 本の棒が 1 つの
データ系列を表します。

各棒は 1 つのデータポイントを
表します。

このグラフの領域 1 と領域 2 はデータ系列と呼ばれます。各領域のデータポイント（鳥の個体数）が、
各年で 1 つずつ、同じ色の棒の系列として表現されています。「地域 1」の各列は「地域 2」の対
応する列のそばに置かれ、横に並んだ列の各組はデータ集合またはカテゴリと呼ばれます（「2007」、
「2008」などがカテゴリです）。

データへの視点を変えるために、データポイントが年ではなく領域で分類されるようにデータを入れ替
えることができます。この場合、各年のデータポイントは、一連の列（データ系列）として表されます。
この場合、各系列のデータポイントは 2 つだけで、各地域の列のグループがカテゴリになります。し
たがって、この縦棒グラフには 4 つの列（データポイント）の組が 2 つ、「地域 1」のカテゴリが 1 つ、
「地域 2」のデータ集合が 1 つ含まれます。

グラフの凡例には 2 つのデータ
系列が示されています。

各データ集合には 2 本の棒があります
（各データ系列の棒が 1 本ずつ）。

同じ色の 4 本の棒が 1 つの
データ系列を表します。

各棒は 1 つのデータ
ポイントを表します。



データ系列は、グラフのタイプに応じて異なる外観で表されます：

 Â 縦棒グラフおよび横棒グラフは、データ系列を同じ色やテクスチャの縦棒または横棒で表します。

 Â 折れ線グラフは、データ系列を 1 本の線で表します。

 Â 面グラフは、データ系列を 1 つの面で表します。

 Â 円グラフは、1 つのデータ集合（各データ系列の最初のデータポイント）のみを表します。つまり、「グ
ラフ・データ・エディタ」で最初にリストされているデータポイントです。

 Â 散布図は、グラフ上の各ポイントが x 値と y 値で決定されます。2 つの値列は、1 つのデータ系列
のデータポイントを表すグラフ上に、x 座標と y 座標としてプロットされます。

新しいグラフを追加する／データを入力する
最初にグラフを作成すると、プレースホルダデータが「グラフ・データ・エディタ」に入った状態でグ
ラフがスライドキャンバスに表示されます。プレースホルダデータを置き換えると、グラフはすぐにアッ
プデートされて独自のデータが反映されます。

自分のデータから新しいグラフを作成するには：

 1 以下のいずれかの方法でグラフをスライドキャンバスに配置します：

ツールバーの「グラフ」をクリックし、ポップアップメニューからグラフのタイプを選択します。 Â

スライドキャンバス上にグラフを描画するには、Option キーを押しながらツールバーの「グラフ」 Â

をクリックして、グラフを選択します。Option キーを放し、マウスポインタをキャンバス上に持って
いくと、ポインタ形状が十字型になります。そのままキャンバス上をドラッグすると、その動きに応
じたサイズのグラフができます。グラフの縦横比を維持したまま移動したい場合は、Shift キーを押
しながらドラッグしてください。

「挿入」＞「グラフ」＞「 Â ＜グラフのタイプ＞」と選択します。

グラフがキャンバス上に現れ、ドラッグして移動したりサイズを変更したりできます。また、プレースホ
ルダデータを含む「グラフ・データ・エディタ」が開きます。「グラフ・データ・エディタ」は、編集
可能な表を含むウインドウです。プレゼンテーション時にこの表はスライド上に表示されませんが、こ
の表を使って、作成したグラフの独自のデータを入力します。

これらの正方形は各データ系列

の色を示します。

 2 「グラフ・データ・エディタ」にデータを入力するには、以下のいずれかの操作を行います：

 Â 行や列のラベルを編集するには、ラベルをダブルクリックしてから入力します。

 Â セルに数字を追加したり編集したりするには、セルをダブルクリックしてから入力します。

 Â 行や列の順序を変更するには、行や列のラベルを移動先までドラッグします。
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 Â 行や列を追加するには、行を選択して「行を追加」をクリックするとその行の上に、列を選択して「列
を追加」をクリックするとその列の左に追加されます。行または列を選択していない場合は、新し
い行／列は、表の一番下／右に配置されます。（新しい行／列が表示されない場合は、Return キー
または Tab キーを押すか、あるいは「グラフ・データ・エディタ」ウインドウを展開するか、スクロー
ルします。）

また、空のセルを選択して、データを入力し、Return キーを押してもかまいません。行や列が自
動的に作成されます。

 Â 行や列を削除するには、該当する行や列のラベルを選択し、Delete キーを押します。

 Â 「Excel」、「AppleWorks」などの表計算アプリケーションからデータをコピーするには、データ
をコピーして「グラフ・データ・エディタ」にペーストします。

 3 行または列のどちらをグラフのデータ系列とするかを選択するには、「グラフ・データ・エディタ」の「行／
列をプロット

このボタンをクリックすると、

「グラフ・データ・エディタ」の

データ行がデータ系列になります。

このボタンをクリックすると、

「グラフ・データ・エディタ」の

データ列がデータ系列になります。

 4 グラフの外観をカスタマイズします。

その方法の詳細については、137ページの「グラフの書式を設定する」および 135ページの「グラフ
のタイプを変更する」を参照してください。

グラフのタイプを変更する
グラフのタイプは必要に応じていつでも変更できます。ただし、グラフのタイプによっては、これから
説明するように別の方法で行データと列データが使用されます。

グラフのタイプを変更するには：

 1 グラフを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリックして、左上の「グ
ラフ」アイコンをクリックすると現れるポップアップメニューから異なるグラフのタイプを選択します。

円グラフに変更すると、各データ系列の最初のデータポイントが分割部分（扇形）として表されます。

散布図に変更すると、グラフの各点に 2 つの値が必要です。行や列の数が奇数であれば、最後の行
や列のデータは散布図にプロットされません。

縦棒グラフ、横棒グラフ、面グラフ、または折れ線グラフに変更すると、「グラフ・データ・エディタ」
の行または列が、新しいグラフのデータ系列として使用されます。

3D グラフに変更すると、「グラフ」インスペクタでオブジェクトの奥行き、ライトのスタイルなどを制御
できるようになります。



タイプを変更する前にグラフに設定したフォーマットが、変更後にもそのまま適用されるとは限りませ
ん。たとえば、棒（棒グラフの場合）、分割部分（円グラフの場合）などのカラー塗りつぶし属性は、
グラフのタイプごとにデフォルト値が異なります。縦棒の塗りつぶしの色を変えた後、グラフのタイプ
を横棒グラフに変更すると、色の設定は解除されてしまいます。グラフのタイプによってはデフォルト
のスタイル設定に戻ってしまう属性としては、値ラベルと位置、テキストスタイル、各データ系列の線、
各データ系列の影、各データ系列の塗りつぶし色、データポイントを表す記号、データポイントの塗り
つぶし色があります。

グラフのタイプを変更したとき、変更後のグラフにも同じ属性があればそのまま保持されます。共有さ
れる属性には、軸、グリッド、目盛り、軸ラベル、最小値の表示、数値の書式、枠線、回転、影、お
よび 3D のライトのスタイルがあります。詳細については、137ページの「グラフの書式を設定する」
を参照してください。

横棒グラフ／縦棒グラフおよび積み重ね横棒／縦棒グラフは、値のラベル位置を除き、共通した属性
を持ちます。また、縦棒グラフと横棒グラフでは、データ系列ごとに異なる塗りつぶし色を設定できます。

3D グラフの影に関する属性は、どのタイプにも共通です。

既存のグラフでデータを編集する
既存のグラフでデータを編集するには、まず「グラフ・データ・エディタ」を開いてから、新しいデー
タを入力する必要があります。データを編集すると、グラフはすぐにアップデートされて新しいデータ
が反映されます。

「グラフ・データ・エディタ」を開いてデータを編集するには：

 1 グラフを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリックして、「データを編集」
をクリックします。

「フォーマット」＞「グラフ」＞「データエディタを表示」と選択してもできます。

 3 「グラフ・データ・エディタ」で表のセルを選択し、データを入力します。

行または列を使うためにデータ系列を切り替える方法を含め、「グラフ・データ・エディタ」でのデー
タの編集の詳細については、134ページの「新しいグラフを追加する／データを入力する」の手順 2 
と手順 3 を参照してください。

Numbers 書類からコピーしたグラフをアップデートする
「Numbers」でグラフを作成した場合は、そのグラフをコピーして Keynote プレゼンテーションにペー
ストできます。「Keynote」にペーストされたグラフは、「Numbers」で参照するデータ表に引き続き
リンクされています。グラフのデータを変更するには、元の Numbers 書類を開いて、そこでデータ
を編集し、Numbers 書類を保存して、「Keynote」でグラフのデータを更新します。

グラフがリンクされている「Numbers」の表でグラフのデータをアップデートした後でグラフをアップ
デートするには：

スライドキャンバスのグラフを選択して、表示される更新ボタンをクリックします。 m

参考：Numbers 書類は、グラフを Keynote プレゼンテーションにコピーおよびペーストする前に、
そしてグラフが参照する「Numbers」のデータ表を編集した後に保存する必要があります。
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「Numbers」のグラフの表からグラフのリンクを解除するには：
スライドキャンバスのグラフを選択して、「リンク解除」をクリックします。 m

リンクを解除した後のグラフは「Keynote」で作成したグラフのように動作するので、「グラフ・データ・
エディタ」を使ってアップデートする必要があります。

更新ボタンの横にある「ソース」リンクをクリックすると、グラフがリンクしている Numbers 書類が
開きます。（「ソース」リンクが表示されていない場合は、更新ボタンのコントロールパネルのハンドル
を外側へドラッグして展開します。）

グラフの書式を設定する
作成したすべてのグラフには関連付けられたタイトル、グラフの凡例、ラベルがあり、スライドショー
での表示／非表示を選択したり、スライド上での外観や配置を変更したりできます。グラフの色やテク
スチャ、座標軸の尺度や目盛り、データポイントのラベルを、グラフ内で変更することもできます。2D 
グラフを回転したり、3D グラフで使用される角度や照明のスタイルを調整したりできます。

ここに示す手順の多くは、「グラフ」インスペクタを使ってタスクを実行するための詳細を示すものです。
ただし、これらのタスク手順の多くは、フォーマットバーを使って実行することもできます。フォーマッ
トバーのオプションは、キャンバスで選択した項目によって変わり、常に適切なフォーマット設定オプショ
ンが提供されます。

グラフ上に追加のラベルまたはキャプションを配置するには、フリー・テキストボックスを追加します。
詳細については、60ページの「フリー・テキストボックスを追加する」を参照してください。

グラフのタイトルおよび凡例を配置する／フォーマットを設定する
グラフのタイトルでは、そのグラフの主題を説明できます。グラフの凡例では、グラフで使われている
どの色がどのデータ系列を表すかを示します。

グラフのタイトルや判例は、表示したり隠したり、テキストの外観を変更したり、同じスライド上の好
きな場所にドラッグしたりできます。グラフの属性を変更するときは、まずグラフを選択してください。

選択したグラフのタイトルや凡例を配置してフォーマットを設定するには、以下のいずれかの操作を行
います：

タイトルまたは凡例を表示するには、「表示」＞「インスペクタを表示」と選択してから、「グラフイン m

スペクタ」ボタンをクリックします。「タイトルを表示」または「凡例を表示」を選択します。

グラフに新しいタイトルを付けるには、タイトルボックスでテキストを選択して新しいタイトルを入力し m

ます。

凡例のラベルを編集するには、「データを編集」をクリックして「グラフ・データ・エディタ」を開き、「グ m

ラフ・データ・エディタ」でデータ系列のラベルを編集します。または、凡例を選択して凡例に表示さ
れているテキストを直接編集します。



凡例またはタイトルのテキストのフォーマットを設定するには、 m 49ページの「テキストのサイズとフォー
マットを設定する」に記載されているトピックを参照してください。

説明のテキスト要素をグラフに追加するには、フリー・テキストボックスを作成します。60ページの「フ
リー・テキストボックスと図形内のテキスト」 を参照してください。グラフのフォーマット設定を終えて、
グラフを移動することにした場合は、フリー・テキストボックスとグラフをグループ化して、テキストボッ
クスとグラフが常に一緒に動くようにできます。90ページの「オブジェクトをグループ化する／グルー
プ解除する」を参照してください。

グラフをサイズ変更する／回転する
2D グラフを回転させる方法はいくつかあります。3D グラフを回転させたり、反転させたりすることは
できません。3D グラフと 2D グラフが 1 つのグループにまとめられている場合、グループ全体を回転
させても、実際に回転するのはその中の 2D グラフだけです。

グラフをサイズ変更するか、回転するには、以下の操作を行います：

グラフのサイズを変更するには、グラフ全体を選択して、以下のいずれかの操作を行います： m

アクティブな選択ハンドルをドラッグします。アクティブな選択ハンドルの輪郭は黒です。 Â

縦横比を維持したままでサイズを変更するには、Shift キーを押しながらドラッグします。 Â

一方向にのみサイズを変更するには、隅のハンドルではなく辺のハンドルをドラッグします。 Â

値を指定してサイズ変更する場合は、ツールバーの「インスペクタ」をクリックして「位置と回転イ Â

ンスペクタ」ボタンをクリックします。新しい幅、高さ、または回転角度を各フィールドで指定します。
グラフの幅と高さの相対比を維持するには、「縦横比を固定」チェックボックスを選択します。

2D グラフを回転させるには、グラフ全体を選択して、以下のいずれかの操作を行います： m

グラフを選択し、Command キーを押しながらマウスポインタをアクティブな選択ハンドルの方に Â

持っていくと、ポインタの形状が曲がった両方向の矢印に変わります。この状態になったら選択ハン
ドルをドラッグします。

グラフを 45 度単位で回転させるには、Shift キーと Command キーを押しながら選択ハンドルを Â

ドラッグします。

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックして、「回 Â

転」のホイールをドラッグするか「角度」コントロールを使用してグラフの角度を設定します。

円グラフも「グラフ」インスペクタを使って回転できます。148ページの「2D 円グラフを回転させ
る」を参照してください。

グラフの軸のフォーマットを設定する
縦棒グラフ、面グラフ、折れ線グラフ、および横棒グラフのデータポイントは 1 本の座標軸にプロット
され（縦棒、面、および折れ線は y 軸、横棒は x 軸）、データ集合はもう 1 本の座標軸にグループ
ごとに表示されます。データポイントの軸を数値軸、データ集合の軸をカテゴリ軸といいます。

散布図では、x 軸も y 軸も数値軸です。2 軸グラフには、2 本の y 軸（数値軸（Y1）および数値軸（Y2））
があり、それぞれ個別にフォーマットを設定できます。2 軸グラフの詳細については、151ページの「2 
軸グラフおよび複合グラフをカスタマイズする」を参照してください。
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座標軸またはグラフの枠線を表示したり隠したりするときは、尺度（線形または対数）を設定したり、
数値軸の間隔を設定したり、座標軸のグリッドと目盛りを調整してから、必要な選択を行って、「グラフ」
インスペクタの「座標軸」パネルで適切な値を入力します。

グラフのグリッドに表示される値

の範囲を設定します。

グラフの値の単位を選択します。

ラベルや目盛りなどの属性を

設定します。

軸およびグラフの枠線を表示したり

隠したりします（2D グラフのみ）。

「グラフ」インスペクタを表示するには：

ツールバーの「インスペクタ」をクリックして（または「表示」＞「インスペクタを表示」と選択して）、 m

「グラフインスペクタ」ボタンをクリックします。

グラフの軸に沿ってグリッドや目盛りを配置するには：

「軸オプションを選択」ポップアップメニューのいずれかまたは両方から目的のグリッド線や目盛りを選 m

択します。

数値軸に沿って値のフォーマットを設定するには、以下のいずれかの操作を行います：

数値軸に表示する最大値を設定するには、「数値軸」の「最大値」フィールドに数値を入力します。デー m

タ集合全体の最大値よりも小さな値を指定することはできません。数値を指定しない場合は、フィール
ドに「自動」という文字が表示され、値はデータに基づいて自動的に計算されます。

数値軸の起点（最小値）を設定するには、「数値軸」の「最小値」フィールドに数値を入力します。デー m

タ集合全体の最小値よりも大きな値を指定することはできません。数値を指定しない場合は、フィール
ドに「自動」という文字が表示され、値はデータに基づいて自動的に計算されます。

数値軸のゼロから最小値および最大値までの間をいくつの目盛りで区切るかを指定するには、「数値 m

軸」の「目盛り数」フィールドで数を指定します。

数値軸にデータ値を表示するには、「数値軸」の「軸オプションを選択」ポップアップメニューから「数 m

値ラベルを表示」または「最小値を表示」を選択します。

数値軸の数値の単位を指定するには、「数値軸」の「フォーマット」ポップアップメニューからオプショ m

ンを選択します。

数字：  単位なしでデータポイント値を表示します。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示したい小
数の桁数を指定します。負の値を表示するときに、前にマイナス記号を付けるか丸かっこで囲むときは、
ポップアップメニューで「–100」または「(100)」を選択します。小数点の左側の絶対値の順序を区
切る場合は、「区切り」を選択します。



通貨：  データポイントの値を金額として表示します。「記号」ポップアップメニューで通貨単位記号を
選択します。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示したい小数の桁数を指定します。負の値を表示
するときに、前にマイナス記号を付けるか丸かっこで囲むときは、ポップアップメニューで「–100」ま
たは「(100)」を選択します。小数点の左側の絶対値の順序を区切る場合は、「区切り」を選択します。

割合（%）：  データポイントの値を百分率で表示します。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示し
たい小数の桁数を指定します。負の値を表示するときに、前にマイナス記号を付けるか丸かっこで囲
むときは、ポップアップメニューで「–100」または「(100)」を選択します。小数点の左側の絶対値
の順序を区切る場合は、「区切り」を選択します。

日付と時刻：  データポイント値を日付と時刻の書式で表示します。

継続時間：  データポイント値を時間の単位で表示します（秒、分、週など）。

分数：  1 より小さいデータポイント値を分数として表示します。（値が 1 より大きい場合、データは分
数では表されません。）分数を丸める精度は、「精度」ポップアップメニューで選択します。「2 分の 1」、
「4 分の 1」などのオプションを選択すると、値は全体に対する割合として表示され、選択した単位で
近似値に丸められます。

科学計算：  データポイントの値を科学計算の表記で表示します。10 の累乗が「E+」と整数として表
現されます。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示したい小数の桁数を指定します。

カスタム：  作成済みのカスタム数値フォーマットを選択するか、新規に作成します。詳細については、
177ページの「独自のフォーマットを使って表のセルに値を表示する」を参照してください。

カテゴリ（データ集合）のタイトルを表示するには：

 1 「カテゴリ軸」の「軸オプションを選択」ポップアップメニューから「カテゴリを表示」を選択し、以
下のいずれかの操作を行います：

 2 カテゴリタイトルの一部を表示したり隠したりするには、以下の操作のいずれかまたは両方を行います：

「ラベルの間隔 ... カテゴリ」フィールドに値を入力するか、ステッパーを使用して、カテゴリラベル Â

を表示する間隔を指定します。たとえば、2 の値では 1 つおきに、3 の値では 3 つごとに、という
ようにカテゴリタイトルが表示されます。

最後のカテゴリのタイトルを表示する場合は、「カテゴリ軸」の「軸オプションを選択」ポップアップ Â

メニューから「最後のカテゴリを表示」を選択します。

座標軸のタイトルを追加する／隠すには：

 1 「カテゴリ軸」または「数値軸」の「軸オプションを選択」ポップアップメニューから「タイトルを表示」
を選択します。

 2 表示するタイトルテキストを選択して、目的のタイトルを入力します。

 3 タイトルのテキスト属性のフォーマット設定については、51ページの「テキストをアウトライン表示す
る」を参照してください。

 4 タイトルを隠すには、同じポップアップメニューでオプションの選択を解除します。

数値軸の線形、対数、割合（%）の目盛りを設定するには：
「数値軸」の「軸オプションを選択」ポップアップメニューから「線形目盛り」、「対数目盛り」、または「割 m

合の目盛り」を選択します。

 140  第 9章    データからグラフを作成する



 第 9章    データからグラフを作成する 141

割合の目盛りは、2D の積み重ね横棒グラフ、積み重ね縦棒グラフ、および階層グラフの場合のみ選
択できます。線形目盛りおよび対数目盛りは、積み重ね型ではない 2D グラフの場合のみ選択できます。
3D グラフでは、線形目盛りのみ選択できます。（円グラフの場合は、「データポイント設定」ポップアッ
プメニューから「円グラフの値をパーセントで表示」を選択します。）

系列要素の色やテクスチャを変更したり、データポイントの記号や値ラベルのフォーマットを設定した
りするには、「グラフ」インスペクタの「系列」パネルを使用します。 「グラフのデータ系列の要素に
書式を設定する」を参照してください。

指定されたグラフのタイプに特有のフォーマット設定オプション（たとえば、横棒グラフの場合は横棒
間の間隔、円グラフの場合は分割部分間の間隔）については、それらのグラフタイプのセクションを
参照してください。

ほとんどのグラフタイプでは、エラーバーやトレンドラインを表示することもできます。143ページの「グ
ラフにエラーバーを表示する」および 143ページの「グラフにトレンドラインを表示する」を参照して
ください。

グラフのデータ系列の要素に書式を設定する
系列の要素に変更を加えるには、まず変更する系列の要素を選択します。ほとんどの変更は、「グラフ」
インスペクタの「系列」パネルのコントロールを使って行います。

選択した系列の要素を特別に調整した色やテクスチャで塗りつぶすには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリックして、「グラフの
カラー」をクリックします。

 2 最初のポップアップメニューから、塗りつぶしタイプ（「3D テクスチャ塗りつぶし」など）を選びます。

 3 2 つ目のポップアップメニューから塗りつぶしコレクション（「マーブル」、「木」など）を選択します。

 4 以下のいずれかの操作を行います：

すべてのデータ系列のすべての要素を塗りつぶすには、「すべてに適用」をクリックします。1 つ目 Â

の塗りつぶしが 1 つ目の系列の要素に適用され、同じように 2 つ目の塗りつぶしは 2 つ目の要素
に適用されます。

1 つのデータ系列の要素に塗りつぶしを適用するには、選択した塗りつぶしを、該当する系列の要 Â

素（棒など）にドラッグします。

これらの塗りつぶしは、線グラフおよび散布図には使用できません。これらのグラフタイプの系列要素
のフォーマット設定については、149ページの「折れ線グラフのデータポイントの記号や線をカスタマ
イズする」および 150ページの「散布図を使う」を参照してください。

選択した系列の要素の不透明度、線、影、塗りつぶしを調整するには：

変更する要素を選択し、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックして、目的の調整を加えます。 m

不透明度と塗りつぶしを調整するときに、「グラフィック」インスペクタの下部にある「不透明度」スラ
イダをドラッグすると、グラフ全体の不透明度が変化します。選択した系列だけを変更するには、系列
を選択して、必要に応じてカラー塗りつぶし、グラデーション塗りつぶし、または半透明イメージ塗り
つぶしの不透明度を調整します。詳細については、96ページの「不透明度を調整する」および 96ペー
ジの「オブジェクトを単色で塗りつぶす」を参照してください。



独自に作成したイメージを塗りつぶしとして使用する方法については、98ページの「オブジェクトをイ
メージで塗りつぶす」を参照してください。

要素の周りの線の外観を変更する方法については、93ページの「枠線のスタイルを変更する」を参
照してください。

影の変更については、94ページの「影を追加する」を参照してください。

選択した系列のデータ・ポイント・ラベルを表示したり、そのフォーマットを設定したりするには：

「グラフ」インスペクタの「系列」をクリックして、「数値ラベル」を選択します。次に、以下のいずれ m

かの操作を行います：

ラベルの配置を指定するには、位置のボタン（内側上部、中央、内側下部、外側左、外側右）の Â

いずれかを選択します。

横棒グラフと縦棒グラフでは、棒内側の上部、中央、下部、または棒先端のすぐ外側にラベルを配
置できます。積み重ね横棒グラフと積み重ね縦棒グラフでは、最後のオプションは使用できません。

面グラフでは、面内側の上部、中央、下部にラベルを配置でき、文字を左揃え、中央揃え、右揃
えにできます。

折れ線グラフでは、データポイント記号の上側、真上、下側にラベルを配置でき、文字を左揃え、
中央揃え、右揃えにできます。

データ値の表示フォーマットを指定するには、「フォーマット」ポップアップメニューからオプションを Â

選択します（詳細については、138ページの「グラフの軸のフォーマットを設定する」内の説明を
参照してください）。前に設定したカスタムの数値フォーマットを使用する場合、またはカスタムの
数値形式を作成する場合は、「カスタム」を選択します。詳細については、177ページの「独自のフォー
マットを使って表のセルに値を表示する」を参照してください。

負の数値を表示するときに、前にマイナス記号を付けるか丸かっこで囲むときは、隣のポップアップ Â

メニューで「–100」または「(100)」を選択します。

表示する小数点以下の桁数を指定するには、「小数点以下の桁数」フィールドに数を入力します。 Â

データ・ポイント・ラベルのテキスト属性の変更については、 Â 51ページの「テキストをアウトライ
ン表示する」を参照してください。

さまざまなビジュアルエフェクトを使用して、棒（縦棒グラフや横棒グラフの場合）、データポイントの
形状（折れ線グラフや散布図の場合）、面の形状など、データ系列の要素の外観を調整できます。

円グラフの分割部分もデータ系列を表しますが、フォーマットを設定する際に特別な注意点があります。
詳しくは、144ページの「円グラフの外観をカスタマイズする」を参照してください。

横棒グラフ、縦棒グラフ、円グラフの場合は、「グラフ」インスペクタの「系列」パネルでフォーマッ
ト設定に関する選択を行って、データ系列の形状や記号の外観やスタイルを変更できます。

系列のフォーマット設定オプションの多くは、フォーマットバーで利用することもできます。グラフの系
列要素を選択すると、フォーマットバーの項目が変化し、そのグラフ系列要素のフォーマットを設定す
るためのオプションが表示されます。
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グラフにエラーバーを表示する
円グラフを除くすべてのグラフタイプで、データポイントの周りにエラーバーを表示できます。「グラフィッ
ク」インスペクタで、線のさまざまな末尾や色から選択します。

選択した系列のデータポイントのエラーバーを表示するには：

 1 「グラフ」インスペクタで「系列」をクリックしてから、「インスペクタ」ウインドウの下部にある「詳細」
をクリックします。次に、「エラーバー」をクリックします。

散布図の場合は、2 つのデータ系列にエラーバーを表示できます。両方の軸の手順に従って個別にエ
ラーバーを設定します。

 2 ポップアップメニューで、エラーバーを表示する方法を選択します：

正負：  各データポイントの上下両方に完全なエラーバーを表示します。

正のみ：  各エラーバーの、データポイントの上になる部分だけを表示します。

負のみ：  各エラーバーの、データポイントの下になる部分だけを表示します。

 3 2 番目のポップアップメニューで、表示するエラーバーの種類を選択します：

固定値：  各データポイントのエラーバーを同じ絶対値に基づいて表示します。隣接するフィールドに値
を指定します。

割合（%）：  各データポイント値のエラーバーを一定のパーセンテージに基づいて表示します。隣接
するフィールドに割合（%）を指定します。

標準偏差：  データ集合の標準偏差に基づいてエラーバーを表示します。隣接するフィールドに標準偏
差の数値を指定します。

標準エラー：  標準のエラーバーを表示します。

カスタム：  独自の条件に基づいてエラーバーを設定できます。「正」フィールドには、データポイント
より上の部分のうち、どこまでをエラーバーに取り込むかを指定します。「負」フィールドには、デー
タポイントより下の部分のうち、どこまでをエラーバーに取り込むかを指定します。

グラフにトレンドラインを表示する
トレンドラインとは、選択する方程式のタイプに基づいてデータが計算され、その結果に合わせて描画
される線のことです。トレンドラインは、積み重ね横棒グラフ、積み重ね縦棒グラフ、積み重ね面グラフ、
および円グラフを除く、ほとんどのタイプのグラフで表示できます。

選択した系列のデータポイントのトレンドラインを表示するには：

 1 トレンドラインを表示する系列を選択して、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「グラフインスペクタ」ボタンをクリックして、「系列」をクリックします。

 3 「系列」パネルの下部にある「詳細」をクリックします。次に、「トレンドライン」をクリックします。

 4 以下の中から、トレンドラインの計算に使用する方程式のタイプを選択します：

線形状：回帰直線を生成します。単純な直線状のデータ系列に最適です。

対数：回帰曲線を生成します。値が急に増減した後で安定化する場合に最適です。

多項式：値の増減を示す凹凸を伴った曲線を生成します。使用したい多項式の次数を「順番」フィー
ルドで指定します。たとえば、4 次を選択すると 3 つの凸部または凹部が生成されます。



乗：一定の比率で増加する測定値を比較したいときに使用される曲線を生成します。「乗」は、ゼロ
または負の値が含まれるデータには使用できません。

指数：値が加速度的な増減を示す場合に使用する曲線を生成します。「指数」は、ゼロまたは負の値
が含まれるデータには使用できません。

移動平均：「期間」フィールドで指定したデータポイントの数からデータポイントの平均値を求め、そ
の値をトレンドラインポイントとして使用することで、トレンドラインを生成します。隣にあるフィールドで、
使用する期間を指定します。

 5 トレンドラインを表す方程式を確認するには、トレンドラインを選択してから、「方程式を表示」を選択
します。この方程式は、スライド上の適当な位置にドラッグできます。

 6 トレンドラインの計算に使用された R2 乗値を確認するには、トレンドラインを選択してから「R^2 値
を表示」を選択します。この数値は、スライド上の適当な位置にドラッグできます。

 7 トレンドラインのラベルを表示するには、トレンドラインを選択して、「ラベル」を選択します。隣接す
るフィールドにラベルを入力します。

 8 線の色や太さを変更するには、線を選択して、「インスペクタ」ウインドウの「グラフィック」ボタンをクリッ
クします。「グラフィック」インスペクタの「線」のコントロールを使って調整を行います。

グラフのタイトル、ラベル、凡例のテキストのフォーマットを設定する
グラフのサイズや外観、座標軸のタイトルやラベル、データポイントのラベル、凡例を変更できます。

ラベルや凡例に使うテキストのフォーマットを設定するには：

 1 フォーマットを設定したいテキストに応じて、適切な項目を選択します：

グラフのすべてのタイトルおよびラベルのフォーマットを設定するには（グラフの凡例を除きます）、グ
ラフをクリックして、すべてのテキストを目的のフォントおよび色に変更します。

1 つの系列でのみ、すべてのデータポイントのテキストのフォーマットを設定するには、その系列の 1 
つのデータポイントのテキストボックスを選択します。

座標軸のラベルのテキストのフォーマットを設定するには、そのテキストを選択します。

系列のすべてのラベルのテキストのフォーマットを設定するには、系列のラベルボックスを選択します。

グラフの凡例のテキストのフォーマットを変更するには、その凡例を選択します。

 2 フォーマットバーまたは「フォント」ウインドウを使用して、テキストのフォーマットを設定します。

手順については、51ページの「テキストのサイズを変更する」および 49ページの「テキストをボールド、
イタリック、またはアンダーライン付きにする」を参照してください。

円グラフの外観をカスタマイズする
1 つの円グラフは 1 組のデータ集合を表します。各分割部分は、その集合における 1 つのデータポイ
ントの値（各データ系列の 1 つ目のデータポイント）となります。データ系列が複数の行で構成され
ている場合は、最初の列のみがグラフの作成に使用されます。データ系列が複数の列で構成されてい
る場合は、最初の行のみがグラフの作成に使用されます。どのデータ集合も、「グラフ・データ・エディ
タ」で表の先頭の行または列に移動することによって、グラフに表示することができます。
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円グラフの個々の分割部分の外観を調整するには、まず円グラフを選択してから、変更する分割部分
を選択する必要があります。

円グラフの分割部分を選択するには、以下の操作を行います：

分割部分を選択するには、それをクリックします。 m

すべての分割部分を選択するには、いずれかの分割部分を選択し、Command ＋ A キーを押します。 m

隣接していない分割部分を選択するには、Command キーを押しながら分割部分を順に選択してい m

きます。

隣接している一連の分割部分を選択するには、最初の分割部分を選択し、Shift キーを押しながら最 m

後の分割部分を選択します。

円グラフの色やテクスチャを変更する

グラフの色やテクスチャを変更するには：

 1 系列の要素を特定の色やテクスチャで塗りつぶすには、ツールバーで「インスペクタ」＞「グラフイン
スペクタ」ボタン＞「グラフのカラー」とクリックします。塗りつぶしタイプ（「3D テクスチャ塗りつぶ
し」など）を 1 つ目のポップアップメニューから選択し、塗りつぶしセット（たとえば、「マーブル」、「木」
など）を 2 つ目のポップアップメニューから選択します。次に、以下のいずれかの操作を行います：

すべての分割部分を塗りつぶすには、「すべてに適用」をクリックします。1 つ目の塗りつぶしが 1 つ
目の系列の要素に適用され、同じように 2 つ目の塗りつぶしは 2 つ目の要素に適用されます。

1 つの分割部分を塗りつぶすには、塗りつぶしを分割部分にドラッグします。

 2 円グラフの個々の分割部分の不透明度、線、影、およびその他のグラフィック属性を調整するには、
変更する分割部分を選択し、「グラフィックインスペクタ」ボタンをクリックして、目的の調整を加えます。

不透明度と塗りつぶしを調整するときに、「グラフィック」インスペクタの下部にある「不透明度」 Â

スライダをドラッグすると、グラフ全体の不透明度が変化します。選択した系列だけを変更するには、
系列を選択して、必要に応じてカラー塗りつぶし、グラデーション塗りつぶし、または半透明イメー
ジ塗りつぶしの不透明度を調整します。詳細については、96ページの「不透明度を調整する」お
よび 96ページの「オブジェクトを単色で塗りつぶす」を参照してください。

独自に作成したイメージを塗りつぶしとして使用する方法については、 Â 98ページの「オブジェクト
をイメージで塗りつぶす」を参照してください。

要素の周りの線の外観を変更する方法については、 Â 93ページの「枠線のスタイルを変更する」を
参照してください。

影の変更については、 Â 147ページの「円グラフ全体や分割部分に影を付ける」を参照してください。

3D 円グラフの奥行きの品質の変更については、 Â 152ページの「3D グラフのシーン設定を調整す
るには」を参照してください。



円グラフにラベルを表示する
円グラフに系列やデータポイントのラベルを表示するには、「グラフ」インスペクタを使用します。

円グラフに系列名やデータ・ポイント・ラベルを表示するには：

 1 ラベルまたは系列名を表示したい円グラフまたは分割部分を選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフインスペクタ」ボタンをクリックします。

 3 「ラベル」を選択して、「位置」スライダをドラッグし、データポイントのラベルの配置を円グラフの中
心に近づけるか、遠ざけます。または、フィールドに値を指定して、分割部分と円グラフの中心との距
離を円グラフの半径の割合（%）として設定します。

 4 特定のフォーマットで値を表示するには、「フォーマット」ポップアップメニューから以下のいずれかを
選択してオプションを調整します：

数字：  単位なしでデータポイント値を表示します。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示したい小
数の桁数を指定します。負の値を表示するときに、前にマイナス記号を付けるか丸かっこで囲むときは、
ポップアップメニューで「–100」または「(100)」を選択します。小数点の左側の絶対値の順序を区
切る場合は、「区切り」を選択します。

通貨：  データポイントの値を金額として表示します。「記号」ポップアップメニューで通貨単位記号を
選択します。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示したい小数の桁数を指定します。負の値を表示
するときに、前にマイナス記号を付けるか丸かっこで囲むときは、ポップアップメニューで「–100」ま
たは「(100)」を選択します。小数点の左側の絶対値の順序を区切る場合は、「区切り」を選択します。

割合（%）：  データポイントの値を百分率で表示します。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示し
たい小数の桁数を指定します。負の値を表示するときに、前にマイナス記号を付けるか丸かっこで囲
むときは、ポップアップメニューで「–100」または「(100)」を選択します。小数点の左側の絶対値
の順序を区切る場合は、「区切り」を選択します。

日付と時刻：  データポイント値を日付と時刻の書式で表示します。

継続時間：  データポイント値を時間の単位で表示します（秒、分、週など）。

分数：  1 より小さいデータポイント値を分数として表示します。（値が 1 より大きい場合、データは分
数では表されません。）分数を丸める精度は、「精度」ポップアップメニューで選択します。「2 分の 1」、
「4 分の 1」などのオプションを選択すると、値は全体に対する割合として表示され、選択した単位で
近似値に丸められます。

科学計算：  データポイントの値を科学計算の表記で表示します。10 の累乗が「E+」と整数として表
現されます。「小数点以下の桁数」フィールドで、表示したい小数の桁数を指定します。

カスタム：  作成済みのカスタム数値フォーマットを選択するか、新規に作成します。詳細については、
177ページの「独自のフォーマットを使って表のセルに値を表示する」を参照してください。

 5 系列名を表示するには、「系列名を表示」を選択します。

 146  第 9章    データからグラフを作成する



 第 9章    データからグラフを作成する 147

個々の分割部分を円グラフから切り離す
視覚的に強調するために、分割部分を円グラフから切り離して表示することができます。

「膨張」スライダを使って円グラ
フの中心からの分割部分を切り
離します。

分割部分を切り離すには、以下の操作を行います：

2D または 3D 円グラフの中心から特定の分割部分を切り離すには、その分割部分を選択してドラッグ m

するか、「グラフ」インスペクタの「膨張」スライダをドラッグします。

2D または 3D 円グラフの中心から複数の分割部分を切り離すには、Shift キーまたは Command  m

キーを押したまま目的の分割部分を選択してドラッグするか、「グラフ」インスペクタの「膨張」スライ
ダをドラッグします。

3D 円グラフの中心からすべての分割部分を切り離すには、グラフを選択して「グラフ」インスペクタ m

の「膨張」スライダをドラッグします。

円グラフ全体や分割部分に影を付ける
個々の分割部分や円グラフ全体に影を付けることができます。分割部分に影を適用すると、それらは
強調されているように見えます。分割部分に影を追加するときは、あらかじめ切り離しておくことをお
勧めします。

影を付けるには：

 1 グラフまたは個々の分割部分を選択します。ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「グラフイ
ンスペクタ」ボタンをクリックします。以下のいずれかの操作を行います：

 Â 個別に選択した分割部分に影を付けるには、「影」ポップアップメニューから「個別」を選択します。

 Â 円グラフ全体に影を付けるには、「影」ポップアップメニューから「グループ」を選択します。

 2 影の属性は「グラフィック」インスペクタで設定できます。

手順については、94ページの「影を追加する」を参照してください。



2D 円グラフを回転させる
2D 円グラフを回転させるには、さまざまな方法があります。

円グラフを回転させるには、以下の操作を行います：

円グラフを選択し、ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリッ m

クしてから、「回転角度」ホイールまたはフィールドで調整します。

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックして、「回転」 m

のホイールをドラッグするか「角度」コントロールを使用してグラフの角度を設定します。

グラフを選択し、Command キーを押しながらマウスポインタをアクティブな選択ハンドルの方に持っ m

ていくと、ポインタの形状が曲がった両方向の矢印に変わります。この状態になったら選択ハンドルを
ドラッグします。

グラフを 45 度単位で回転させるには、Shift キーと Command キーを押しながら選択ハンドルまた m

は「回転」ホイールをドラッグします。

横棒グラフおよび縦棒グラフの影、間隔、系列名を設定する
横棒グラフおよび縦棒グラフで、横棒または縦棒の集合（データ集合）の間の距離を調整できます。デー
タ集合が積み重ねでないグラフでは、各横棒または各縦棒（個々のデータ集合）の間の距離を調整す
ることもできます。個別のデータ系列や、グラフ全体に影を適用することもできます。

積み重ねでない横棒グラフや縦棒グラフでは、系列名を表示することもできます。

横棒グラフおよび縦棒グラフをカスタマイズするには：

 1 横棒グラフまたは縦棒グラフを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリックして、「グラフ」をクリッ
クします。

 3 以下のいずれかを実行します：

棒の間またはカテゴリの間の間隔を変更します： Â

棒の間の間隔を変更するには、「棒の間隔」フィールドに値を入力するか、矢印をクリックして調整
します。

カテゴリの間の間隔を変更するには（積み重ねでないグラフの場合）、「集合の間隔」フィールドに
値を指定します。

入力値は、棒の太さを基準とした比率です。間隔を小さくすれば、棒自体は太くなります。また、
棒の端付近にポインタを持っていき、ポインタが両方向の矢印になった状態でドラッグすると棒の太
さを変えられます。

影を付けます： Â

個々の棒に影を付けるには、「影」ポップアップメニューから「個別」を選択します。

個々の棒のグループに影を付けるには、「影」ポップアップメニューから「グループ」を選択します。

影の属性は「グラフィック」インスペクタで設定できます。手順については、94ページの「影を追
加する」を参照してください。
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系列名を表示するには、「グラフ」インスペクタの「座標軸」パネルで、「カテゴリ軸」の「軸オプショ Â

ンを選択」ポップアップメニューから「系列名を表示」を選択します。（積み重ね横棒グラフと積み
重ね縦棒グラフでは、このオプションは使用できません。）

折れ線グラフのデータポイントの記号や線をカスタマイズする
面グラフや折れ線グラフでは、データポイントを円、三角形、正方形、ひし形などの記号で表すことが
できます。また、データポイント同士をつなぐ直線または曲線を表示することもできます。

このデータ系列の

データポイントは

三角形です。

このデータ系列の

データポイントは

円形です。

データポイントの記号や接続の線を変更するには、以下の操作を行います：

データポイントの記号を変更するには、データ系列（面または折れ線）を選択し、ツールバーの「イ m

ンスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリックして、「系列」をクリックします。「デー
タの記号」ポップアップメニューから記号を選択します。値を入力するか、隣接するフィールドのステッ
パーを使って、データポイントの記号のサイズを調整します。

ポイントを曲線で結びます。

データポイントに使用

する記号を選択します。

ポイントを曲線で結ぶには、データ系列（折れ線）を選択して、「接続ポイント」ポップアップメニュー m

から「曲線」を選択します。

線の色を変更するには、線を選択し、ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフィックイン m

スペクタ」ボタンをクリックして、「線」コントロールを使います。手順については、93ページの「枠
線のスタイルを変更する」を参照してください。



面グラフにデータポイントの記号を表示する
面グラフでは、データポイントを円、三角形、正方形、ひし形などの記号で表すことができます。

データポイントの記号を表示するには：

 1 データ系列（面）を選択し、ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタ
ンをクリックして、「系列」をクリックします。

 2 「データの記号」ポップアップメニューから記号を選択します。

 3 値を入力するか、隣接するフィールドのステッパーを使って、データポイントの記号のサイズを調整しま
す。

散布図を使う
散布図のデータの表示方法は、ほかのタイプのグラフとは異なります。1 つのデータ系列の値をプロッ
トするには、少なくとも 2 列または 2 行分のデータが必要です。複数のデータ系列を表示するには、
2 つの列（または行）を組にして追加していきます。

それぞれの値のペアによって、1 つのデータポイントの位置が決まります。列の先頭のデータ値が、ポ
イントの X 軸の値になります。2 番目のデータ値が Y 軸に対応します。ペアになっていないデータポ
イントを使ってすでにグラフを作成していて、そのグラフを散布図に変更する場合、「Keynote」では
予期したようにデータがプロットされないことがあります。表の中でデータをどのように配置するかに
よって、プロットをまったく作成できないことがあります。散布図の作成を選択する前に、プロットする
各データ系列の x と y のポイント値を必ず入力するようにしてください。

データポイントの記号や線の外観を変更するには、目的の記号や線を選択して、「グラフ」インスペク
タを開く必要があります。

選択したデータポイントの記号や線の外観を変更するには、以下のいずれかの操作を行います：

「データの記号」ポップアップメニューから選択を行い、値を入力するか、隣接するフィールドのステッ m

パーを使って、記号のサイズを調整します。

選択した系列のポイントを直線または曲線で結ぶには、「接続ポイント」ポップアップメニューからオプ m

ションを選択します。

グラフのデータポイントや線の色を変更するには、変更するデータポイントまたは線を選択して、「グラ m

フィック」インスペクタをクリックします。（データポイント、線、トレンドラインは同じデータ系列を表
しますが、色を個別に変更することができます。）「グラフィック」インスペクタで、「線」カラーウェル
をクリックして、「カラー」ウインドウから色を選択します。

グラフの線のスタイルや太さを変更するには、線を選択して、「線」ポップアップメニューから線のスタ m

イルを選択します。値を入力するか、隣接するフィールドのステッパーを使って、線の太さを調整します。

選択した系列のトレンドラインの表示については、143ページの「グラフにトレンドラインを表示する」
を参照してください。散布図の x 軸と y 軸の目盛りにエラーバーを表示できます。エラーバーの表示
の詳細については、143ページの「グラフにエラーバーを表示する」を参照してください。
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2 軸グラフおよび複合グラフをカスタマイズする
2 軸のグラフでは縦棒グラフまたは面グラフに折れ線グラフが重なり、グラフごとに別々の数値軸（y 
軸）が表示されます。グラフの左側の軸は「グラフ・データ・エディタ」にリストされている最初のデー
タ系列（折れ線で表されます）に属しており、数値軸（Y1）と呼ばれます。グラフの右側の軸は「グ
ラフ・データ・エディタ」にリストされている 2 番目のデータ系列（縦棒で表されます）に属しており、
数値軸（Y2）と呼ばれます。「グラフ」インスペクタには、それぞれの軸のフォーマットを個別に設定
できるコントロールが用意されています。下の図は 2 軸グラフを示しています。

これは線として表される

データ系列の Y 軸です。
これは列として表される

データ系列の Y 軸です。

複合タイプのグラフでは、1 つのグラフで、2 つの系列をそれぞれ異なるグラフタイプとして表すこと
ができます。たとえば、1 つのデータ系列を折れ線で表し、もう 1 つのデータ系列を縦棒で表すこと
ができます。

2 軸グラフでも複合グラフでも、それぞれのグラフタイプで表すことができるのは 1 つのデータ系列だ
けです。いずれかのデータ系列を縦棒グラフ、折れ線グラフ、または面グラフとして表すことができます。

図中のグラフのタイプを変更するには：

 1 グラフのタイプを変更するデータ系列を選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリックして、「系列」をクリッ
クします。

 3 「系列のタイプ」ポップアップメニューからグラフのタイプを選択します。

ほかのグラフタイプの場合と同様、さらにグラフの軸のフォーマットを設定したり、データ系列の要素
の外観をカスタマイズしたりできます。詳細については、137ページの「グラフのタイトルおよび凡例
を配置する／フォーマットを設定する」、138ページの「グラフの軸のフォーマットを設定する」、およ
び 141ページの「グラフのデータ系列の要素に書式を設定する」を参照してください。



3D グラフのシーン設定を調整するには
3D グラフでは、グラフの表示角度と照明角度を変更できます。

表示角度を変更するには：

3D グラフを選択し、表示される 4 方向矢印ボタンのヘッドのうちの 1 つをドラッグします。 m

3D シーン設定を調整するには：
 1 3D グラフを選択し、ツールバーで「インスペクタ」をクリックし、「グラフインスペクタ」ボタンをクリッ

クして、「グラフ」をクリックします。

 2 グラフの表示角度を変更するには、青い矢印ボタンの頭の部分をドラッグして、グラフを好みの角度に
調整します。

 3 ライトの角度と強度を変更するには、目的の外観を作成する「ライトのスタイル」ポップアップメニュー
からオプションを選択します。

 4 グラフ要素の奥行きを変更するには、「グラフの奥行き」スライダをドラッグします。

右側へドラッグすると、グラフ要素が手前に広がるような外観になります。奥行きの非常に深いグラフ
を作成する場合は、グラフのサイズを変更してスライドに合わせる必要がある場合があります。

 5 3D 円グラフのエッジを広げるには、「ベベルエッジを表示」を選択します。
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必要な数の行と列を含む表を追加したり、フォーマット設定したりします。
セルを結合したり分割したりして、テキストやイメージのレイアウトを人
の注意を引くものにします。

表は、データや情報を表示して、簡単に調べたり、比較したりできるようにする最適の方法です。ま
た、テキストやイメージをさまざまなレイアウトで表示するフレームワークとして使用することもできます。
「Keynote」には、多目的に使用できる表をデザインしたり、視覚的効果を作成したりして、プレゼ
ンテーションを強化するツールが用意されています。表のビルドと組み合わせて、「Keynote」は数値
データでさえ生き生きと表示することができます。表のビルドの機能について詳細は、122ページの「表
のビルドを作成する」を参照してください。

「Keynote」内の表は、「iWork」に組み込まれた一連の関数および数式と連動して数学的な計算
を行う機能を備えています。「iWork」で使用できる数式および関数の詳細については、「ヘルプ」＞
「iWork 数式および関数ヘルプ」と選択して、「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」を参照す
るか、または数式と関数のヘルプを開いてください。

表を追加する
「Keynote」に新しい表を追加すると、使用するテーマに応じてヘッダ行およびヘッダ列付きまたはヘッ
ダ行およびヘッダ列なしの 3 行× 3 列の表として表示されます。表はテーマに合うようにデザインさ
れています。

セルに内容を入力する前に、簡単にカスタマイズして、目的の数の列および行の表にし、ヘッダ列お
よびヘッダ行／フッタ行を追加／削除できます。

新しい表を作成するには：

 1 ツールバーの「表」をクリックするか、または「挿入」＞「表」と選択します。

3 行× 3 列の表が表示されます。

 2 フォーマットバーの行および列フィールドで目的の数を指定して、行や列の数を調整します。

 3 1 つまたは複数のヘッダ列を追加するには、フォーマットバーのヘッダ列ボタンをクリックし、ポップアッ
プメニューから目的の数（最大 5 まで）を選択します。

すでに複数のヘッダを追加している場合、またはすでにセルの内容を入力している場合を除いて、こ
の時点でヘッダ列ボタンを単にクリックすると、1 つのヘッダ列が追加／削除されます。
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 4 1 つまたは複数のヘッダ行を追加するには、フォーマットバーのヘッダ行ボタンをクリックし、ポップアッ
プメニューから目的の数（最大 5 まで）を選択します。

すでに複数のヘッダを追加している場合、またはすでにセルの内容を入力している場合を除いて、こ
の時点でヘッダ行ボタンを単にクリックすると、1 つのヘッダ行が追加／削除されます。

 5 1 つまたは複数のフッタ行を追加するには、フォーマットバーのフッタ行ボタンをクリックし、ポップアッ
プメニューから目的の数（最大 5 まで）を選択します。

すでに複数のフッタを追加している場合、またはすでにセルの内容を入力している場合を除いて、この
時点でフッタ行ボタンを単にクリックすると、1 つのフッタ行が追加／削除されます。

 6 表のサイズを変更するには、選択ハンドルのいずれかをドラッグします。

表の縦横比を保持するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

中心位置を動かさずに表を拡大するには、Option キーを押しながらドラッグします。

 7 表をスライドキャンバス上の目的の位置にドラッグします。

目的の行／列数を持つ表を描画するには：

 1 Option キーを押しながら、ツールバーの「表」をクリックします。

 2 Option キーを放して、スライドキャンバス上でドラッグします（ポインタが十字形で表示されます）。

ドラッグしているとき、表が表示され、表のサイズに応じて行や列の数が増減します。

 3 上記のタスクの説明に従って、表のサイズを変更し、配置します。

既存の表から新しい表を作成するには：

既存の表にある 1 つまたは複数の隣接するセルを元に、新たに表を作ることも可能です。元にするセ m

ルを選択し、スライドキャンバス上の空いている場所までドラッグしてください。

Pages 書類または Numbers シートにある表をコピーして、スライドキャンバスにペーストします。 m

参考：Numbers スプレッドシートで非表示になっている行や列および Numbers 表のセルに追加し
たコメントは、「Keynote」にコピーされません。

表のセルに内容を入力する方法については、157ページの「表のセルに内容を入力する」を参照して
ください。

表を作成後はいつでも、行や列を追加または削除し、行、列、およびセルの寸法を変更し、セルの色
や枠線のスタイルなどを変更して、外観を目的のデザインにすることができます。

表に行を追加する
すでにある行の間、あるいは末尾に行を追加することができます。表に 1 つまたは複数のフッタ行が
ある場合、末尾に追加した行は、そのフッタ行のすぐ上に表示されます。表にヘッダ行がある場合、
表の先頭に追加した新しい行は、そのヘッダ行の後に追加されます。

行を追加するには、以下の操作を行います：

表を選択し、フォーマットバーの行数フィールドで目的の行の数を指定します。 m

既存の表の末尾に新しい行が追加されます。

表の末尾に行を追加するには、表内の最後のセル（フッタ行の前）を選択して Tab キーを押します。 m
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表の任意の場所に 1 行だけ追加する場合は、セルを選択し、「フォーマット」＞「表」＞「行を上に追加」 m

または「行を下に追加」と選択します。

同じコマンドが、「表」インスペクタの「行と列を編集」ポップアップメニューにもあります。ツールバー
の「インスペクタ」をクリックし、「表」ボタンをクリックして「表」をクリックします。

表の任意の場所に複数の行を追加する場合は、追加したい新しい行数と同数の行までスパンしたセル m

を選択し（たとえば、3 行追加したい場合は 3 行を選択します）、「フォーマット」＞「表」＞「行を
上に追加」または「行を下に追加」と選択します。

同じコマンドが、「表」インスペクタの「行と列を編集」ポップアップメニューにもあります。ツールバー
の「インスペクタ」をクリックし、「表インスペクタ」ボタンをクリックして、「表」をクリックします。

一連のセルを 2 つの行に等分割することも可能です。詳しくは、 m 163ページの「表のセルを分割す
る」を参照してください。

表に列を追加する
すでにある列の間、あるいは末尾に列を追加することができます。表にヘッダ列がある場合、表の左
側に追加した新しい列は、そのヘッダ列の後に追加されます。

列を追加するには、以下の操作を行います：

表を選択して、フォーマットバーの列数フィールドで目的の列の数を指定します。 m

既存の表の最後に新しい列が追加されます。

表の任意の場所に 1 列だけ追加する場合は、セルを選択し、「フォーマット」＞「表」＞「列を前に追加」 m

または「列を後ろに追加」と選択します。

同じコマンドが、「表」インスペクタの「行と列を編集」ポップアップメニューにもあります。ツールバー
の「インスペクタ」をクリックし、「表インスペクタ」ボタンをクリックして、「表」をクリックします。

表の任意の場所に複数の列を追加する場合は、追加したい新しい列数と同数の列までスパンしたセル m

を選択し（たとえば、3 列追加したい場合は 3 列を選択します）、「フォーマット」＞「表」＞「列を
前に追加」または「列を後ろに追加」と選択します。

同じコマンドが、「表」インスペクタの「行と列を編集」ポップアップメニューにもあります。ツールバー
の「インスペクタ」をクリックし、「表インスペクタ」ボタンをクリックして、「表」をクリックします。

一連のセルを 2 つの行に等分割することも可能です。詳しくは、 m 163ページの「表のセルを分割す
る」を参照してください。

表の行／列を削除する
表の 1 つまたは複数の行／列を削除するには、まず削除したいそれぞれの行／列で少なくとも 1 つの
セルを選択する必要があります。

選択した行や列を削除するには：

「フォーマット」＞「表」＞「列を削除」または「行を削除」と選択します。 m

ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。「表」インスペクタで、「表」 m

をクリックし、「行と列を編集」ポップアップメニューから「行を削除」または「列を削除」を選択します。



表のサイズを変更する
表のサイズを変更するには、選択ハンドルのいずれかをつかんでドラッグするか、「位置と回転」イン
スペクタを使います。また、列の幅、行の高さを調整して、表のサイズを変更することもできます。

選択した表のサイズを変更するには、以下の操作を行います：

表を選択すると現れる、正方形の選択ハンドルのいずれかをつかんでドラッグします。 m

表の縦横比を保持するには、Shift キーを押しながらドラッグします。

中心位置を動かさずに表のサイズを変更するには、Option キーを押しながらドラッグします。

一方向にのみ表のサイズを変更したい場合は、隅のハンドルではなく辺のハンドルを使います。

寸法を数字で指定してサイズを変更するには、表、または表のセルを選択し、ツールバーの「インス m

ペクタ」をクリックし、「位置と回転インスペクタ」ボタンをクリックします。「サイズ」フィールドで新し
い幅と高さを指定します。表の縦横比を維持するには、幅と高さの値を変更する前に「縦横比を固定」
を選択します。

表の行／列のサイズを変更する
行／列のサイズを変更する最も簡単な方法は、その枠線をドラッグすることです。ただし、1 つまたは
複数のセルを選択し、メニューコマンドを使用して、セルの行または列を同じ高さや幅にすることもで
きます。

行の高さや列の幅の寸法を正確に指定する場合は、「表」インスペクタを使用します。

セルの内容がそのセルに対して大きすぎる場合は、クリッピングインジケータがセルの右下隅の四角形
内にプラス記号（＋）として表示されます。「表」インスペクタで、内容に合わせるよう、セルの自動
サイズ変更を設定することができます。

個々の行や列のサイズを変更するには：

1 行のサイズを変更するには、行の下の枠線を上下にドラッグします。 m

1 列のサイズを変更するには、列の枠線を左右にドラッグします。 m

行の高さまたは列の幅を均等にするには：

行のサイズをすべて同じにするには、表を選択し、「フォーマット」＞「表」＞「行の高さを均等にする」 m

と選択します。

いくつかの行のサイズを同じにするには、行の 1 つまたは複数のセルを選択し、「表」＞「行の高さ m

を均等にする」と選択します。行が隣接していなくても変更することができます。

列のサイズをすべて同じにするには、表を選択し、「フォーマット」＞「表」＞「列の幅を均等にする」 m

と選択します。

いくつかの列のサイズを同じにするには、列の 1 つまたは複数のセルを選択し、「表」＞「列の幅を m

均等にする」と選択します。列が隣接していなくても変更することができます。

行の高さまたは列の幅の寸法を指定するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 2 「表」インスペクタで「表」をクリックします。

 156  第 10章    表を使う



 第 10章    表を使う 157

 3 「列の幅」および「行の高さ」フィールドで値を指定します。

内容に合わせて表のセルのサイズを自動的に変更するには：

「表」インスペクタで、「内容に合わせて自動的にサイズ変更」を選択します。 m

表のすべてのセルのサイズがその内容に合うように変更されます。

表のセルに内容を入力する
セルへのテキストの入力を開始するのに必要な操作は、セルを選択し、入力を開始することだけです。
すでにセル内にあるテキストを選択するには、セルに挿入ポイントを配置する必要があります。いずれ
のモードの場合でも、矢印キーを使って表内を移動し、任意のセルにすばやくテキストを入力すること
ができます。

表のセルに入力する際のヒント：

テキストを入力するには、セルを選択し、入力を開始します。 m

セル内に挿入ポイントを配置するには、1 回目のクリックで表を選択し、2 回目のクリックでセルを選 m

択し、3 回目のクリックでセル内に挿入ポイントを配置します。

セル内に挿入ポイントを配置すると、横にドラッグしてテキストを選択したり、ダブルクリックして単語
を選択したり、トリプルクリックして段落を選択したりできます。

段落区切りを挿入するには、セル内に挿入ポイントを配置して、Return キーを押します。 m

行区切りを挿入するには、セル内に挿入ポイントを配置して、Option ＋ Return キーを押します。 m

表内にタブを挿入するには、セル内に挿入ポイントを配置して、Option ＋ Tab キーを押します。 m

テキストの配置を調整するには、1 つまたは複数のセルを選択し、フォーマットバーのテキストの配置 m

ボタンをクリックして、テキストの位置を左揃え、右揃え、中央揃え、両端揃え、またはセル内で上揃え、
中央揃え、下揃えに配置します。

内容がサイズに合わない表のセルをその内容に合うようにサイズ変更する方法については、 m 156ペー
ジの「表の行／列のサイズを変更する」を参照してください。

内容を表示するのに小さすぎる表のセルには、下部にクリッピングインジケータが表示されます。

クリッピングインジケータ

書体を変更するには、1 つまたは複数のセルを選択し、フォーマットバーのテキストのフォーマット設 m

定ボタンをクリックします。

フォントを選択します。

書体を選択します。

フォントサイズを選択します。

テキストの色を選択します。

「Keynote」が、入力する数値、テキスト、その他の種類の値を確実に解釈できるようにするには、 m

セルの値フォーマットをセルに適用します。171ページの「表のセルの値の表示フォーマットを設定す
る」内のトピックを参照してください。



参考：計算の実行に値を使用する関数では、テキスト文字列は無視されます。

前述したフォーマットバーを使用するテキストのフォーマット設定のほかに、表のセル内のテキストを
通常のテキストと同様にフォーマット設定することもできます。49ページの「テキストのサイズとフォー
マットを設定する」内のトピックを参照してください。

通常のテキストと同様に、表内で検索や置換およびスペルチェック機能を使用することができます。68
ページの「スライドにテキストのエラーがあるかどうかをチェックする」内のトピックを参照してくださ
い。

表のセルの内容を移動および編集する方法については、160ページの「表のセルの内容を編集する」
を参照してください。

表のセルを選択する／移動する
表内を簡単に移動するには、表のセルを選択し、同時にセル内のテキストを選択しないようにします。
セルを選択すると、その枠線が強調表示されます。

単独のセルを選択するには：

クリックして表を選択し、もう 1 回クリックして個々のセルを選択します。 m

セルを選択したら、Tab キー、Return キー、矢印キーを使って隣接したセルに選択したセルを移動
できます。

複数のセル、行、または列を選択するには：

隣接するセルをまとめて選択するには、1 つのセルを選択し、次に Shift キーを押しながら隣接するセ m

ルを選択します。

また、セルをクリックしてそのままドラッグすることにより、セルの範囲を選択することも可能です。

隣接しないセルは、Command キーを押しながら各セルを順に選択します。グループ内のセルの選 m

択を解除するには、もう一度 Command キーを押しながらセルをクリックします。

1 行または 1 列を選択するには、セルを 1 つ選択して、「表」インスペクタの「行と列を編集」ポップアッ m

プメニューから「行を選択」または「列を選択」を選択します。

複数の行を選択するには、該当する各行の、上下に隣り合うセルを選択しておいてから、「行を選択」 m

を選択します。

複数の列を選択するには、該当する各列の、左右に隣り合うセルを選択しておいてから、「列を選択」 m

を選択します。

選択部分を表のセルから表全体に変更するには：

Command ＋ Return を押すか、表の外側をクリックしてから表の任意の場所をクリックします。 m

セルが選択されているときの、隣接するセルを選択するショートカットを次に示します。
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選択するセル 操作方法

右隣のセル Tab キーを押します。
右端の列で Tab キーを押すと、次の行の先頭セルが選択
されます。

右下端のセルで Tab キーを押すと、新しい行が追加され、
その先頭のセルが選択状態になります。

左隣のセル Shift ＋ Tab キーを押します。

すぐ下のセル ↓キーを押します。

すぐ上のセル ↑キーを押します。

セルの自動入力を実行する
自動入力機能を使うと、隣接する一連のセルに、自動的に数値を順に増やしながら埋めていくことができ
ます。

表のセルに自動入力するには：

セルに値をペーストし、隣接するセルにも順に値を埋めていくには、まずセルを選択し、次に「塗りつぶし」 m

ハンドル（右下の小さい丸）をつかんで、そのまま値を埋めていく範囲を囲むようにドラッグします。

「塗りつぶし」ハンドルの上にポインタを置くと、値を埋めたいセルまでドラッグできることを示す大きな
プラス記号（＋）が表示されます。選択したセルのすべてのデータ、フォーマット、数式、塗りつぶし設
定もペーストの対象です。ペースト先のセルにデータが含まれている場合、そのデータは自動入力機能に
よって繰り返している値で上書きされます。

値をペーストして 1 つのセルの値を同じ行や列の複数のセルに入力するには、隣接するセルを 2 つ以上 m

選択し、次のいずれかを選択します。

「フォーマット」＞「表」＞「塗りつぶし」＞「右に適用」：  選択したセルに、選択した一番左のセル内
にある値を割り当てます。

「フォーマット」＞「表」＞「左に塗りつぶし」：  選択したセルに、選択した一番右のセル内にある値を
割り当てます。

「フォーマット」＞「表」＞「上に塗りつぶし」：  選択したセルに、選択した一番下のセル内にある値を
割り当てます。

「フォーマット」＞「表」＞「下に塗りつぶし」：  選択したセルに、選択した一番上のセル内にある値を
割り当てます。

選択したセルのすべてのデータ、フォーマット、数式、塗りつぶし設定もペーストの対象です。ペースト
先のセルにデータが含まれている場合、そのデータは自動入力機能によって繰り返している値で上書きさ
れます。

所定のパターンで値を増やしながら順に埋めていくことも可能です。たとえば、曜日や月が入っているセ m

ルを選択し、前述の塗りつぶしオプションを使用して右や下にドラッグすると、順に曜日や月の名前を埋
めていくことができます。



ある値を加算しながら数値を順に埋めていくには、最初にセルを 2 つ以上選択しておいてからドラッグし
ます。たとえば、最初に、1 および 2 という値が入った 2 つのセルがある場合、隣接する 2 つのセル
をドラッグすると 3、4 という値が入ります。同様に、最初に選択したセルが 1 と 4 であれば、隣接す
る 2 つのセルをドラッグすると、3 ずつ加算され、7、10 という値が入ります。

自動入力機能では、グループのセル間の現在の関係について設定は行われません。したがって、処理
後に特定のセルの値を変更しても、ほかのセルには影響しません。

「iWork」で使用できる関数と数式の一覧およびそれらの使用方法の詳細については、「ヘルプ」＞
「iWork 数式および関数ヘルプ」と選択して、「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」を参照す
るか、またはヘルプを開いてください。

表のセルの内容を編集する
セルの内容を変更、削除、コピー、入れ替え、移動することができます。

値を編集するには：

すでに入っているセルの値の一部を置き換えるには、セルを選択した後、置き換えたい部分をダブル m

クリックして選択します。複数個所を置き換えたい場合は、Shift キーを押しながら順に選択してくだ
さい。この状態で新しい値を入力します。

セルの値全体を置き換えたい場合は、セルを選択した後、そのまま新しい値を入力します。 m

「表」インスペクタで「Return キーで次のセルに移動」が選択されていない場合は、セルを選択して 
Return キーか Enter キーを押し、セル内の値をすべて選択してから、入力を開始することもできます。

すでに m 値が入っているところに新しい値を挿入するには、セルを選択した後、クリックして挿入ポイント
を置いてから入力します。

セルを選択してから行った変更をすべて取り消すには、Esc キーを押します。 m

セル、行、列の内容を削除するには、それらを選択しておいてから、Delete キーを押すか「編集」＞ m

「削除」と選択します。

「編集」＞「すべてを消去」と選択すれば、値だけでなく、背景色やスタイルの設定も削除されます。
この場合、デフォルトのスタイルが適用されることになります。

表内でセルの値を入れ替えるには、セルまたは隣接する一連のセルをクリックして選択し、選択範囲を m

入れ替え対象のセルまでドラッグします。選択したセルの値は、移動先のセルの値と入れ替わります。

同じ表の中、別の表、またはキャンバスへセルをコピーするには、選択したセルを、Option キーを m

押したままコピー先までドラッグします。移動先のセルの値が置き換えられ、元の位置の値はそのまま
残ります。

また、セルを選択して「編集」＞「コピー」と選択し、コピー先のセルを選択して「編集」＞「ペー
スト」と選択してもセルをコピーできます。

セルに数式や関数を設定する手順については、ヘルプの説明を参照してください。「ヘルプ」＞「iWork  m

数式および関数ヘルプ」と選択します。

セルのフォーマット設定については、171ページの「表のセルの値の表示フォーマットを設定する」内
のトピックを参照してください。
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表の外観およびレイアウトをカスタマイズする方法について
ヘッダ行／フッタ行を追加し、表または個々の表のセルの背景色または背景イメージを変更し、枠線
の色やスタイルを変更して、表の外観をカスタマイズできます。多目的に使用する表のレイアウトでは、
枠線のセグメントを追加、移動、または非表示にし、表のセルを結合または分割します。

表に特有のスライドのビルドエフェクトについては、122ページの「表のビルドを作成する」を参照し
てください。

表の行の色を交互に塗り分ける
行の背景色を交互に塗り分け、表全体を縞模様にすることができます。

行の色を交互に塗り分けるには：

 1 表を選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「表」をクリックします。

 4 「表」インスペクタの下部にある「1 行おきに色を付ける」を選択します。

 5 その隣のカラーウェルをクリックして「カラー」ウインドウを開き、行の背景に使う色を選択します。手
順については、25ページの「「カラー」ウインドウ」を参照してください。

 6 ほかの行の塗りつぶし属性を、「表」インスペクタの「セルの背景」オプションで設定します。手順に
ついては、166ページの「表のセルをカラーまたはイメージで塗りつぶす」を参照してください。

表のヘッダ行やヘッダ列を追加する
ヘッダ行やヘッダ列は、行や列に見出しを付ける場合に使います。そのため、表内のデータが入った
ほかの（本文の）行や列とは独立してフォーマットを設定できるようになっています。ヘッダ行のセルは、
各列の一番上に表示されます。ヘッダ列のセルは、各行の一番左に表示されます。

ヘッダ行とヘッダ列はそれぞれ 5 つまで使用できます。複数のヘッダを使うと、2 つ以上のヘッダ列や
ヘッダ行に名前を付けるときに便利です。複数の行または列にまたがるようにヘッダのフォーマットを
設定するには、163ページの「表のセルを結合する」の説明に従ってヘッダセルを結合します。

表にヘッダ列とヘッダ行の両方がある場合、左上のセルはヘッダ行の一部とみなされます。ヘッダ列は
ヘッダ行の下に表示されます（ヘッダ行が存在する場合）。



ヘッダ行／ヘッダ列を追加するには、まず表を選択します。

ヘッダ行／ヘッダ列を追加するには：

フォーマットバーのヘッダ行／ヘッダ列のポップアップメニューからヘッダ数を選択します。 m

サブメニューから「フォーマット」＞「表」＞「ヘッダ行」または「ヘッダ列」＞「 m n」（ヘッダ行／ヘッ
ダ列の番号）と選択します。

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「表インスペクタ」ボタンをクリックして、「表」をクリッ m

クします。「ヘッダとフッタ」ポップアップメニューからヘッダ行またはヘッダ列の数を選択します。

通常の行または列と同じように、ヘッダ行／ヘッダ列を削除します。詳細については、155ページの「表
の行／列を削除する」を参照してください。

ヘッダセルには、表のセル中の数式の読み取りや作成が簡単にできるようにするという重要な役割が
あります。「iWork」で使用できる関数と数式の一覧およびそれらの使用方法の詳細については、「ヘ
ルプ」＞「iWork 数式および関数ヘルプ」と選択して、「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」
を参照するか、またはヘルプを開いてください。

表のフッタ行を追加する
フッタ行は、表の末尾に注釈を入れるために使います。そのため、ほかの（本文の）行とは独立してフォー
マットを設定できるようになっています。フッタ列のセルは、各列の一番下に表示されます。

フッタ行は 5 つまで使用できます。フッタが複数の列にまたがるようにフォーマットするには、163ペー
ジの「表のセルを結合する」の説明に従って、フッタのセルを結合します。

フッタ行を追加するには、まず表を選択します。

フッタ行を追加するには：

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「表」インスペクタボタンをクリックします。「表」インス m

ペクタで、「表」をクリックし、「ヘッダとフッタ」ポップアップメニューからフッタ行の数を選択します。

サブメニューから「フォーマット」＞「表」＞「フッタ行」＞「 m n」（フッタ行の番号）と選択します。

通常の行と同じようにフッタ行を削除します。詳細については、155ページの「表の行／列を削除す
る」を参照してください。
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表のセルを結合する
隣り合う複数のセルを 1 つに結合すると、枠線が消え、全体を 1 つのセルのように扱えるようになり
ます。

セルを結合するには：

 1 隣接する 2 つ以上のセルを選択します。全体が四角形を成し、すべてが通常のセル、ヘッダセル、ま
たはフッタセルである必要があります。

 2 以下のいずれかを実行します：

「フォーマット」＞「表」＞「セルの結合」と選択します。 Â

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「表」インスペクタボタンをクリックします。「表」イン Â

スペクタの「表」をクリックし、「行と列を編集」ポップアップメニューから「セルを結合」を選択
します。

すでに結合されているセルの結合を解除するには：

「フォーマット」＞「表」と選択して、「セルの結合」の選択を解除します。 m

「表」インスペクタの「表」パネルにある「行と列を編集」ポップアップメニューの「セルを結合」の m

選択を解除します。

結合したセルの内容は次のようになります：

左右に隣り合うセルを結合すると、各セルの内容がテキストのみであっても、あるいはテキスト、 Â

数値、フォーマットを設定した値、数式などが混在していても、それぞれの値をテキストとして扱い、
タブで区切ったテキスト文字列になります。

上下に隣り合うセルを結合すると、各セルの内容がテキストのみであっても、あるいはテキスト、 Â

数値、フォーマットを設定した値、数式などが混在していても、それぞれの値をテキストとして扱い、
改行で区切ったテキスト文字列になります。

列の各セルを結合すると、セルの背景は、一番上のセルに設定されていたイメージや色になります。 Â

行の各セルを結合すると、セルの背景は、一番左のセルに設定されていたイメージや色になります。 Â

テキスト、数値、数式、セルのフォーマットなどが設定されたセルと、空のセルを結合した場合、 Â

新しいセルには空でないセルの内容がそのまま残ります。

数値のフォーマットが設定されたセルと空のセルを結合した場合、新しいセルには、数値のフォーマッ Â

トがそのまま残ります。

「iWork」で使用できる関数と数式の一覧およびそれらの使用方法の詳細については、「ヘルプ」＞
「iWork 数式および関数ヘルプ」と選択して、「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」を参照す
るか、またはヘルプを開いてください。

表のセルを分割する
セルの分割では、選択した各セルが横（行）または縦（列）に 2 等分されます。新しいセルの背景
色やイメージは、両方とも同じになります。分割前のセルに入っていたテキストは、一番上または一番
左のセルに残ります。



個々のセルを分割するには、セルを個別に選択します。行または列全体を分割するには、行または列
にあるすべてのセルを選択します。

選択したセルを横方向に分割するには、以下のいずれかの操作を行います：

「フォーマット」＞「表」＞「行を分割」と選択します。 m

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「表」インスペクタボタンをクリックします。「表」インス m

ペクタで「表」をクリックし、「行と列を編集」ポップアップメニューから「行を分割」を選択します。

選択したセルを縦方向に分割するには、以下のいずれかの操作を行います：

「フォーマット」＞「表」＞「列を分割」と選択します。 m

ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「表」インスペクタボタンをクリックします。「表」インス m

ペクタで「表」をクリックし、「行と列を編集」ポップアップメニューから「列を分割」を選択します。

すでに分割されているセルを再び結合するには：

再び結合したいセルをすべて選択し、「フォーマット」＞「表」＞「セルを結合」と選択します。 m

表のセルの枠線を選択する／移動する
表またはセルの枠線を選択し、それらの外観を変更したり、表内で移動したりできます。表全体の枠
線を選択したり、個々のセルの枠線（セグメント）を選択したりできます。また、複数の枠線のセグメ
ントを選択し、それらの外観を一度に簡単に変更することもできます。

表のセルを選択後、枠線の上にポインタを保持するとポインタが枠線をまたがって表示されます。この
外観は、クリックすると枠線または枠線のセグメントが選択されることを示します。クリックで表を選択し、
2 回目のクリックで枠線を選択し、3 回目のクリックで枠線のセグメントを選択します。

横の枠線の上にポインタを置くと、

ポインタはこのようになります。

縦の枠線の上にポインタを置くと、

ポインタはこのようになります。

表の特定の枠線をすばやく選択するには：

 1 表または表のセルを選択し、フォーマットバーで枠線の選択ボタンをクリックします。

枠線ボタン
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 2 ポップアップメニューから目的の枠線のセットを選択します。

 3 別のセグメント（または 2 つ選択されている場合は 1 つのセグメントのみ）を選択するには、並行す
る 2 つの線に変わるまで目的のセグメントの上にポインタを保持し、枠線をクリックして選択します。

選択した表の枠線を選択するには、以下のいずれかの操作を行います：

枠線をクリックして選択します。 m

別の枠線をクリックして選択します。 m

Shift キーまたは Command キーを押したままクリックしながら、複数の枠線を選択（または選択解除） m

します。

選択した枠線をダブルクリックして、枠線のセグメントを選択します。 m

Shift キーまたは Command キーを押したままクリックしながら、枠線のセグメントを複数選択（ま m

たは選択解除）します。

複数のセルの対応する枠線をすばやく選択するには：

 1 表、行、列、またはセルを選択します。

 2 ツールバーで「インスペクタ」をクリックし、「表」ボタンをクリックして、「表」インスペクタを開きます。

 3 「表」インスペクタで「表」をクリックします。

 4 「表」インスペクタで、「セルの枠線」ボタンのいずれかをクリックします。

枠線のセグメントを移動するには：

枠線のセグメントを選択し、目的の場所にドラッグします。 m

枠線のフォーマットを設定する
セルの枠線の太さや色を変更できます。また、枠線自体を表示しないようにすることも可能です。

表のセルの枠線のフォーマットを設定するには：

 1 フォーマットを設定したい枠線を選択します。

 2 線のスタイル（線）を変更するには、フォーマットバーの「線」ポップアップメニューをクリックして、実線、
破線、または「なし」（枠線を表示しない）を選択します。

クリックして線の色

を選択します。

クリックして線のスタイルを選択します。

クリックして線の太さを選択します。

 3 線の太さを変更するには、「線」ポップアップメニューに隣接するフィールドで数値を指定します。

0.25 ～ 10 の範囲外の値を入力するには、フィールドに値を入力します。

 4 線のカラーを変更するには、カラーウェルをクリックして、カラーマトリクスから色を選択します。詳細
なカラーオプションを表示するには、「カラーパネルを表示」を選択します。



「表」インスペクタの「表」パネルで、同様の枠線セグメントのスタイル設定ができます。「カラー」ウ
インドウを使って色を選択および管理する方法については、25ページの「「カラー」ウインドウ」を参
照してください。

表のセルをカラーまたはイメージで塗りつぶす
背景を追加したときの選択に応じて、表の個々のセルまたは表全体に、背景イメージ、単色、または
カラーグラデーションを加えることができます。

背景として使用されているイメージを置き換えるか、またはカラー塗りつぶしを変更するには、これら
の手順を繰り返します。

背景イメージまたは背景色を追加または変更するには：

 1 表全体あるいは表の 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーで「インスペクタ」をクリックし、「表インスペクタ」ボタンをクリックして、「表」インスペ
クタを開きます。

 3 「表」インスペクタで「表」をクリックして、以下のいずれかを実行します：

イメージを追加するには、「セルの背景」ポップアップメニューから「イメージ塗りつぶし」を選択 Â

します。イメージを選択し、イメージの表示方法を選択します。

背景色を追加するには、「セルの背景」ポップアップメニューから「カラー塗りつぶし」または「グ Â

ラデーション塗りつぶし」を選択し、色を選択します。

半透明色を重ねた背景イメージを追加するには、「セルの背景」ポップアップメニューから「半透明 Â

イメージ塗りつぶし」を選択してから、イメージと色を選択します。

表のセルの、イメージまたは色を使用する塗りつぶしは、図形の塗りつぶしと同じように動作します。
詳細手順については、96ページの「オブジェクトを色またはイメージで塗りつぶす」内のトピックを参
照してください。

セルまたは表の背景にイメージを配置するか、または色で塗りつぶすと、セル内への入力はそのイメー
ジまたは色の塗りつぶしの上に表示されます。

表を使用してデータを並べ替える／処理する方法について
「Keynote」内の表は、データを表示するだけではなく、データを並べ替えたり、処理したりすること
ができます。たとえば、データ列を追加／操作したり、別の関数や数式を適用して表の数値から結果
を計算したりできます。データ列を昇順または降順の値に並べ替えることもできます。さらに、セルに
指定したデータ値が含まれていることを直ちに確認できるように、条件に応じたフォーマットルールを
適用することができます。

「Keynote」内の表は、「iWork」に組み込まれた一連の関数および数式と連動して数学的な計算を
行う機能を備えています。「iWork」で使用できる関数と数式の一覧およびそれらの使用方法の詳細に
ついては、「ヘルプ」＞「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」または「iWork 数式および関数
ヘルプ」と選択して、「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」を参照するか、またはヘルプを開
いてください。
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表のセルで数値を操作する
数学演算を行う数式や関数などは、数値データが入ったセルを参照して処理を行います。

セル内の数値データを扱うさまざまなヒント：

数値セルでは、数値（0 ～ 9）と、プラス記号（＋）、マイナス記号（－）、左または右かっこ（ ）、スラッシュ m

（/）、通貨記号（たとえば $）、パーセント記号（%）、ピリオド（.）、大文字の E、小文字の e のみ
を使用できます。

 m 171ページの「表のセルの値の表示フォーマットを設定する」の説明に従って、数値にセルのフォーマッ
ト設定を適用することができます。

負の数値はマイナス記号（－）を付けて表します。 m

入力した数値が大きすぎて、表のセルで表示できない場合は、「Keynote」はその数値を別の数値フォー
マットに変換します：

小数が表示できない場合は、適当な桁で四捨五入されます。たとえば、1.77777777777777777777  Â

は 1.77777777777778 になります。

整数が表示できない場合は、指数で表示されます。たとえば、77777777777777777777 は  Â

7.777778E+19 などと表示されます。

これは仮数部と指数部（10 の累乗）に分けて表す表記方式です。指数部の先頭に「E」を付けて
表します。

それでもセルに収まらない場合、はみ出した部分は表示されません。詳しくは、156ページの「表の
行／列のサイズを変更する」を参照してください。

表のセル内のデータを並べ替える
 列の一部または全部のセルの値を、昇順または降順に並べ替えることができます。並べ替え対象のセ
ルを含む行の順番が変わります。ヘッダセルは並べ替えの対象になりません。

データ列を並べ替えるには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「表」ボタンをクリックして、「表」インスペクタを開きます。

 2 「表」インスペクタで「表」をクリックします。

 3 以下のいずれかを実行します：

列のセルの順番を変更して表を並べ替えるには、該当する列のいずれかのセルを選択してから、「行 Â

と列を編集」ポップアップメニューから「昇順に並べ替える」または「降順に並べ替える」を選択
します。

列のいくつかのセルの順番を変更して表の一部だけを並べ替えるには、セルを選択してから「昇順 Â

に並べ替える」または「降順に並べ替える」を選択します。

昇順または降順に並べ替えたとき、データのタイプによってどのような順序になるかを以下の表に示し
ます。



データのタイプ 昇順 降順

テキスト aA ～ zZ Zz ～ Aa

日付 年（古い順）、月（1 月から）、 
日（1 ～ 31）

年（新しい順）、月（12 月から）、 
日（31 ～ 1）

数値 － 2、－ 1、0、1…の順 1、0、－ 1、－ 2…の順

テキストのみのセルと数値のみの 
セルの組み合わせ

－ 2、－ 1、0、1 など、次いで  
aA ～ zZ

Zz ～ Aa、次いで 1、0、－ 1、－ 2 
など

テキストと数字が混在するセル 数字で始まるセルが先（1z、1Z、
a1、A1）

文字で始まるセルが先（A1、a1、
1A、1z）

空のセル 末尾 末尾

ブール値（TRUE、FALSE） テキストの下と空のセルの上 テキストの前

表のセルの値を監視して条件に応じたフォーマットを使用する
条件に応じたフォーマットは、セルにテスト値が含まれている場合にセルの外観を変更します。テスト値
は指定する特定の値、または表内のほかの特定のセル内の値に一致する値のいずれかです。

条件に応じたフォーマットを適用するには、1 つまたは複数のセルを選択してから、1 つ以上のルールを
定義します。ルールでは、セルにテスト値が含まれているときの視覚効果としてどれをセルに関連付ける
のか指定します。

複数のセルにルールを適用すると、テスト値がそれらのセルのいずれかに含まれていれば、条件に応じた
フォーマットが設定されます。

条件に応じたフォーマットルールを設定または変更するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

表全体に同じルールを適用するには、表全体を選択します。定義したルールは、ルールを定義したとき
に選択したセルにのみ適用されます。

 2 ツールバーで「インスペクタ」をクリックし、「表」インスペクタボタンをクリックして、「表」インスペク
タで「フォーマット」をクリックします。

 3 「ルールを表示」をクリックし、「条件に応じたフォーマット」ウインドウを開きます。

 4 「ルールを選択」ポップアップメニューから、テストの論理ルールを選択します。
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メニュー上部にあるセクションのオプションは、数値のテストにのみ適用されます。メニューの中央にある
セクションのオプションは、テキスト値に使用します。「日付」オプションは、日付に使用します。

 5 テスト値を指定するには、以下のいずれかの操作を行います：

数値またはテキストを指定するには、ポップアップメニューの右側にある値フィールドにテスト値を Â

入力します。

論理ルールとして「次の範囲内」または「次の範囲外」を選択した場合は、2 つの数値を入力す
る必要があります。

既存の表のセル内の値を指定するには、値フィールドで青いアイコンをクリックし、目的の値を含む Â

セルを表内で選択します。

論理ルールとして「次の範囲内」または「次の範囲外」を選択した場合は、2 つのセルの場所を
入力する必要があります。

 6 テスト値を含むセルに適用するフォーマットを指定するには、「編集」をクリックし、説明に従って選択
します：

「テキスト」カラーウェル：  セルの値に適用する色を選択するときにクリックします。



「フォント」スタイルボタン：  セルの値をボールドで表示する場合は「B」、イタリックで表示する場合は「I」、
アンダーライン付きで表示する場合は「U」、打ち消し線スタイルを適用する場合は「T」をそれぞれクリッ
クします。

「塗りつぶし」カラーウェル：  セルの塗りつぶし色を選択するときにクリックします。

クリックすると、選択した色の効果が「サンプル」ボックスに表示されます。

 7 想定通りの効果になったら、「終了」をクリックします。

 8 ほかにもルールを追加したい場合は、追加（＋）ボタンをクリックし、手順 3 ～ 7 を繰り返してください。

ルールを削除するには、削除（－）ボタンをクリックします。

すべてのルールを消去するには、「すべてのルールを消去」をクリックします。

 9 ルールを削除するには、削除（－）ボタンをクリックします。

 10 ルールを変更するには、そのポップアップメニューのオプションを再定義し、テスト値を変更するか、
またはフォーマット設定を変更して、以下のいずれかの操作を行います：

表のセルを参照するテスト値を削除するには、テスト値フィールドでセル参照を選択して、Delete  Â

キーを押します。

セル参照を別のセル参照と置き換えるには、テスト値フィールドでセル参照を選択し、目的の値を Â

持つ別のセルをクリックします。

テキストのテスト値をセル参照で置き換えるには、テスト値フィールドでテキストを選択し、小さな Â

青いアイコンをクリックして、セルをクリックします。

 11 同じ条件に応じたルールを別の表のセルに適用するには、再利用したいルールが設定されているセル
を選択し、「編集」＞「コピー」と選択してから、別の表にある 1 つまたは複数のセルを選択し、「編
集」＞「ペースト」と選択します。

 12 特定のセルと同じ条件に応じたフォーマットルールを持つ表内のすべてのセルを見つけるには、セルを
選択して、「すべてを選択」をクリックします。

一致するルールが設定されたセルが表で選択されます。

1 つのセルに対して複数のルールが定義されていて、セルの値が複数のルールの条件を満たす場合：
適用されるテキストの色は、テキストの色が指定されている最も上のルールに関連付けられた色に Â

なります。

適用されるフォントのスタイルは、フォントのスタイルが指定されている最も上のルールに関連付け Â

られたフォントのスタイルになります。

適用される塗りつぶしの色は、塗りつぶしの色が指定されている最も上のルールに関連付けられた Â

塗りつぶしの色になります。
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指定したテキストカラーがセルの値に適用された後に、そのセルに挿入ポイントを置いてフォーマットバー
または「テキスト」インスペクタでテキストカラーを変更してから新しいテキストを入力すると、新しいテ
キストは新しいテキストカラーで表示されますが、既存のテキストはルールで設定した色のままになりま
す。

表のセルの値の表示フォーマットを設定する
セルにフォーマットを適用して、所定の形で値を表示することができます。たとえば、通貨の値が入力
されているセルに通貨の書式を適用し、セルで数値の前に通貨記号（$、£、￥など）を表示すること
ができます。

セルのフォーマットでは、値の表示特性だけが設定されます。その値を数式で使用すると、フォーマッ
ト設定された値ではなく、実際の値が使用されます。唯一の例外は、小数点以下の数字がありすぎる
場合だけです。この場合、その数値は四捨五入されます。

セルのフォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「表」ボタンをクリックして、「表」インスペクタを開きます。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューからフォーマットを選択します。

目的に応じた使用するフォーマットの選択方法の詳細については、172ページの「表のセルのフォーマッ
ト」を参照してください。

各フォーマットタイプのオプションを設定する方法の詳細については、適用したいタイプのフォーマット
に固有のトピックを参照してください。

セルからセルのフォーマットを削除するには：

自動フォーマットを適用します。 m

値とフォーマット設定を削除するには、「編集」＞「すべてを消去」と選択します。 m

セルのフォーマットを定義した後、自動入力の機能により、複数のセルに同じフォーマットを適用する
ことができます。手順については、159ページの「セルの自動入力を実行する」を参照してください。

フォーマット設定済みの空のセルに値を追加するには、セルを選択して値を入力します。次のセルに移
ると、同じフォーマットが適用されます。



表のセルのフォーマット
表のセルのフォーマットの詳細な説明を以下に示します。

使用するセルのフォーマット 演算 参照先

自動 セルに含まれる文字に基づいて内容を
自動的にフォーマットします（特別な
フォーマット設定はありません）

172ページの「表のセルに自動フォー
マットを適用する」

数値 小数点以下の桁数、1,000 の位の区
切り記号、および負数の表示スタイル
などを指定する

173ページの「表のセルに数値型の
フォーマットを適用する」

通貨 金額を表す値の表示スタイルを設定 
する

174ページの「表のセルに通貨型
フォーマットを適用する」

割合（%） 数値の後に % 記号を付けて表示する 174ページの「表のセルにパーセント
型のフォーマットを適用する」

日付と時刻 日付と時刻の値の表示スタイルを設定
する

175ページの「表のセルに日付と時
刻のフォーマットを適用する」

継続時間 週、日、時間、分、秒、およびミリ秒
の値の表示スタイルを設定する

175ページの「表のセルに継続時間
型のフォーマットを適用する」

分数 1 より小さい値の任意の部分の表示を
フォーマットします

175ページの「表のセルに分数型の
フォーマットを適用する」

数字システム 特定の数字システム（10 進法や 2 進
法など）の規則を使って数値の表示ス
タイルを設定する

176ページの「表のセルに数字シス
テム型のフォーマットを適用する」

科学計算 仮数部と指数部（10 の累乗）に分け
て表す数値の表示スタイルを設定する

176ページの「表のセルに科学計算
型のフォーマットを適用する」

テキスト セルの内容を入力された通りに表示 
する

177ページの「表のセルにテキスト型
のフォーマットを適用する」

カスタム 独自のセルフォーマットを定義します。 178ページの「カスタム数値フォーマッ
トを作成する」

表のセルに自動フォーマットを適用する
自動フォーマットでは、セルの内容を使用してその内容を表示する方法を決定します。新しいセルを追加
すると、その内容はデフォルトで自動フォーマットを使用して表示されます。

自動フォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「自動」を選択します。
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自動フォーマットが割り当てられるセルの内容 表示用のフォーマット

数字 小数とカンマが入力した通りに表示されます。

たとえば、1,000,000.008 は 1,000,000.008 と表示され
ます。

通貨値 小数とカンマが入力した通りに表示されます。たとえば
$1,000.0075 は「$1,000.0075」と表示されます。

日付値 値は入力通りになり、数式では日付ではなく文字列として
扱われます。

たとえば 1/1 は「1/1」と表示されます。

ブール値 値「true」と「false」は「TRUE」と「FALSE」に変換
されます。これらのセルは、数式内のブール演算で使用で
きます。

割合値 数値の後に % 記号がある場合は、入力した通りに表示さ
れ、数式で割合値として扱われます。% 記号の前にスペー
スは必要ありません。

たとえば、「5%」と入力しても、「5 %」と入力してもか
まいません。

科学計算値 表示フォーマットでは、値が小数点以下 2 桁に丸められ 
ます。

たとえば、1.777E3 は 1.78+E3 と表示されます。

継続時間値 値は入力通りに保持され、テキストとして扱われます。

分数値 値は入力通りに保持され、テキストとして扱われます。

表のセルに数値型のフォーマットを適用する
数値のフォーマットでは、小数点以下の桁数、1,000 の位の区切り記号、負数の表示スタイルなどを指
定できます。

数値型のフォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「数字」を選択します。

 5 仮数部の有効桁数を表示するには、「小数点以下の桁数」フィールドに指定します。値に指定した桁数
以上の精度があれば、切り捨てではなく、四捨五入して表示されます。たとえば、セルのフォーマット設
定で小数点以下の桁数が 2 と設定されているとき、値が 3.456 であれば、3.45 ではなく 3.46 という
表示になります。

 6 負数の表示スタイルは、「小数点以下の桁数」フィールドの横にあるポップアップメニューで指定します。

 7 3 桁ごとに区切りを入れるかどうかは、「1,000 の位の区切り記号」で指定します。



表のセルに通貨型フォーマットを適用する
通貨型のフォーマットは、金額を表示する場合に使います。

通貨型フォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「通貨」を選択します。

 5 表示する通貨記号は、「記号」ポップアップメニューで指定します。

 6 仮数部の有効桁数を表示するには、「小数点以下の桁数」フィールドに指定します。値に指定した桁
数以上の精度があれば、切り捨てではなく、四捨五入して表示されます。たとえば、セルのフォーマッ
ト設定で小数点以下の桁数が 2 と設定されているとき、値が 3.456 であれば、3.45 ではなく 3.46 
という表示になります。

 7 負数の表示スタイルは、「小数点以下の桁数」フィールドの横にあるポップアップメニューで指定します。

 8 3 桁ごとに区切りを入れるかどうかは、「1,000 の位の区切り記号」で指定します。

 9 セルの端に通貨記号を表示するには、「会計スタイル」を選択します。

表のセルにパーセント型のフォーマットを適用する
数値の後ろにパーセント（%）記号を表示するには、パーセント型のフォーマットを使います。

値を数式内で使う場合、これを 10 進数値にした値が使われます。たとえば、3.00% と表示される値は、
数式では 0.03 として使用されます。

自動フォーマットを使ってフォーマットされているセルに「3%」と入力し、その割合（%）のフォーマッ
トをセルに適用すると、値は 3% と表示されます。ただし、自動フォーマットを使ってフォーマットされ
ているセルに「3」と入力し、その割合（%）のフォーマットをセルに適用すると、値は 300% と表示
されます。

パーセント型のフォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「割合（%）」を選択します。

 5 仮数部の有効桁数を表示するには、「小数点以下の桁数」フィールドに指定します。

値に指定した桁数以上の精度があれば、切り捨てではなく、四捨五入して表示されます。たとえば、
セルのフォーマット設定で小数点以下の桁数が 2 と設定されているとき、値が 3.456 であれば、3.45 
ではなく 3.46 という表示になります。

 6 負数の表示スタイルは、「小数点以下の桁数」フィールドの横にあるポップアップメニューで指定します。

 7 3 桁ごとに区切りを入れるかどうかは、「1,000 の位の区切り記号」で指定します。
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すでに値が入っているセルに割合（%）のフォーマットを適用すると、元の値は 10 進数値であったと
見なされて変換されます。たとえば、3 は 300 % になります。

「iWork」で使用できる関数と数式の一覧およびそれらの使用方法の詳細については、「ヘルプ」＞
「iWork 数式および関数ヘルプ」または「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」と選択して、
「iWork 数式および関数ユーザーズガイド」を参照するか、またはヘルプを開いてください。

表のセルに日付と時刻のフォーマットを適用する
日付と時刻の値を表示するには、日付と時刻のフォーマットを使用します。

「セル」インスペクタを使って日付／時刻型のフォーマットを定義するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「日付と時刻」を選択します。

 5 日付の表示形式は「日付」ポップアップメニューから選択します。

 6 時刻の表示形式は「時間」ポップアップメニューから選択します。

表のセルに継続時間型のフォーマットを適用する
週、日、時、分、秒、ミリ秒などの時間の増分を表す値に対して、時間型のフォーマットを使用します。

継続時間型のフォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「継続時間」を選択します。

 5 「単位」コントロールを使って、継続時間値に表示したい単位を選択します。

デフォルトでは、時、分、秒（h、m、s）が表示されます。

単位を 1 つだけ選択するには、スライダの左または右の端をそれ以上短くならない位置まで中心方向
にドラッグします。それからスライダの中央をクリックして、使用したい単位の上までドラッグします。

複数の単位を選択するには、使用したい単位にかかるようにスライダのサイズを変更してドラッグしま
す。

 6 「フォーマット」ポップアップメニューから表示フォーマットを選択します。

表のセルに分数型のフォーマットを適用する
分数型のフォーマットは、1 未満の数値の任意の部分の表示方法を制御するために使います。たとえ
ば、27.5 という値は、フォーマットが「2 分の 1」ならば「27 1/2」、「8 分の 1」ならば「27 4/8」
と表示されます。



分数型のフォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「分数」を選択します。

 5 「精度」ポップアップメニューから表示フォーマットを選択します。

表のセルに数字システム型のフォーマットを適用する
底 2 から底 36 までの数字システムの表記規則を使用して数値を表すときは、数値システムフォーマット
を使用します。底 2、8 または 16 のフォーマットを使用するときは、負数を表すときに値の前にマイナ
ス記号をつけるか 2 の補数表現を使用します。それ以外のすべての底による負数は、マイナス記号を使
用して表示します。

数字システム型のフォーマットを定義するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「数字システム」を選択します。

 5 「基数」フィールドを使って、使用したい数字システムの基数の値を指定します。

 6 「桁数」フィールドを使って、表示する桁の総数を指定します。

 7 底 2、8、16 を選択した場合は、負の数値の表示オプションを選択します。

マイナス記号：  負の数値の前にマイナス記号（－）を付けて表示します。

2 の補数：  2 の補数の表記を使って負の数値を表示します。

他のすべての数字システムでは、常にマイナス記号を使って負の数値が表示されます。

以下の表にさまざまなケースで数字システムが表示される例を示します。

数字システム 100 の表示方法 マイナス記号による –100 
の表示方法

2 の補数による –100 の 
表示方法

底 2 1100100 –1100100 10011100

底 8 144 –144 634

底 10 100 –100 –100

底 16 64 –64 9C

表のセルに科学計算型のフォーマットを適用する
科学計算型のフォーマットは、有効数字（仮数部）に 10 の累乗（指数部）を掛ける形で数値を表記
する場合に使用します。指数部の先頭に「E」を付けて表示します。たとえば、5.00 という値は、指数
表示では 5.00E+00 と表示されます。また、12345 は 1.23E+04 と表示されます。
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科学計算型のフォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「科学計算」を選択します。

 5 「小数点以下の桁数」フィールドを使用し、表示する小数点以下の桁数を指定します。

表のセルにテキスト型のフォーマットを適用する
数値として解釈できる場合でもテキストとして扱いたい場合に使います。テキスト型のフォーマットがセル
に適用されると、その値は入力通りに表示されます。

テキスト型のフォーマットを適用するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「テキスト」を選択します。

独自のフォーマットを使って表のセルに値を表示する
数値、テキスト、および日時の値を表示するために、独自のセルフォーマットを作成することができます。
作成したセルフォーマット（カスタムフォーマット と呼ばれます）は「表」インスペクタの「フォーマット」
パネルにある「セルのフォーマット」ポップアップメニューで表示されます。

操作 参照先

通貨や小数などの数値のカスタムフォーマットを定義して、
それらのフォーマットを表のセルの数値に適用する 

178ページの「カスタム数値フォーマットを作成する」
180ページの「カスタム数値フォーマットの「整数」項目
を定義する」

180ページの「カスタム数値フォーマットの「小数点以下
の桁数」項目を定義する」

182ページの「カスタム数値フォーマットの尺度を定義す
る」

表のセル内の数値に応じて変化するカスタム数値フォー
マットを定義する

184ページの「カスタム数値フォーマットに条件を関連付
ける」

表のセルに日、月、年、時、分、およびその他の日付／
時刻属性を指定するためのカスタム日付／時刻フォーマッ
トを定義する 

186ページの「カスタム日付／時刻フォーマットを作成す
る」

表のセルに入力される値の横に表示したいテキストを定義
する

187ページの「カスタム・テキスト・フォーマットを作成す
る」

作成したカスタムフォーマットを管理する 188ページの「カスタムセルフォーマットを変更する」
189ページの「カスタムセルフォーマットを並べ替える／
名前を変更する／削除する」



カスタム数値フォーマットを作成する

表のセル内の数値に対して独自の表示フォーマットを定義するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

カスタムフォーマットウインドウが表示されます。

フォーマットフィールド

項目をフォーマットフィールド
にドラッグします。

 5 「タイプ」ポップアップメニューから「数字とテキスト」を選択します。

 6 「数字とテキストを構成する項目」ボックスからその上のフォーマットフィールドに（青い）項目をドラッ
グすることで、数値フォーマットを定義します。

開閉用三角ボタンをクリックしてフ
ォーマットオプションを選択します。

整数：  小数点の左側の桁のフォーマットを設定するときにこの項目を追加します。詳細については、
180ページの「カスタム数値フォーマットの「整数」項目を定義する」を参照してください。
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通貨：  通貨記号を表示するときにこの項目を選択します。使用したい記号を指定するには、「通貨」項
目を追加し、開閉用三角ボタンをクリックして記号を選択します。

小数点以下の桁数：  小数の表示桁数を設定するときにこの項目を追加します。詳細については、180ペー
ジの「カスタム数値フォーマットの「小数点以下の桁数」項目を定義する」を参照してください。

スペース：  項目の間隔を調整するときにこの項目を使用します。スペースの量を指定するには、「スペース」
項目を追加し、開閉用三角ボタンをクリックしてオプションを選択します。「標準」を選択すると標準のス
ペース、「ワイド」を選択すると em スペース、「狭」を選択すると em スペースの 1/6 が追加されます。
これらのオプションを使って複数の「スペース」項目を追加できますが、「フレキシブル」にできる「スペース」
項目は 1 つだけです。このオプションの前にある項目が左揃えに、後ろにある項目が右揃えになるためで
す。

尺度：  数値の表示単位を設定するときにこの項目を使用します。たとえば、100 を超える数値を 100 
の倍数として表示できます（1000 が 10 と表示されます）。詳細については、182ページの「カスタム
数値フォーマットの尺度を定義する」を参照してください。

 7 項目の前後に定義済みテキストを表示するには、フォーマットフィールド内に挿入ポイントを置いてからテ
キストを入力します。いずれかの項目をクリックして、左右の矢印キーを押すと、挿入ポイントを配置で
きます。

 8 フィールド内の項目を削除するときは、選択してから Delete キーを押します。

項目をフィールド内で移動するときは、ドラッグします。

 9 「名前」フィールドに、数値フォーマットの名前を入力します。

カスタムフォーマットの名前は、「表」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「セルのフォーマット」
ポップアップメニューに表示されます。

 10 「OK」をクリックして数値フォーマットを保存すると、選択したセルに適用されます。

数値フォーマットの例を紹介します：

ハイフンは「スペース」項目です。通貨記号と数値との間に標準の 1 スペースを表示するときに設定 Â

します。

ドル記号は「通貨」項目です。 Â

#,### は「整数」項目で、999 より大きい値では 1,000 の位の区切り記号を使用して表示します。 Â

.## は、「小数点以下の桁数」項目です。 Â

セルに入力する数値 数値の表示方法

10000000 残高：US$ 10,000.000

0.95 残高：US$ 0.95

.666 残高：US$ 0.67



カスタム数値フォーマットの「整数」項目を定義する
「整数」項目を使用すると、表のセルにおける整数のフォーマットをカスタマイズできます。

「整数」項目をカスタムの数値型フォーマットに追加したら、その項目を選択して開閉用三角ボタンをクリッ
クし、ポップアップメニューのオプションを使用して項目の表示属性をカスタマイズすることができます。

「整数」項目のポップアップメニューを使用するには：

1,000 の位の区切り記号を表示したり隠したりするときは、「区切りを表示」または「区切りを隠す」を m

選択します。

整数の桁数が特定の桁数より少ないときに、その前にゼロまたは空白を表示するときは、「未使用の桁に  m

0 を表示」または「未使用の桁に空白を使用」を選択します。フォーマットフィールドに表示されている
ゼロまたはハイフンの数を増減する場合は、ポップアップメニューの「数字を追加」、「数字を削除」、ま
たは「桁数」を選択するか、上下の矢印キーを使って桁数を設定します。

選択するオプション 数値 表示方法

区切りを表示 10000000 10,000,000

区切りを隠す 10000000 10000000

「未使用の桁に 0 を表示」、「桁数」
を 6 に設定

100 000100

カスタム数値フォーマットの「小数点以下の桁数」項目を定義する
「小数点以下の桁数」項目を使って、表のセル内の小数の外観をカスタマイズできます。小数点以下の
桁とは、小数点の右側に表示される数字のことです。
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カスタム数値フォーマットに「小数点以下の桁数」項目を追加した後に、それを選択して開閉用三角ボ
タンをクリックしてから、ポップアップメニューのオプションを使ってその項目の表示属性をカスタマイズし
ます。

「小数点以下の桁数」項目のポップアップメニューを使用するには：

小数を数値として表示するときは、「小数点以下の桁数」を選択します。 m

小数の桁数が特定の桁数より少ないときに、使われていない小数点以下の桁を表現するために、「末尾
の 0 を表示」または「末尾の 0 に空白を使用」を選択します。それから、フォーマットフィールドに表
示されているゼロまたはハイフンの数を増減します。ポップアップメニューから「数字を追加」、「数字を
削除」、または「桁数」を選択するか、上下の矢印キーを使って桁数を設定してください。

指定した桁数よりも桁数が多い小数が表のセルに入力されると、指定した桁数に合わせて丸められます。

小数を分数として表示するときは、「分数」を選択します。 m

分数の単位（「4 分の 1」など）を指定するには、その項目の開閉用三角ボタンをもう一度クリックし、ポッ
プアップメニューからオプションを選択します。

表のセルに小数が入力されたときにそれが表示されないようにする場合は、「小数点以下の桁数」項目を m

フォーマットフィールドに追加しないでください。

セルに小数が入力されると、表示される値は最も近い整数に丸められます。

選択するオプション 数値 表示方法

「小数点以下の桁数」と「末尾の 0 
を表示」、「桁数」を 6 に設定

100.975 100.975000

「分数」、「2 桁まで（23/24）」オプ 
ションを選択

100.975 100 39/40
フォーマットフィールドで「整数」項目
と「小数点以下の桁数」項目の間に「ス
ペース」項目を追加すると、整数と分
数の間に空白が表示されます。

「分数」、「4 分の 1」オプションを 
選択

100.16 100 1/4



カスタム数値フォーマットの尺度を定義する
「尺度」項目を使用すると、表のセルに入力した数値をパーセントや指数表現といったさまざまな値の尺
度表記法で表示できます。

「尺度」項目を使用するには：

 1 178ページの「」での説明に従って追加します。

 2 フォーマットフィールドで「尺度」項目を選択し、開閉用三角ボタンをクリックして、オプションを選択し
ます。

すでに値が入っているセルに尺度項目が含まれるフォーマットを適用しても、元の値には影響ありません
（表示だけが変わります）。同じフォーマットを空のセルに適用し、その後、セルに値を追加すると、指
定した尺度が考慮されて実際の値が決まります。これらの具体例を次の表で紹介します。

尺度のオプション 表のセルに 12000 を入力
する

実際の値 表示される値

パーセント その後でオプションを適用 
する

1200000% 1200000

 その前にオプションを適用
する

1200000% 12000

パーセント (%) その後でオプションを適用 
する

1200000% 1200000%

 その前にオプションを適用
する

12000% 12000%

100 その後でオプションを適用 
する

12000 120

 その前にオプションを適用
する

12000 120
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尺度のオプション 表のセルに 12000 を入力
する

実際の値 表示される値

100 (C) その後でオプションを適用 
する

12000 120C

 その前にオプションを適用
する

12000 120C

1000 その後でオプションを適用 
する

12000 12

 その前にオプションを適用
する

12000 12

1000 (K) その後でオプションを適用 
する

12000 12K

 その前にオプションを適用
する

12000 12K

100 万 その後でオプションを適用 
する

12000 0

 その前にオプションを適用
する

12000 0

100 万 (M) その後でオプションを適用 
する

12000 0M

 その前にオプションを適用
する

12000 0M

10 億 その後でオプションを適用 
する

12000 0

 その前にオプションを適用
する

12000 0

10 億 (B) その後でオプションを適用 
する

12000 0B

 その前にオプションを適用
する

12000 0B

兆 その後でオプションを適用 
する

12000 0

 その前にオプションを適用
する

12000 0



尺度のオプション 表のセルに 12000 を入力
する

実際の値 表示される値

兆 (T) その後でオプションを適用 
する

12000 0T

 その前にオプションを適用
する

12000 0T

科学計算 その後でオプションを適用 
する

12000 1E+0.4

 その前にオプションを適用
する

12000 1E+0.4

カスタム数値フォーマットに条件を関連付ける
カスタムの数値型フォーマットに条件を関連付け、表のセルの入力内容に応じてセルの内容の表示特性
を変化させます。

この数値フォーマットには 4 つの条件が定義されています。

上記のフォーマットが設定されたセルに入力する値 表示される値

15000 Due: $0015.00K

0 Paid in Full

-500 Credit: $ (0000.50K)

Account closed Note: Account closed

条件付きのカスタム数値フォーマットを作成するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

カスタムフォーマットウインドウが表示されます。

 184  第 10章    表を使う



 第 10章    表を使う 185

入力した数値がほかのどの条件も満たさない場合、一番上のフィールドで指定した表示フォーマットが適
用されます。テキストを構成する項目の条件が使用できるのは、この一番上のフィールドだけです。テキ
ストを構成する項目の詳細については、187ページの「カスタム・テキスト・フォーマットを作成する」
を参照してください。

 5 フォーマットフィールドの右側にある追加（＋）ボタンをクリックして条件を追加します。

 6 新しいフォーマットフィールドの上にあるポップアップメニューから条件のオプションを選択します。

 7 フォーマットフィールドに項目を追加することで、数値が条件を満たした場合に適用したい数値フォー
マットを定義します。

フォーマットフィールドの操作については、178ページの「カスタム数値フォーマットを作成する」を参
照してください。

 8 必要に応じて手順 5 ～ 7 を繰り返し、すべての条件を定義します。

参考：条件を削除するときは、そのフォーマットフィールドの右側にある削除（－）ボタンをクリックし
ます。

 9 一番上のフォーマットフィールドに、数値がすべての条件を満たさない場合に適用したい表示フォーマッ
トを定義します。

数値ではなくテキスト値が入力された場合は、あらかじめ定義されたテキストを表示するように、「入
力されたテキスト」項目を使用できます。

 10 「名前」フィールドに数値フォーマットの名前を入力してから、「OK」をクリックしてフォーマットを保
存すると、選択したセルにフォーマットが適用されます。

カスタムフォーマットの名前は、「表」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「セルのフォーマッ
ト」ポップアップメニューに表示されます。



カスタム日付／時刻フォーマットを作成する

表のセル内の日付／時刻値に対して独自の表示フォーマットを定義するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

カスタムフォーマットウインドウが表示されます。

 5 「タイプ」ポップアップメニューから「日付と時刻」を選択します。

 6 「日付と時刻を構成する項目」ボックスからその上のフォーマットフィールドに（青い）項目をドラッグ
して、日付／時刻のフォーマットを定義します。

 7 フォーマットフィールドに項目が入ったら、開閉用三角ボタンをクリックして、ポップアップメニューから
フォーマットオプションを選択します。

 8 項目の前後に定義済みテキストを表示するには、フォーマットフィールド内に挿入ポイントを置いてか
らテキストを入力します。いずれかの項目をクリックして、左右の矢印キーを押すと、挿入ポイントを
配置できます。

 9 項目の間にスペースを表示するには、挿入ポイントを置いてスペースバーを 1 回以上入力します。

 10 フィールド内の項目を削除するときは、選択してから Delete キーを押します。

項目をフィールド内で移動するときは、ドラッグします。

 11 「名前」フィールドに、日付／時刻フォーマットの名前を入力します。

カスタムフォーマットの名前は、「表」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「セルのフォーマッ
ト」ポップアップメニューに表示されます。
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 12 「OK」をクリックして日付／時刻フォーマットを保存すると、選択したセルに適用されます。

フォーマットが設定されたセルに日付または時刻の値を入力した場合、入力した値にハイフン（-）また
はスラッシュ（/）が含まれている場合にフォーマットが適用されます。

次に例を示します：

セルに入力する値 表示される値

99/4/16 1999 年の 4 月 16 日はその年の 106 日目

2-23 2008 年の 2 月 23 日はその年の 54 日目

Dec. 15, 2010 Dec. 15, 2010

カスタム・テキスト・フォーマットを作成する
表のセルに他のフォーマットが適用されていないときに、セルに入力した値の前または後に表示するテキ
ストを定義できます。

作成するカスタムのテキスト型フォーマットは次のように表示されます：

上記のフォーマットが設定されたフィールドに「Need to update address」と入力すると、値は「Notify 
customer: Need to update address」のように表示されます。

表のセルに表示するテキストを定義するには：

 1 1 つまたは複数のセルを選択します。

 2 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「表」ボタンをクリックします。

 3 「表」インスペクタで「フォーマット」をクリックします。

 4 「セルのフォーマット」ポップアップメニューから「カスタム」を選択します。

カスタムフォーマットウインドウが表示されます。

 5 「タイプ」ポップアップメニューから「数字とテキスト」を選択します。

 6 （青の）「入力されたテキスト」項目を「日付と時刻を構成する項目」ボックスからこのボックスの上に
ある空のフォーマットフィールドにドラッグします。（このフィールドにすでに何らかの項目が含まれている
場合は、「入力されたテキスト」項目をドラッグする前に削除します。）



 7 項目の前または後に挿入ポイントを置き、テキストを入力します。必要に応じてスペースを追加します。
挿入ポイントを置くときは、項目をクリックして左右の矢印キーを押します。

 8 「名前」フィールドに、テキストフォーマットの名前を入力します。

カスタムフォーマットの名前は、「表」インスペクタの「フォーマット」パネルにある「セルのフォーマッ
ト」ポップアップメニューに表示されます。

 9 「OK」をクリックしてテキストフォーマットを保存すると、選択したセルに適用されます。

カスタムセルフォーマットを変更する
カスタムのセルフォーマットを作成したら、その名前と関連する要素をいつでも変更できます。

カスタムフォーマットを変更して変更を表のセルに適用するには：

セルに適用されているカスタムフォーマットで使用されている項目を変更するには、セルを選択し、「表」 m

インスペクタの「フォーマット」パネルで「フォーマットを表示」をクリックします。

項目を削除するには、フォーマットフィールドで項目を選択して Delete キーを押します。

項目を追加するには、項目をフォーマットフィールドにドラッグします。

項目を移動するには、フォーマットフィールドで項目をドラッグします。

項目を再定義するには、開閉用三角形をクリックし、ポップアップメニューからオプションを選択します。

変更を加えたら、以下のいずれかの操作を行います：

変更されたフォーマットを保存し、同じ名前を使用して選択したセルに適用するには、「OK」をクリックし、
「置き換え」をクリックします。

変更されたフォーマットを新規フォーマットとして保存し、選択したセルに適用するには、フォーマット
の名前を変更して、「OK」をクリックします。

変更されたカスタムフォーマットを選択されていない表のセルに適用するには、セルを選択し、「表」
インスペクタの「フォーマット」パネルにある「セルのフォーマット」ポップアップメニューからフォーマッ
トの名前を選択します。
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カスタムフォーマット名を変更し、選択したセルにその変更を適用するには、カスタムのセルフォーマッ m

トを管理するダイアログを使います。ダイアログを表示するには、カスタムフォーマットのダイアログで
「フォーマットを管理」をクリックし、名前をダブルクリックして、変更を入力してから「OK」をクリッ
クします。

カスタムフォーマットの名前を変更すると、以前の名前が、それが適用されていたセルに関連付けられ
たままとなり、以前の名前はカスタムフォーマットのリストから削除されます。名前の変更されたフォー
マットをこれらのセルに関連付けるには、セルを選択し、「表」インスペクタの「フォーマット」パネル
にある「セルのフォーマット」ポップアップメニューから変更後のフォーマット名を選択します。

現在のフォーマットを基にして別の名前のカスタムフォーマットを作成し、選択したセルに変更を適用 m

するには、「表」インスペクタの「フォーマット」パネルで「フォーマットを表示」をクリックします。「名
前」フィールドを編集し、「OK」をクリックします。

変更したカスタムフォーマットは、変更前のフォーマットが適用されている表のセルに自動的には適用 m

されません。

変更したカスタムフォーマットをセルに適用するには、セルを選択し、フォーマットバーの「セルのフォー
マット」ポップアップメニューから、または「表」インスペクタの「フォーマット」パネルで「セルのフォー
マット」メニューから、フォーマットの名前を選択します。

カスタムセルフォーマットを並べ替える／名前を変更する／削除する
カスタムセルフォーマットを管理するには、セルフォーマット管理ダイアログを使用します。ダイアログ
には、書類で利用できるすべてのカスタムフォーマットが表示されます。



カスタムセルフォーマットを管理するには：

 1 カスタムのセルフォーマットを管理するダイアログが開いていない場合は、カスタムフォーマットのダイ
アログで「フォーマットを管理」をクリックして開きます。

 2 以下のいずれかを実行します：

カスタムフォーマットの名前を変更する：  フォーマットをダブルクリックして、変更内容を入力します。

ポップアップメニュー内でカスタムフォーマットを並べ替える：  フォーマットを選択し、リストの下にあ
るいずれかの矢印をクリックしてフォーマットをリスト内で上下に移動します。

カスタムフォーマットを削除する：  フォーマットを選択し、リストの下にある削除（－）ボタンをクリッ
クします。

 3 「OK」をクリックして変更を保存し、ダイアログを閉じます。
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Keynote スライドショーは、直接表示するか、スタンドアロンメディア
として表示します。スライドをプリントしたり、さまざまなフォーマットや 
Web などの配信場所に書き出したりします。

自分のコンピュータ上にある Keynote プレゼンテーションを再生できるほか、コンピュータのディスプ
レイ上で表示したり、プロジェクタに投影して表示したりできます。キオスクモード用にスライドショー
を自動再生「ムービー」にすることもできます。QuickTime ムービー、PowerPoint プレゼンテーショ
ン、PDF 書類などとして書き出して各種プラットフォーム間で共有したり、直接 YouTube に送信した
りすることができます。さらに、「Keynote」から各種ページレイアウトで直接プリントすることも可能
です。

スライドショーを実行するさまざまな方法
表示方法に応じて、スライドショーの実行を次のようなさまざまな方法で設定できます：

 Â 通常：  プレゼンテーションの制御をマウスのクリックまたはプレゼンテーション用のキーボードショー
トカットを使用して行います。特に指定しなければ、スライドショーはデフォルトでこの方法で再生
されます。

 Â ハイパーリンクのみ：  発表者（または聴衆）によるハイパーリンクのクリックによってスライドを変
更します。この手順については、129ページの「ハイパーリンクのみのプレゼンテーションを作成
する」を参照してください。

 Â 記録されたもの：  あらかじめ記録されたナレーションとタイミングを使用して、ムービーのように再
生されます。聴衆はプレゼンテーションを一時停止できます。この手順については、103ページの「説
明者のナレーションを録音する」を参照してください。

 Â 自動再生：  ムービーのように自動的に進行します。対話的な操作はできません。自動再生プレゼン
テーションは、たとえば、キオスクモードの場合に役立ちます。
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自動再生プレゼンテーションを作成する
たとえばキオスクなど、プレゼンテーションを自動再生するために、プレゼンテーションを自動再生形
式にすることができます。

自動再生プレゼンテーションでも、自動的に開始するように設定されているトランジションやビルドは、
通常のプレゼンテーションと同じように再生されます。クリック時（発表者がクリックしたとき）に開始
されるようトランジションやビルドが設定されている場合は、「書類」インスペクタの「遅れ」フィール
ドに指定されている時間が経過すると自動的に開始されます。「遅れ」フィールドに指定されている値
は、クリック時に開始するよう設定されたすべてのトランジションとビルドに適用されます。

このようなプレゼンテーションを聴衆が対話的に操作することはできませんが、ほかのプレゼンテーショ
ンの場合と同様の方法で（Esc キーを使用するなど）自動再生プレゼンテーションを停止することがで
きます。聴衆が自動再生プレゼンテーションを停止してしまうことのないようにするには、ユーザから
キーボードを使用できないようしてください。あるいは、プレゼンテーションを閉じる前にパスワード
を要求します。

「書類インスペクタ」

ボタン

「クリック時」に開始される

エフェクトの開始タイミングを

指定します。

使用するスライドショーの

種類を選択します。

スライドショーを自動再生形式にするには：

 1 「書類」インスペクタが開いていなければ、ツールバーの「インスペクタ」ボタンをクリックし、「書類」
ボタンをクリックします。

 2 「書類」インスペクタで「書類」をクリックします。

 3 「プレゼンテーション」ポップアップメニューから「自動再生」を選択します。

 4 新しいスライドが表示されてからトランジションが自動的に始まるまでの待ち時間を指定するには、「ト
ランジション」フィールドに値を入力します。

 5 新しいスライドが表示されてからビルドが自動的に始まるまでの待ち時間を指定するには、「ビルド」
フィールドに値を入力します。

 6 パスワードの設定など、その他のオプションを設定するには、スライドショー設定の各種チェックボック
スを使います。

詳細については、193ページの「スライドショーの再生オプションを設定する」を参照してください。
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スライドショーの再生オプションを設定する
スライドショーを開いたら自動的に再生を開始する、プレゼンテーションを繰り返し再生するなどの設
定ができます。

再生オプションを変更するには：

 1 「書類」インスペクタが開いていなければ、ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「書類」ボ
タンをクリックします。

 2 「書類」パネルの「スライドショー設定」で必要なオプションを選択します：

開いたら自動再生する：  Keynote 書類を開いたらすぐにプレゼンテーションを開始します。

スライドショーの再生を繰り返す：  最後のスライドを表示した後で、先頭に戻って再びプレゼンテーショ
ンを開始します。

スライドショー再開までの待機時間：  ここで指定した時間（分単位）が経過しても何も操作されなけ
ればスライドショーを再開します。

スライドショーの終了にパスワードを要求：  プレゼンテーションを終了するには、スライドショーのプレ
ゼンテーションを実行するコンピュータの管理者の名前とパスワードの入力が必要になるようにします。

プレゼンテーションのリハーサルを行う／表示する
フルスクリーンプレゼンテーションで、「Keynote」を利用して鮮明なグラフィックスやスムーズなアニ
メーションを実現することができます。フルスクリーンプレゼンテーションは、コンピュータのディスプレ
イに表示したり、追加のディスプレイに表示したり、プロジェクタに表示したりすることができます。また、
プレゼンテーション中にムービーやサウンドを再生することもできます。

発表者ノートを追加する
発表者ノートのフィールドを使って、スライドごとにノートを入力または表示します。発表者ノートをプリ
ントしたり、プレゼンテーション実行中、発表者専用のディスプレイ上に表示したりすることができます。
（発表者ノートとコメントとは違います。46ページの「スライドにコメントを付ける」を参照してくだ
さい。）

ノートフィールドは、

各スライドが表示されたときに

話すべき内容を書いておくこと

ができる領域です。

発表者ノートを使用するには：

発表者ノートを表示するには、ツールバーの「表示」をクリックし、「発表者ノートを表示」を選択します。 m

発表者ノートを追加するには、スライドキャンバスの下の領域に入力します。 m

発表者ノートをプリントするには、「ファイル」＞「プリント」と選択し、「印刷部数と印刷ページ」ポッ m

プアップメニューから「Keynote」を選択し、「ノートが付いたスライド」を選択します。

発表者ノートを隠すには、「表示」＞「発表者ノートを隠す」と選択します。 m



スライドのサイズを設定する
最高の品質で再生するには、スライドショーを再生するディスプレイの画面解像度とスライドのサイズを
一致させる必要があります。ほとんどのプロジェクタは 800 × 600 の解像度にしたとき最適に表示さ
れます。最新のプロジェクタでは、1024 × 768 以上の解像度でスライドを表示することができます。

プレゼンテーションにムービーが組み込まれている場合は、高い解像度を選択してください。この場合
は、解像度が 1920 × 1080 の HD テーマを選択します。ただし、テーマによっては高い解像度を使
用できない場合があることに注意してください。解像度を高くすると、より多くのメモリ容量とより高速
の処理が必要になります。

Keynote 書類のスライドのサイズは、「書類」インスペクタの「書類」パネルで変更できます。最
適なスライドのサイズが分からない場合や、書類のオリジナルのスライドサイズを変更しない場合は、
「Keynote」ではスライドショーがオリジナルのサイズでディスプレイの中央部分に再生され、周囲に
黒い枠が表示されます。スライドが大きすぎてディスプレイに収まらない場合は、「Keynote」では自
動的に画面に合わせて縮小されます。

または、「Keynote」でスライドショーを画面の大きさに合わせて拡大して再生することもできます。

再生中にスライドショーの表示を拡大するには：

 1 「Keynote」＞「環境設定」と選択します。

 2 「スライドショー」をクリックします。

 3 「スライドをフルスクリーンで表示」を選択します。

このオプションでは、Keynote 書類のサイズは変更されません。書類の表示が、ディスプレイに合わ
せて拡大または縮小されます。このオプションを選択することで、再生中のビデオの品質が損なわれる
場合があります。

 4 「キューブ」または「反転」トランジションを使用する場合は、「クリッピングを避けるためキューブト
ランジションを縮小」または「クリッピングを避けるため反転トランジションを縮小」を選択してくださ
い。そうでないと、トランジションの一部が表示されないことがあります。

プレゼンテーションのリハーサルを行う
スライドショーのリハーサルを行って、発表者ノートを見直したり（追加のディスプレイは不要）、プレ
ゼンテーションを実演してタイミングを微調整したりすることができます。

リハーサル表示では、現在のスライドのほか、次のスライドや、「発表者ディスプレイ」環境設定で選
択した項目も表示できます（198ページの「発表者ディスプレイをカスタマイズする」を参照してくだ
さい）。

スライドショーのリハーサルを行うには：

 1 「再生」＞「スライドショーをリハーサル」と選択します。

 2 発表者ノートをスクロールするには、U キー（上）または D キー（下）を押すか、発表者ノートの右
にあるスクロールバーを使用します。

発表者ノートが表示されない場合は、「発表者ディスプレイ」環境設定で該当するオプションを選択し
てください。
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 3 リハーサルを終了するには、Esc キーを押します。

コンピュータのディスプレイ上にプレゼンテーションを表示する
聴衆が少ない場合にスライドショーのプレゼンテーションを実行する最も簡単な方法は、自分のコン
ピュータのディスプレイ上で表示するというものです。

1 つのディスプレイにフルスクリーンプレゼンテーションを表示するには：
 1 Keynote 書類を開き、プレゼンテーションを開始したいスライドを選択します。

 2 スライドショーがナレーション付きで記録されたかどうかに応じて、以下のいずれかの操作を行います：

プレゼンテーションが記録されていない場合は、ツールバーの「再生」をクリックします。 Â

次のスライドまたはオブジェクトビルドに進むには、マウスをクリックするか、→キーまたはスペース
バーを押します。

表示を停止するには、Esc キーまたは Q キーを押します。

プレゼンテーションが記録された場合は、ツールバーの「再生」をクリックします。 Â

表示と音声の両方を一時停止するには、H キーを押します。再開するには、Dock の Keynote ア
イコンをクリックします。

再生を停止するには、Esc キーを押します。

詳細なオプションについては、200ページの「キーボードでプレゼンテーションを制御する」を参照し
てください。

追加のディスプレイまたはプロジェクタにプレゼンテーションを表示する
スライドショーを再生するときに追加のプロジェクタ画面を使用する方法は 2 つあります：

 Â ビデオミラーリングは、両方の画面で同じスライドショーを表示します。

 Â デュアルディスプレイは、1 台の画面に発表者用の情報やプロンプト（スライドノート、次のスライ
ドのプレビュー、時計など）を表示しながら、聴衆には別の画面でスライドショーだけを見せること
ができます。

ノートブック型コンピュータによってはビデオミラーリングが組み込まれているものもあります。使用し
ているコンピュータに組み込まれていない場合は、構成する必要があります。ノートブック型コンピュー
タの中にはビデオミラーリングに対応していないものもあります。

デュアルディスプレイ構成を使用してプレゼンテーションを表示するには：

 1 2 台目のディスプレイまたはプロジェクタを、ディスプレイまたはプロジェクタに付属の説明書およびコ
ンピュータに付属の説明書に従って接続します。

設定に関する推奨事項については、197ページの「外付けディスプレイの使いかたに関するヒント」
を参照してください。

 2 アップルメニューから「システム環境設定」を選択し、「ディスプレイ」をクリックします。

 3 「調整」をクリックし、画面に表示される指示に従って操作します。

「配置」ボタンがない場合は、2 台目のディスプレイが検出されていません。

 4 「ディスプレイをミラーリングする」が選択されていないことを確認してください。



 5 「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「スライドショー」をクリックします。

デュアルディスプレイ設定の
スライドショーで、どこに
スライドを表示するかを

選択します。

 6 「主ディスプレイにプレゼンテーションを表示」または「副ディスプレイにプレゼンテーションを表示」
を選択します。

主ディスプレイは、メニューバーを表示するディスプレイです。「副ディスプレイにプレゼンテーションを
表示」を選択した場合は、発表者向けの主ディスプレイに表示する内容をカスタマイズすることができ
ます。198ページの「発表者ディスプレイをカスタマイズする」を参照してください。

 7 ツールバーの「再生」をクリックします。

 8 マウスをクリックするかスペースバーを押して、プレゼンテーションを先に進めます。

その他のオプションについては、200ページの「キーボードでプレゼンテーションを制御する」を参照
してください。

ビデオミラーリングでプレゼンテーションを表示するには：

 1 2 台目のディスプレイまたはプロジェクタを、ディスプレイまたはプロジェクタに付属の説明書、および
コンピュータに付属の説明書に従って接続します。

設定に関する推奨事項については、197ページの「外付けディスプレイの使いかたに関するヒント」
を参照してください。

 2 アップルメニューから「システム環境設定」を選択し、「ディスプレイ」をクリックします。

 3 画像解像度と色数を選択します。

どちらのディスプレイも同じ設定にします。

 4 「調整」をクリックし、「ディスプレイをミラーリングする」を選択します。

 5 Keynote 書類を開き、ツールバーの「再生」をクリックします（または「再生」＞「スライドショーを再生」
と選択します）。

次のスライドまたはオブジェクトビルドに進むには、スペースバーを押すか、マウスをクリックします。

 6 スムーズに再生されない場合は、画面のリフレッシュレートの変更が必要になることがあります。
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通常「Keynote」では、非常にスムーズにアニメーションが再生されます。ただし、ビデオミラーリン
グが設定されている 2 台のディスプレイでリフレッシュレートが異なると、一方の画面の表示がスムーズ
でなくなることがあります。「Keynote」がリフレッシュレートを同期できるのは、一方の画面だけです。
「Keynote」を Mac OS X 10.3.9 以降を搭載した iBook、PowerBook、MacBook、MacBook 
Pro、MacBook Air 上で使用している場合、「Keynote」は外付けディスプレイと同期します。

画面のリフレッシュレートを変更するには：

 1 アップルメニューから「システム環境設定」を選択し、「ディスプレイ」をクリックします。

 2 「ディスプレイ」を選択し、「リフレッシュレート」ポップアップメニューからオプションを選択します。

最適な画質でアニメーションを再生するためには、外付けディスプレイの推奨リフレッシュレートに設定
してください。推奨リフレッシュレートは、通常、ディスプレイの説明書に記載されています。記載が
ない場合は、異なるリフレッシュレートをいくつか試してアニメーションの画質が最高になる解像度を
判断します。ほとんどの液晶ディスプレイ（LCD）画面の内部リフレッシュレートは 60Hz です。ほと
んどの CRT デバイスでは、最適なリフレッシュレートは 1 つではありません。

デスクトップコンピュータと 2 台のディスプレイを使用している場合は、どちらのディスプレイが
「Keynote」と同期しているか調べる必要があります。

外付けディスプレイの使いかたに関するヒント
「Keynote」のスライドショーは、多様なプロジェクタや外付けディスプレイで再生できます。

プレゼンテーションを最適な画質で表示するには：

プロジェクタに DVI コネクタと VGA コネクタのどちらでも接続できる場合は、DVI コネクタを使いま m

す。通常は DVI コネクタを使うと最高の画質が得られ、セットアップも簡単です。

ネイティブ解像度を

選択します。

「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルで、ネイティブ解像度（画面上のイメージのサイズ） m

に設定します。これについては、ディスプレイに付属の説明書を参照してください。大部分のプロジェ
クタの推奨解像度は、800 × 600 または 1024 × 768 です。液晶（LCD）ディスプレイや DLP（Digital 
Light Processing）方式の画面の多くは、さまざまな画像解像度に切り替え可能ですが、その中に 1 
つ、最適な画像解像度があります。

コンピュータの画面解像度を変更するには、アップルメニュー＞「システム環境設定」と選択し、「ディ
スプレイ」をクリックして、「解像度」リストから解像度を選択します。



「システム環境設定」の「ディスプレイ」パネルで、画面のリフレッシュレート（画面上で 1 秒あたり m

にイメージがアップデートされる回数）を設定します。LCD ディスプレイ、LCD プロジェクタ、または 
DLP プロジェクタを使用している場合は、コンピュータまたはビデオカードのリフレッシュレートが、そ
のディスプレイ装置の最適なリフレッシュレートと同じになるようにします。（通常これが問題になるの
は、LCD または DLP ディスプレイに対して VGA フォーマットで接続している場合だけです。CRT 装
置の場合は、通常、最適なリフレッシュレートは 1 つに限りません。）

新しいプロジェクタに接続するときに、画面上の色が色あせたように見えたり、テキストがギザギザに m

表示されたりする場合は、ディスプレイを補正する必要があります。「ColorSync ユーティリティ」を
開いて（ハードディスク上の「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダにあります）、
カラー補正を行います。

デュアルディスプレイ構成を使用するように設定し、スライドショー中に「発表者ディスプレイ」を別の m

画面に切り替える場合は、X キーを押してディスプレイを切り替えます。

プレゼンテーションを制御する
スライドショーが自動再生形式でない場合は、キーボードを使って、プレゼンテーションの一時停止や
再開、スライド間の移動などの操作ができます。発表者のディスプレイに、次のスライドや経過時間な
どの情報を表示するように設定することもできます。お使いの Mac に Apple Remote が付属してい
る場合は、Apple Remote を使用してプレゼンテーションを制御できます。

発表者ディスプレイをカスタマイズする
デュアルディスプレイ構成（一方が発表者用、もう一方が聴衆向け）の場合や、1 台のディスプレイで
プレゼンテーションのリハーサルを行う場合、発表者に有益な情報を表示できます。たとえば、時計や
タイマーを表示したり、次のスライドのプレビューやその他のプロンプトを表示したりするように構成で
きます。（発表者の表示は自動再生プレゼンテーションでは使用できません。）

オプションを選択して、
発表者のディスプレイに

表示するものを指定します。

クリックすると、発表者
ディスプレイのウインドウの
配置を変更できます。

別のディスプレイに発表者の
情報を表示するときに
選択します（デュアル
ディスプレイ設定の

スライドショーのとき）。

選択すると、ビルド中は
メニューバーが赤になり、
ビルドが終わると緑に
なります。

発表者の表示に表示するプロンプトやそれらの配置方法を指定できます。発表者の表示をカスタマイ
ズする前に、発表者の表示を有効にして、2 台のディスプレイうちどちらに表示するのかを指定する必
要があります。
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発表者ディスプレイを有効にするには：

 1 「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「発表者ディスプレイ」をクリックします。

 2 「発表者の情報表示用に別のディスプレイを使用」を選択します。

「環境設定」ウインドウで、発表者ディスプレイに表示したい項目を選択することもできます。ただし、
発表者ディスプレイをカスタマイズするときにさまざまなオプションを選択したり、さらに調整を加えた
りすることができます。

 3 「環境設定」ウインドウの上部にある「スライドショー」をクリックします。

 4 「環境設定」ウインドウの下部にある以下のオプションのいずれかを選択します：

主ディスプレイにプレゼンテーションを表示：  メニューバーと同じディスプレイにスライドショーを表示
します。

副ディスプレイにプレゼンテーションを表示：  メニューバーのないディスプレイにスライドショーを表示
します。

 5 「発表者ディスプレイ」で利用できるようにする項目を指定するには、項目を選択します。

各オプションの説明については、後述します。

発表者ディスプレイをカスタマイズするには：

 1 以下のいずれかの方法で、発表者ディスプレイのプレビューを表示します：

「発表者ディスプレイ」環境設定の下部にある「発表者ディスプレイをカスタマイズ」ボタンをクリッ Â

クします。

「再生」＞「発表者ディスプレイをカスタマイズ」と選択します。 Â

 2 「発表者ディスプレイをカスタマイズ」ウインドウで、発表者ディスプレイに表示したいオプションを選
択します。

現在のスライド：  聴衆が見ているディスプレイで現在表示されているスライドのプレビューを表示しま
す。たとえばスライドショーを背後の画面で再生している場合に便利です。

ビルドマーカー：  現在のスライドのプレビューの下に青の点を表示して、現在のスライド上にあるビル
ドの数を示します。

次のスライド：  次のスライドのプレビューを表示します。

スライド進行インジケータ：  発表者ディスプレイの上部に緑または赤のバーを表示し、現在のビルドの
再生が終了したタイミングや、スライドを続行するためにクリック待ちである時間を示します。赤はスラ
イドが続行する状態にまだないこと、緑はスライドが続行できる状態にあることを表します。

ノート：  入力しておいた発表者ノートを表示し、現在のスライドでの発表内容を思い出せるようにしま
す。発表者ノートの作成方法については、193ページの「発表者ノートを追加する」を参照してください。

時計：  コンピュータの時計に基づく現在の時刻を表示します。

タイマー：  プレゼンテーションが次のスライドに進んでから経過した時間を通知します（「再生」を押
していないとき）。タイマーを設定する方法を指定するオプションを選択します。

残り時間：プレゼンテーションに残された時間を示します。プレゼンテーションに使用できる最大時間
を隣のフィールドに入力します。

経過時間：スライドショーの再生を開始してから経過した時間を示します。



 3 項目を画面にドラッグして、希望通りに配置します。

 4 画面での項目のサイズを変更するには、右下隅をドラッグします。

 5 「完了」をクリックします。

その他の発表者ディスプレイコントロールにアクセスする
プレゼンテーションの実行中は、いつでも発表者ディスプレイ内の項目を変更したり調整したりするこ
とができます。発表者の表示ではその他のスライドショーコントロールを使用でき、任意のスライドにジャ
ンプしたり、プレゼンテーションを黒い画面で一時停止したりすることが簡単に行えます。

発表者ディスプレイコントロールにアクセスして使用するには：

コントロールにアクセスするには、プレゼンテーション中にポインタを発表者ディスプレイの上端に移 m

動します。

4 つのボタンを持つツールバーがドロップダウン表示されます。

スライド：  プレゼンテーション内のすべてのスライドのサムネールイメージを画面上部に並べて表示し
ます。スライド間をスクロールするには、スライドのサムネールイメージの下にあるスクロールバーをド
ラッグします。スライドに移動するには、スライドをダブルクリックするか、またはスライド番号を「ス
ライドに移動」フィールドに入力して「移動」をクリックします（または Return キーを押します）。

黒：  主プレゼンテーション画面が黒くなります（プレゼンテーション中に B キーを押しても同様の効果
が得られます）。クリックすると、現在のスライドイメージに戻ります。

オプション：  以下のオプションにすばやくアクセスできます：

ディスプレイを入れ替える：  ディスプレイの設定を入れ替えて、スライドショーの表示に使用していた
画面に発表者ディスプレイを表示し、発表者ディスプレイの表示に使用していた画面にスライドショー
を表示します。

スライドを拡大縮小して表示：  スライドのサイズを調整して、縦横比を変更しないで画面をできるだけ
大きく収めるようにします。

発表者ディスプレイをカスタマイズ：  発表者ディスプレイに表示する項目を選択したり、並べ替えやサ
イズ変更を行ったりすることができます。

ヘルプ：  キーボードからプレゼンテーションを制御するためのキーボードショートカットの一覧を表示
します。

キーボードでプレゼンテーションを制御する
自動再生形式以外のスライドショーでは、キーボードを使って、プレゼンテーションを一時停止する、
再開する、停止する、前後のスライドやビルドに移動する、特定のスライドにジャンプするなどの操作
ができます。

プレゼンテーションを一時停止する／再開するには：

プレゼンテーションを一時停止して、現在のスライドを表示するには、F キーを押します。プレゼンテー m

ションを再開するには、いずれかのキーを押します。

プレゼンテーションを一時停止し、画面に何も表示しないようにするには、B キーを押します。プレゼ m

ンテーションを再開するには、いずれかのキーを押します。
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プレゼンテーションを一時停止し、画面に何も表示しないようにするには、W キーを押します。プレゼン m

テーションを再開するには、いずれかのキーを押します。

プレゼンテーションを一時停止して、最後に使ったアプリケーションを表示するには、H キーを押します。 m

プレゼンテーションを再開するには、Dock の「Keynote」アイコンをクリックします。

参考：Mac OS X v10.7（Lion）以降を実行しており、プレゼンテーションの再生前に「Keynote」
アプリケーションのウインドウがフルスクリーンビューで表示されている場合は、H キーを押すと、プレ
ゼンテーションが終了して「Keynote」ウインドウに戻ります。

プレゼンテーションの途中で、Web ページ、メールメッセージ、またはファイルを開くハイパーリンク m

をクリックした場合にも、プレゼンテーションは一時停止します。プレゼンテーションを再開するには、
Dock の「Keynote」アイコンをクリックします。

次のスライドに移動するには、以下のいずれかのキーを押します：

Shift ＋↓キー、Shift ＋ Page Down キー、または右かっこ（]）キー m

次のビルドに移動するには、以下のいずれかのキーを押します：

N キー、スペースバー、Return キー、→キー、↓キー、Shift ＋→キー、または Page Down キー m

以下の任意のキーを押して、現在のスライド上のすべてのビルドの先頭に戻るか、ビルドが存在しない
場合は前のスライドに戻ります：

←キー、↑キー、P キー、Delete キー、Page Up キー、または Shift ＋↑キー m

これらの任意のキーまたはキーの組み合せを押す前に現在のスライドでオブジェクトビルドが再生され
ている場合は、スライドショーはスライドの先頭（オブジェクトビルドが再生される前のポイント）に戻
ります。スライドショーがすでにそのポイントにある場合（または、現在のスライド上にオブジェクトビ
ルドが存在しない場合）は、これらの任意のキーまたはキーの組み合せを押すと前のスライドの先頭
に戻ります。

前のビルドに移動するには、以下のいずれかのキーを押します：

Shift ＋←キー、Shift ＋ Page Up キー、または左かっこ（[）キー m

プレゼンテーション実行中、特定のスライドにジャンプするには：

ジャンプ先のスライドの番号が分かっている場合は、その番号を入力して Return キーまたは Enter  m

キーを押します。

特定のスライドを探すには、スライドスイッチャーを使用します。 m



スライドスイッチャーを開くには、等号（＝）、プラス記号（＋）、ハイフン（‐）を押すか、数字を入力します。

プレゼンテーション中にスライド

スイッチャーを開くには、+、=、
または － を押すか、数字を

入力します。

スライドの番号を入力して Return 
キーを押すと、そのスライドに

ジャンプします。

サムネール上の前または後のスライドに移動するには、→キーまたは←キーを押すか、スライドのサム
ネールイメージの下にあるスクロールバーをドラッグします。

最初のスライドのサムネールを表示するには、↑キーを押します。最後のスライドのサムネールを表示
するには、↓キーを押します。

特定のスライドを表示するには、サムネールをクリックするか、スライド番号を入力してから Return キー
を押します。

現在のスライドのままでスライドスイッチャーを閉じるには、Esc キーを押します。

参考：スキップしたスライドにジャンプすることはできません（41ページの「スライドをスキップする」
を参照してください）。

キーボードショートカットを表示するには、以下の操作を行います：

プレゼンテーションの際、発表者ディスプレイを表示している場合は、Help キー、疑問符（?）キー、 m

またはスラッシュ（/）キーを押すとスライドショーの制御にどのキーが使えるかを確認できます。

「Keynote」のすべてのキーボードショートカットの一覧を確認するには、「ヘルプ」＞「キーボードショー m

トカット」と選択します。

プレゼンテーションを停止する
プレゼンテーションを停止する方法は、プレゼンテーションの設定方法に応じていくつかあります。

許可されていない聴衆がプレゼンテーションを停止させないようにするには（たとえばプレゼンテーショ
ンがキオスクまたはデモブースで再生されている場合）、スライドショーを実行しているコンピュータの
管理者（または現在ログインしているユーザ）の名前とパスワードを入力することを聴衆に求めるよう
にスライドショーを設定できます。
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再生中にプレゼンテーションを停止するには：

Esc キー、Q キー、Command ＋ピリオド（.）キー、またはピリオド（.）キーを押します。 m

プレゼンテーションにプレゼンテーション停止用のハイパーリンクが含まれる場合は、そのハイパーリ m

ンクをクリックします。プレゼンテーションを停止するハイパーリンクを作成する方法については、129
ページの「スライドショー内にスライドショーを終了するボタンを作成する」を参照してください。

プレゼンテーションを停止するために管理者の名前とパスワードを要求するには：

 1 ツールバーの「インスペクタ」をクリックし、「書類インスペクタ」ボタンをクリックします。

 2 「書類」インスペクタで「書類」をクリックします。

 3 「スライドショーの終了にパスワードを要求」のチェックボックスを選択します。

パスワードが必要なプレゼンテーションを停止するには、前述のいずれかの方法を使用してプレゼン
テーションを停止しようとしたときに表示されるフィールドに、コンピュータの管理者（または現在ログ
インしているユーザ）の名前とパスワードを入力するだけです。

ムービーを再生する
スライドのムービーの上にポインタを移動したときに表示されるコントロールをポインタでクリックする
ことで、スライドのムービーを制御できます。それには、スライドにムービーが現れるときにポインタを
表示するようにスライドショーを設定する必要があります。表示されるコントロールは、ムービーの寸法
（スライド上のサイズ）に応じて変わります。小さいほど表示されるコントロールは少なくなります。

プレゼンテーション中にムービー再生を制御するには、キーボードを使用する方法もあります。

ムービーがスライドに現れるときにポインタを表示するには：

 1 「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「スライドショー」をクリックします。

 2 「ムービー上にポインタがあるときに再生コントロールを表示」のチェックボックスを選択します。

ムービーの再生を制御するためにキーボードを使用するには：

希望するアクションに対応したキーを押すか、押したままにします： m

K キー：  1 回押すと一時停止し、もう 1 回押すと再開します（切り替えになります）。

J キー：  押している間、ムービーが戻ります（逆方向に再生します）。

L キー：  押している間、順方向に早送りします。

I キー：  押すと、ムービーの先頭にジャンプします。

O キー：  押すと、ムービーの末尾にジャンプします。

スライドショーを作成するときに、ムービーの再生音量を指定したりスライドが表示されると直ちにムー
ビーの再生を開始するのかクリック後に開始するのかを指定したりすることができます。また、ムービー
の再生方法として、1 回のみ、繰り返し、または再生／逆再生の繰り返しを選択できます。この手順
については、193ページの「スライドショーの再生オプションを設定する」を参照してください。



プレゼンテーション実行中にポインタを表示する
ハイパーリンクを含むスライド上だけ、またはマウスを移動した場合だけポインタが現れるようにスライ
ドショーを設定できます。

ポインタのオプションを指定するには：

 1 「Keynote」＞「環境設定」と選択し、「スライドショー」をクリックします。

 2 「ハイパーリンクまたはムービーがあるスライドだけでポインタを表示」または「マウスの移動時にポ
インタを表示」を選択します。

ハイパーリンクまたはムービーを含むスライドだけでポインタを表示したい場合は、C キーを押すこと
でスライドショー中にポインタを隠すことができます。

Apple Remote を使用する
お使いのコンピュータに Apple Remote が付属している場合は、Apple Remote を使用してスライ
ドショーを制御できます。Apple Remote のボタンは、前後への移動、スライドショーの再生、一時
停止、再開、終了、およびコンピュータの音量制御に使用できます。

Apple Remote を使用して制御できるようにする前に、コンピュータで Keynote 書類を開く必要が
あります。

Apple Remote を使用して「Keynote」を制御する方法について、次の表に示します。

押すボタン 「Keynote」ウインドウで
の操作

プレゼンテーションモードで
の操作

スライドスイッチャーでの 
操作

再生／一時停止 プレゼンテーションを開始 
します

プレゼンテーションを一時
停止／続行します

選択したスライド番号に 
ジャンプします

「Menu」 「Front Row」を開きます プレゼンテーションを 
一時停止してスライド 
スイッチャーを開きます

スライドスイッチャーを終了
します

「Menu」を押したままに 
する

̶ プレゼンテーションを終了 
します

プレゼンテーションを終了 
します

早送り ̶ 前のスライドまたはビルドに
戻ります

選択したスライド番号を  
1 つずつ小さくします

巻き戻し ̶ 次のスライドまたはビルドに
進みます

選択したスライド番号を  
1 つずつ大きくします

早送りを押したままにする ̶ 最初のスライドにジャンプ 
します

̶

巻き戻しを押したままにする ̶ 最後のスライドにジャンプ 
します

̶

プラス記号（＋） 音量を上げます 音量を上げます 音量を上げます

マイナス記号（－） 音量を下げます 音量を下げます 音量を下げます
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Keynote Remote を使用する
iPhone または iPod touch をお持ちの場合は、「Keynote Remote」アプリケーションを購入して
ダウンロードし、スライドショーの制御に使用できます。「Keynote Remote」アプリケーションを購
入したら、使用できるようにする前にコンピュータにリンクする必要があります。それには、iPhone ま
たは iPod touch とコンピュータが同じ Wi-Fi ネットワーク上にある必要があります。

「Keynote Remote」を使用して制御できるようにする前に、コンピュータで Keynote 書類を開く必
要があります。

「Keynote Remote」をリンクするには：
 1 コンピュータで「Keynote」を開き、「Keynote」＞「環境設定」と選択します。

 2 「環境設定」ウインドウで「Remote」をクリックし、「iPhone および iPod touch の Remote を
有効にする」を選択します。

 3 iPhone または iPod touch で「Keynote Remote」アプリケーションアイコンをクリックします。

 4 iPhone または iPod touch で、デバイスの手順に従って「Keynote 」へのリンクを作成します。

パスコードが表示されます。

 5 「Keynote」で、組み合わせたいリモートデバイスの横にあるリンクボタンをクリックし、「Keynote」
で開いたウインドウにパスコードを入力します。

 6 「Keynote」環境設定を閉じます。

プレゼンテーション実行中にその他のアプリケーションを使う
プレゼンテーション実行中に「Exposé」、「Dashboard」、「Remote Desktop」などのアプリケーショ
ンを使うには、いくつか「Keynote」の環境設定を変更する必要があります。「Keynote」＞「環境
設定」と選択し、「スライドショー」をクリックし、「Exposéや Dashboard などによる画面の使用を
許可」を選択します。このオプションを選択すると、スライドショーの実行速度が遅くなり、アニメーショ
ンの表示品質が低下する原因となる場合があります。

Keyspan Remote ソフトウェアの旧バージョンは、「Keynote」と連携できるようにはなっていません
が、「Keyspan Remote」自体を自分で設定することは可能です。

「Keyspan Remote」を「Keynote」で動作するように設定するには：
 1 KeySpanDMR アプリケーションを開きます（ハードディスクの「アプリケーション」フォルダにありま

す）。

 2 ウインドウの下部にある「Configure」をクリックします。

 3 「KeySpanDMR」＞「Add Application」と選択します。

 4 「選択」ダイアログで「Keynote」を選択し、「選択」をクリックします。

スライドをプリントする
さまざまなニーズに合わせて、Keynote スライドショーをいろいろな方法でプリントできます。ノート
を表示したまま、またはノートを表示せずにスライドをプリントしたり、スライドショーをアウトラインま
たは配布資料のフォーマットでプリントしたりすることができます。



スライドをプリントするには：

 1 コメントもプリントするには、スライドキャンバスにコメントが表示されるように設定します（ツールバー
の「表示」をクリックし「コメントを表示」を選択します）。

 2 「ファイル」＞「プリント」と選択します。

 3 後述するプリントオプションが表示されない場合は、「プリンタ」ポップアップメニューの横にある開閉
用三角形をクリックしてオプションを表示します。

 4 1 枚のスライドまたはある範囲のスライドをプリントするには、「開始」および「終了」フィールドに、
プリントするスライドの番号または範囲を入力します。

スライド番号はスライドナビゲータで確認できます。

 5 「Keynote」のプリントオプションを指定するには、「印刷部数と印刷ページ」ポップアップメニューか
ら「Keynote」を選択します。

プリントするスライドおよび

配布資料のレイアウトを

選択します。

一連のスライドを

 PDF ファイルに変換します。

プリントのフォーマット

オプションを選択します。

このポップアップメニュー

から「Keynote」を選択し
ます。

 6 以下のいずれかのプリントオプションを選択します：

個別のスライド：  1 ページに 1 枚のスライドを、発表者ノートなしでプリントします。

ノートが付いたスライド：  1 ページに 1 枚のスライドを、発表者ノート付きでプリントします。

アウトライン：  スライドのタイトルと箇条書きテキストだけ（スライドナビゲータをアウトライン表示し
たときの内容）をプリントします。フリー・テキストボックス内のテキストはプリントされません。

配布資料：  1 ページに複数のスライドを並べてプリントします。配布資料のプリントを速くするには、「低
品質プリント出力」を選択します。

 7 プリントのフォーマットオプションを選択します：

選択したスライドだけをプリント：  「ファイル」＞「プリント」と選択する前にスライドナビゲータで
選択していたスライドだけをプリントします。（スライドナビゲータで複数のスライドを選択するには、
Command キーまたは Shift キーを押したままスライドを選択します。）
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スライドの背景やオブジェクトの塗りつぶしをプリントしない： 背景の色やオブジェクトをプリントしませ
ん。明るい色のテキストは黒でプリントされます。このオプションは、カラフルなスライドを白黒プリン
タでプリントする場合に便利です。白黒プリンタでは、カラーのイメージはグレイスケールでプリントさ
れます。カラープリンタでは、各スライドに読み込まれたグラフィックスファイルはそのままの色でプリ
ントされます。

ビルドの各段階をプリント：  オブジェクトビルドの各段階のスライドイメージを 1 つずつプリントします。
（スライドに 3 段階のオブジェクトビルドがある場合、3 つのスライドとしてプリントされます。）

スキップしたスライドを含める：  スキップするとマークされているものも含め、スライドナビゲータに現
れるスライドをすべてプリントします。

スライドの周囲に枠を追加：  各スライドの周囲に枠線をプリントします。

スライド番号を含める：  各スライドの下部に番号をプリントします。

日付を含める：  各スライドに日付をプリントします。

高解像度 3D グラフをプリント：  3D グラフのプリント画質を高めます。

ページ余白を使用：  スライドの枠をプリンタの余白内に収めます。

 8 「プリント」をクリックします。

スライドショーをほかのフォーマットで書き出す
プレゼンテーションは、QuickTime、PowerPoint、PDF などのフォーマットに書き出して、さまざ
まなプラットフォーム間で共有することができます。スライドショーを「iDVD」、「iPhoto」、「iTunes」、
「iWeb」、「GarageBand」、YouTube に直接送ることもできます。また、スライドショーをムービー
に変換して、iPod で再生することができます。または、iWork.com パブリックベータに投稿します。

iWork '08 のフォーマットでプレゼンテーションを保存する
旧バージョンの「Keynote'」を使っている人がスライドショーを開けるように、「iWork '08」のフォーマッ
トで書き出すことができます。新しいトランジションやビルドエフェクトなど、「Keynote '09」の新機
能は、プレゼンテーションを以前のバージョンに書き出したときに保持されないことがあります。

iWork ‘08 フォーマットで表示できるようにプレゼンテーションを保存するには：
 1 書き出すスライドショーを開きます。

 2 「ファイル」＞「別名で保存」と選択します。

 3 ファイルの名前を入力し、場所を選択します。

 4 「コピーを保存」を選択し、「iWork '08」を選択します。

このオプションが表示されていない場合は、「名前」フィールドの右側にある開閉用三角ボタンをクリッ
クします。

 5 オーディオおよびムービーファイルを含めずに書き出すには、「詳細オプション」をクリックして、「オー
ディオとムービーを書類にコピー」の選択を解除します（このオプションはデフォルトで選択されてい
ます）。

 6 「保存」をクリックします。



プラットフォーム間でプレゼンテーションを共有する
プレゼンテーションを、異なるプラットフォームで互換性のあるフォーマットに書き出すことができます。

QuickTime ムービーを作成する
スライドショーは、QuickTime ムービーに書き出すことができ、アニメートされたトランジションやオ
ブジェクトビルドをすべて組み込むことができます。

ユーザが自分のペースで進められるように対話型の QuickTime ムービーを作成することもできます。
自動再生ムービーにすると、設定したタイミングでトランジションやビルドが実行されます。

スライドショーの QuickTime ムービーを作成するには：
 1 「共有」＞「書き出す」と選択し、「QuickTime」をクリックします。

ムービーのタイプを選択します。

ムービーのサイズおよび

再生品質を最適化する圧縮

フォーマットを選択します。

自動再生ムービー（「固定タイミ

ング」）の場合に、スライド

およびオブジェクトビルドの

継続時間を設定します。

ムービーを一度だけ再生するか、

繰り返し再生するか、

再生／逆再生を繰り返します。

スライドショーに含まれる

透明部分を保存する場合に

選択します。

ムービーをフルスクリーンで

再生するときに選択します。

 2 「再生設定」ポップアップメニューからオプションを選択します：

手動で次へ進む： マウスをクリックする、（QuickTime コントロールの）「再生」をクリックする、ある
いはキーボードのスペースバーを押すことにより、スライドショーを進めます。

ハイパーリンクのみ： ハイパーリンクをクリックすることにより、スライドショーを進めます。

記録されたタイミング： スライドショーにナレーションが記録済みであれば（103ページの「説明者の
ナレーションを録音する」を参照してください）、そのタイミングでスライドショームービーを進めること
ができます。

固定タイミング： スライドショーの進行を制御することはできません。次の手順で指定するタイミングで
スライドショーが再生されます。

 3 「固定タイミング」を選択した場合、スライドが表示されている時間を「スライド再生時間」フィールドに、
オブジェクトビルドに要する時間を「ビルド継続時間」フィールドに入力します。

スライド再生時間： 完全にビルドされた各スライドが、最後のオブジェクトビルド終了後、画面に表示
されている時間を表します。
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ビルド継続時間： 各オブジェクトビルドで、あるビルド段階から次のビルド段階までの間の時間（秒単
位）を表します。オブジェクトビルドの第一段階は、画面にスライドが表示された瞬間に開始されるので、
遅延がありません。

 4 「固定タイミング」を選択した場合、「繰り返し」ポップアップメニューからオプションを選択できます：

なし： スライドショーを 1 回だけ再生します。

再生の繰り返し：  スライドショーを繰り返して再生します。

再生／逆再生の繰り返し： スライドショーを最後まで普通に再生した後、先頭まで逆再生することを繰
り返します。

 5 スライドショーがウインドウ内ではなく全画面に表示されるようにするには、「ムービーを開いたときに
フルスクリーンモードにする」を選択します。

 6 「フォーマット」ポップアップメニューから再生品質およびファイルサイズを選択します：

最高品質、大： 最高の再生品質が得られますが、ムービーのファイルサイズも大きくなるため、電子メー
ルや Web 経由で伝送するのは難しくなります。

CD-ROM ムービー、中：  CD を使ってスライドショーをほかの人に送る場合に向いています。高画質
を保ちながら、最高品質のムービーよりも多少ファイルサイズを小さくできます。

Web ムービー、小： 一般にムービーの再生品質は劣りますが、ファイルサイズが小さいので、Web 
や電子メールで共有する場合に向いています。

カスタム： ビデオ、オーディオに対して、独自に QuickTime 圧縮設定を選択できるので、ファイルサ
イズと品質のトレードオフを制御できます。

 7 スライドショーのサウンドトラックまたは録音したオーディオを含めるには、「オーディオ」の該当する
チェックボックスを選択します。

 8 スライドショーの背景に透明な部分があり、QuickTime ムービーでも保ちたい場合は「透明部分を
含む」を選択します。

トランジションの中には、このオプションが選択されていると正しく動作しないものもあります。

 9 「次へ」をクリックし、ムービーファイルの名前を入力し、保存場所を選択して、「書き出す」をクリッ
クします。

スライドショーにサウンドトラックが含まれている場合、2 つのムービーファイルが作成されます。「サ
ウンドトラック」を追加したファイルにはオーディオしか含まれておらず、削除してもかまいません。

自動再生形式のスライドショーを QuickTime ムービーとして書き出す場合は、次の点に注意してくだ
さい：

スライドショーにサウンドトラックが含まれていれば、オーディオが終了するまでムービーの再生は終 Â

わりません。スライドショーがオーディオファイルよりも大幅に短い場合は、より短時間のオーディオ
ファイルを使用する必要があります。

スライドショーに「スライドショーを終了」リンクが含まれている場合、これをクリックするとムービー Â

はフルスクリーンモードではなくなります。



「PowerPoint」のスライドショーを作成する
Windows または Mac OS コンピュータの PowerPoint ユーザが表示したり編集したりできるよう
に、Keynote 書類を PowerPoint ファイルに変換したりすることができます。

PowerPoint スライドショーを作成するには：
 1 「共有」＞「書き出す」と選択し、「PPT」（PowerPoint）をクリックします。

 2 「次へ」をクリックします。

 3 ファイルの名前を入力し、場所を選択して、「書き出し」をクリックします。

「Keynote」のすべての機能に「PowerPoint」が対応しているわけではありません：
箇条書きテキストは失われる場合があります。スライド上で箇条書きテキストを隠している（「スライ Â

ド」インスペクタで「本文」を選択解除）場合、書き出すとアウトラインから削除されます。

「PowerPoint」はアルファチャンネルグラフィックスに対応していないので、写真のカットアウトフ Â

レームを使っていると、その背後のイメージが前面に表示されてしまいます。その他のグラフィック
スも、表示が若干異なる場合があります。

PDF ファイルを作成する
スライドショーを PDF ファイルに変換すると、「プレビュー」、「Adobe Reader」などの PDF アプリケー
ションで表示やプリントができます。

スライドショーにハイパーリンクが含まれている場合、これは PDF 文書のアクティブなリンクとして書
き出されます。

PDF ファイルを作成するには、以下の操作を行います：
画面上にしか表示できない（プリントできない）PDF ファイルを作成するには、「共有」＞「書き出す」 m

と選択し、「PDF」をクリックします。オプションを選択し（詳細については、205ページの「スライド
をプリントする」を参照してください）、「次へ」をクリックし、ファイルの名前を入力し、場所を選択して、
「書き出し」をクリックします。

この方法で作成した PDF 書類もプリントできますが、書類にはプリンタ余白がありません。PDF ファ
イルをプリントする場合は、次の方法を使うと印字品質が改善されます。

プリントできる PDF ファイルを作成するには、「ファイル」＞「プリント」と選択して、「PDF」ポップ m

アップメニューから「PDF として保存」を選択します。「ファイルに保存」ダイアログでファイルの名前
を入力し、保存する場所を選択して、「保存」をクリックします。

スライドをイメージファイルとして書き出す
すべてのスライドを、JPEG、PNG、および TIFF などのイメージファイルとして書き出すことができます。

スライドをイメージファイルに書き出すには：

 1 「共有」＞「書き出す」と選択し、「イメージ」をクリックします。

 2 すべてのスライドに個別のファイルを作成するか、一定の範囲のスライドに作成するかを指定します。

 3 ビルドの段階ごとにそれぞれイメージを作成するには、「ビルドの各段階に対するイメージを作成」を
選択します。
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 4 「フォーマット」ポップアップメニューからオプションを選択します。

品質が高いほど、ファイルサイズは大きくなります。

 5 JPEG を選択した場合は、「品質」スライダを使って低品質から高品質までのパーセンテージを指定し
ます。

 6 「次へ」をクリックします。

 7 ファイル名を入力し、場所を指定して、「書き出す」をクリックします。

ファイルには、入力された名前の最後に連番が付加されます（filename.001、filename.002 など）。

個々のイメージファイルを「iPhoto」に送ることもできます。213ページの「iPhoto アルバムを作成
する」を参照してください。

HTML 書類を作成する
スライドショーを HTML 書類に書き出すと、「Safari」やその他の Web ブラウザで表示できます。ハ
イパーリンクをクリックすると、プレゼンテーションが進行します。

スライドを HTML 書類に書き出すには：
 1 「共有」＞「書き出す」と選択し、「HTML」をクリックします。

 2 全スライドを書き出すのか、一部の範囲のスライドを書き出すのかを指定します。

 3 ビルドの段階ごとにそれぞれイメージを作成するには、「ビルドの各段階に対するイメージを作成」を
選択します。

 4 「ホーム」、「前へ」、「次へ」のナビゲーションコントロールを各スライドに含める場合は、「ナビゲーショ
ンコントロールを含める」を選択します。

 5 「フォーマット」ポップアップメニューで、イメージ品質を指定します。

品質が高いほど、ファイルサイズは大きくなります。

 6 JPEG を選択した場合、「品質」コントロールを使用すると、書き出しに使用する圧縮比率を増減でき
ます。

 7 「次へ」をクリックして名前を入力し、場所を指定して、「書き出す」をクリックします。

YouTube に公開する
スライドショーを YouTube Web サイトに直接送ることができるため、閲覧者は、プレゼンテーション
をムービーとして見ることができます。YouTube に公開するには、インターネットに接続している必要
があります。

スライドショーを YouTube に公開するには：
 1 「共有」＞「送信」＞「YouTube」と選択します。

 2 アカウント名とパスワードを適切なフィールドに入力します。

 3 「カテゴリ」ポップアップメニューからカテゴリを選択します。

 4 「タイトル」フィールドにムービーの名前を入力し、「説明」フィールドに閲覧者に表示されるムービー
の簡単な説明を入力します。



 5 「タグ」フィールドには、閲覧者が YouTube Web サイトでムービーを検索するときに検索しやすく
するキーワードを入力することができます。

 6 「公開するサイズ」ポップアップメニューからムービーのサイズを選びます。

 7 ムービーが自分以外の人や指定した閲覧者からは見えないようにするには、「パーソナルビデオ」を選
択します。

 8 「次へ」をクリックします。

 9 スライドショーが記録されたスライドショーでない場合は、スライドショーで次のスライドに進むまでの
スライド表示秒数、および各スライドで次のビルドに進むまでの待機秒数を入力します。

スライドショーが記録されたスライドショーの場合は、スライドやビルドのあらかじめ記録されたタイミ
ングを維持するように、「再生設定」ポップアップメニューで「記録されたタイミング」を選択します。
または、「固定タイミング」を選択し、前述のように各スライドのビルドの間または各スライドの間の待
機秒数を入力します。記録されたスライドショーの詳細については、103ページの「説明者のナレーショ
ンを録音する」を参照してください。

 10 以下のいずれかの操作を行います：

スライドショーにオーディオが含まれていて、YouTube のスライドでサウンドを再生したい場合は「ス
ライドショーのサウンドトラックを含める」を選択します。

スライドショーが記録されたスライドショーで、YouTube のスライドでサウンドを再生したい場合は「ス
ライドショーの記録を含める」を選択します。

 11 「次へ」をクリックし、「公開」をクリックして、YouTube のサービス規約を承諾します。

ムービーが YouTube Web サイトにアップロードされます。

 12 表示されるダイアログで、「表示」をクリックして YouTube Web サイト上のムービーにアクセスします。

 13 ムービーの URL が記載されたメールを作成するには、ムービーを選択し、ムービーの下にある「動
画の送信」をクリックします。

プレゼンテーションを iLife アプリケーションに送る方法について
プレゼンテーションを「iDVD」、「iPhoto」、「iTunes」、「iWeb」、「GarageBand」に直接送ります。

iDVD プロジェクトを作成する
iDVD プロジェクトを作成したり、スライドショーをムービーとして既存の iDVD プロジェクトに追加し
たりすることができます。

スライドショーの iDVD ムービーを作成するには：
 1 「共有」＞「送信」＞「iDVD」と選択します。

 2 「ビデオのサイズ」ポップアップメニューからオプションを選択します：

標準：標準のビデオディスプレイで表示するようスライドを書き出します。

ワイドスクリーン：ワイドスクリーンのビデオディスプレイで表示するようスライドを書き出します。

 3 「再生設定」ポップアップメニューからオプションを選択します：

手動で次へ進む：マウスをクリックするか、右矢印キーを押すか、キーボードのスペースバーを押すこ
とにより、ムービーを進めます。
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記録されたタイミング：スライドショーにナレーションが記録済みであれば（103ページの「説明者の
ナレーションを録音する」を参照してください）、そのタイミングでスライドショームービーを進めること
ができます。

固定タイミング： スライドショーの進行を制御することはできません。次の手順で指定するタイミングで
スライドショーが再生されます。

 4 「固定タイミング」を選択した場合、スライドが表示されている時間を「スライド再生時間」フィールドに、
オブジェクトビルドに要する時間を「ビルド継続時間」フィールドに入力します。

スライド再生時間：完全にビルドされた各スライドが、最後のオブジェクトビルド終了後、画面に表示
されている時間を表します。

ビルド継続時間：各オブジェクトビルドで、あるビルド段階から次のビルド段階までの間の時間（秒単
位）を表します。オブジェクトビルドの第一段階は、画面にスライドが表示された瞬間に開始されるので、
遅延がありません。

 5 スライドショーのサウンドトラックまたは録音したオーディオを含めるには、「オーディオ」チェックボッ
クスを選択します。

 6 「送信」をクリックし、ファイル名を入力し、場所を選択して（「ムービー」フォルダ以外に保存する場合）、
「書き出し」をクリックします。

iPhoto アルバムを作成する
スライドショーは iPhoto アルバムに変換できます。各スライドは独立したイメージファイルになります。

スライドショーの iPhoto アルバムを作成するには：
 1 「共有」＞「送信」＞「iPhoto」と選択します。

 2 すべてのスライドに個別のファイルを作成するか、一定の範囲のスライドに作成するかを指定します。

 3 ビルドの段階ごとにそれぞれイメージを作成するには、「ビルドの各段階に対するイメージを作成」を
選択します。

 4 「フォーマット」ポップアップメニューからオプションを選択します。

品質が高いほど、ファイルサイズは大きくなります。

 5 JPEG を選択した場合は、「品質」スライダを使って低品質から高品質までのパーセンテージを指定し
ます。

 6 「次へ」をクリックし、アルバム名を入力し、「送信」をクリックします。

「iPhoto」がまだ開いていなければ自動的に開き、新しいアルバムがリストの末尾に現れます。

iWeb に書き出す
「iWeb」で Web サイトを作成している（または「iWeb」を使用する予定がある）場合、スライド
ショーを「iWeb」に送って、Web サイトの訪問者がこれを PDF ファイル、Keynote 書類、ビデオ 
Podcast としてダウンロード、表示できるようにすることが可能です。スライドショーはブログまたは 
Podcast エントリーとして追加されます。



スライドショーを「iWeb」に送るには：
 1 「iWeb '08」以降がインストールされていることを確認してください。

 2 「Keynote」で、「共有」＞「送信」＞「iWeb」と選択します。

 3 「ファイルタイプ」ポップアップメニューからオプションを選択します：

PDF：数多くのオプションを選択できます。205ページの「スライドをプリントする」を参照してください。

Keynote 書類：Web サイトの訪問者がスライドショーを表示するためには「Keynote」が必要です。

ビデオ Podcast：自動再生ムービーを作成します。

 4 「ビデオ Podcast」を選択した場合、「再生設定」ポップアップメニューからオプションを選択できます：

記録されたタイミング：スライドショーにナレーションが記録済みであれば（103ページの「説明者の
ナレーションを録音する」を参照してください）、そのタイミングでスライドショームービーを進めること
ができます。

固定タイミング：スライドショーの進行を制御することはできません。次の手順で指定するタイミングで
スライドショーが再生されます。

 5 「固定タイミング」を選択した場合、次の継続時間フィールドに値を入力します：

スライド再生時間：完全にビルドされた各スライドが、最後のオブジェクトビルド終了後、画面に表示
されている時間を表します。

ビルド継続時間：各オブジェクトビルドで、あるビルド段階から次のビルド段階までの間の時間（秒単
位）を表します。オブジェクトビルドの第一段階は、画面にスライドが表示された瞬間に開始されるので、
遅延がありません。

 6 スライドショーのサウンドトラックまたは録音したオーディオを含めるには、「オーディオ」チェックボッ
クスを選択します。

 7 「送信」をクリックします。

「iWeb」が開いていなければ自動的に開くので、スライドショーに添えるブログや Podcast を選択で
きます。（ブログや Podcast が 1 つしかなければ、書類はそれに添付されます。）

iTunes および iPod に書き出す
スライドショーをムービーに変換して、「iTunes」で再生することができます。iPod を持っていれば、
「iTunes」を使ってムービーを iPod に転送できます。

スライドショーを「iTunes」や iPod に送るには：
 1 「Keynote」で次のいずれかの操作をします：

「共有」＞「送信」＞「iTunes」と選択します。 Â

「共有」＞「書き出す」と選択し、「iPod」をクリックします。 Â

 2 「再生設定」ポップアップメニューからオプションを選択します：

記録されたタイミング：スライドショーにナレーションが記録済みであれば（103ページの「説明者の
ナレーションを録音する」を参照してください）、そのタイミングでスライドショームービーを進めること
ができます。

固定タイミング：スライドショーの進行を制御することはできません。次の手順で指定するタイミングで
スライドショーが再生されます。
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 3 「固定タイミング」を選択した場合、次の継続時間フィールドに値を入力します：

スライド再生時間：完全にビルドされた各スライドが、最後のオブジェクトビルド終了後、画面に表示
されている時間を表します。

ビルド継続時間：各オブジェクトビルドで、あるビルド段階から次のビルド段階までの間の時間（秒単
位）を表します。オブジェクトビルドの第一段階は、画面にスライドが表示された瞬間に開始されるので、
遅延がありません。

 4 スライドショーのサウンドトラックまたは録音したオーディオを含めるには、「オーディオ」チェックボッ
クスを選択します。

 5 「送信」をクリックします。

 6 スライドショーのタイトルを入力し、場所を選択して、「書き出し」をクリックします。

「iTunes」が開いていない場合は自動的に開きます。スライドショーがムービーとして読み込まれます。
ムービーを iPod に転送する手順については、「iTunes」ヘルプを参照してください。

GarageBand に書き出す
スライドショーを「GarageBand」に書き出すことにより、優れたオーディオ効果を提供するビデオ 
Podcast に変換することができます。

スライドショーを「GarageBand」に送るには：
 1 「Keynote」で、「共有」＞「送信」＞「GarageBand」と選択します。

 2 「再生設定」ポップアップメニューからオプションを選択します：

記録されたタイミング：スライドショーにナレーションが記録済みであれば（103ページの「説明者の
ナレーションを録音する」を参照してください）、そのタイミングでスライドショームービーを進めること
ができます。

固定タイミング：スライドショーの進行を制御することはできません。次の手順で指定するタイミングで
スライドショーが再生されます。

 3 「固定タイミング」を選択した場合、次の継続時間フィールドに値を入力します：

スライド再生時間：完全にビルドされた各スライドが、最後のオブジェクトビルド終了後、画面に表示
されている時間を表します。

ビルド継続時間：各オブジェクトビルドで、あるビルド段階から次のビルド段階までの間の時間（秒単
位）を表します。オブジェクトビルドの第一段階は、画面にスライドが表示された瞬間に開始されるので、
遅延がありません。

 4 スライドショーのサウンドトラックまたは録音したオーディオを含めるには、「オーディオ」チェックボッ
クスを選択します。

 5 「送信」をクリックします。

 6 スライドショーのタイトルを入力し、場所を選択して、「書き出し」をクリックします。

「GarageBand」が開いていない場合は、開きます。スライドショーがムービーとして読み込まれます。



iChat シアターでスライドショーを表示する
Mac OS X 10.5 以降を使用している場合は、Keynote スライドショーをほかの iChat ユーザと共有
できます。

iChat シアターでスライドショーを共有するには：
 1 「iChat」で、「ファイル」＞「iChat シアターでファイルを共有」と選択します。

 2 再生したい Keynote スライドショーを選択します。「共有」をクリックします。

ビデオチャットをすでに開始している場合は、選択した Keynote ファイルを iChat ビデオウインドウ
に表示されているメンバーやグループにドラッグします。

 3 「Keynote」が開き、スライドショーの最初のスライドが iChat ビデオウインドウに表示されます。

 4 Keynote コントロールを使用して、スライド間を移動します。

詳細については、200ページの「キーボードでプレゼンテーションを制御する」を参照してください。

 5 スライドショーが終了したら、Keynote コントロールウインドウを閉じます。

Keynote 書類を Mail に直接送る
通常使用するメールアプリケーションとして「Mail」を使用している場合は、Keynote 形式、
PowerPoint 形式、または PDF 形式のスライドショーを「Keynote」内からメールにすばやく簡単
に添付できます。

書類をメールで送信するには：

 1 Keynote 書類を開き、「共有」＞「Mail で送信」と選択して、サブメニューから「Keynote」、
「PowerPoint」、または「PDF」を選びます。

Keynote：Keynote 形式の書類が作成されます。

PowerPoint：PowerPoint 形式の書類が作成されます。

PDF：PDF 形式の書類が作成されます。

書類が添付された新しいメールメッセージが開きます。

 2 メールメッセージを編集して、「送信」をクリックします。

パスワード保護された Keynote 書類は、セキュリティ保護されて送信されます。受信者は、パスワー
ドを使って、セキュリティ保護された書類を表示する必要があります。詳細については、36ページの「書
類をパスワードで保護する」を参照してください。

PDF ファイルと Microsoft PowerPoint 書類のパスワード保護には対応していません。

Keynote プレゼンテーションを iWork.com パブリックベータに送信す
る
iWork.com に投稿されたプレゼンテーションは、サポートされている Web ブラウザを使用する閲覧
者からアクセス可能です。閲覧者は、プレゼンテーションのスライドを 1 枚ずつ表示したり、自分のブ
ラウザで再生したりすることができます（説明者のナレーションが録音されているプレゼンテーション、
自動再生プレゼンテーション、一部のスライドトランジションおよびエフェクトはサポートされません）。
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プレゼンテーションには、任意のコンピュータとサポートされている Web ブラウザ、メールアカウント、
および Apple ID を使用してアクセスできます。Apple ID は、MobileMe メンバー名または iTunes 
Store アカウント ID と同じです。Apple ID をお持ちでない場合は、https://appleid.apple.com/
jp/ にアクセスして、画面に表示される指示に従って取得してください。

プレゼンテーションを iWork.com に送信するときは、以下のオプションのいずれかを選択できます。
 Â 共有　閲覧者と共有：コメントやメモを追加したり、プレゼンテーションをダウンロードしたりできる
よう、特定の閲覧者を招待します。

 Â 公開　Web 上で公開：すべての人にプレゼンテーションが表示されるように、投稿できる公開済
み Web アドレス（URL）または別の場所を Web サイト上に作成します。一般の閲覧者は、スラ
イドのコメントおよびメモを表示したり追加したりすることはできません。

 Â アップロード　個人で使用：iWork.com にプレゼンテーションを送信して、自分だけに表示される
ようにします。後でほかの閲覧者と共有するように選択できます。

重要：プレゼンテーションにパスワードを割り当てていても、iWork.com で表示するときにはプレゼ
ンテーションはパスワード保護されなくなります。そのパスワードが有効なのは、閲覧者がパスワード
保護されたプレゼンテーションをダウンロードし、自分のコンピュータで表示するときだけです。プレゼ
ンテーションをオンラインでパスワード保護するには、プレゼンテーションを投稿するときにオンライン
パスワードを設定する必要があります。

招待した閲覧者とプレゼンテーションを共有するには：

 1 共有したいプレゼンテーションを開いてから、ツールバーの「共有」ボタンをクリックするか、「共有」
＞「iWork.com で共有」と選択します。

https://appleid.apple.com/jp
https://appleid.apple.com/jp


 2 Apple ID とパスワードを入力してから、「サインイン」をクリックします。

Apple ID またはパスワードを忘れてしまった場合は、「パスワードを忘れたら」をクリックしてから、
画面に表示される指示に従います。

iWork.com にはじめて書類を送信する場合は、登録したメールアドレス宛てに確認メールが送られま
す。メールに含まれる確認のためのリンクをクリックしてから、共有作業を続けます。

 3 「共有　閲覧者と共有」を選択します。

 4 「閲覧者」フィールドと「メッセージ」フィールドに、プレゼンテーションへのアクセスを許可する人の
メールアドレスとメッセージを入力します。

 5 自動的に作成された件名を変更したい場合は、件名を入力します。

 6 共有するプレゼンテーションの表示オプションを設定します。「詳細を表示」をクリックすると、以下の
オプションがすべて表示されます。

コメントを残す：プレゼンテーションに閲覧者がコメントを残すことを許可します。

プレゼンテーションをダウンロード：プレゼンテーションを閲覧者がダウンロードすることを許可します。

iWork.com に別名でコピー：オンラインでのプレゼンテーションのファイル名を入力または選択しま
す。

ダウンロードオプション：プレゼンテーションをダウンロード可能にするためのファイルフォーマットのオ
プションを、1 つまたは複数選択します。

プライバシー：書類をオンラインで表示する前に閲覧者にパスワードの入力を要求します。表示される
フィールドにオンライン用パスワードを入力してから、「パスワードを設定」をクリックします。閲覧者
にプレゼンテーションのパスワードを必ず通知してください。

「パスワードアシスタント」を使用（鍵のアイコンのボタンをクリック）すると、より安全なパスワードを
作成できます。「パスワードアシスタント」については、36ページの「書類をパスワードで保護する」
を参照してください。

 7 「共有」をクリックします。

iWork.com にプレゼンテーションのコピーが送信され、閲覧者に招待状のメールが送信されます。
閲覧者は、自分のメール内の一意のリンクをクリックして、オンラインで書類にアクセスします。閲覧
者がコメントを残すと、コメントに閲覧者名が表示されます。

プレゼンテーションを Web 上で一般公開するには：
 1 共有したいプレゼンテーションを開いてから、ツールバーの「共有」ボタンをクリックするか、「共有」

＞「iWork.com で共有」と選択します。

 2 Apple ID とパスワードを入力してから、「サインイン」をクリックします。

Apple ID またはパスワードを忘れてしまった場合は、「パスワードを忘れたら」をクリックしてから、
画面に表示される指示に従います。

iWork.com にはじめて書類を送信する場合は、登録したメールアドレス宛てに確認メールが送られま
す。メールに含まれる確認のためのリンクをクリックしてから、公開作業を続けます。

 3 「公開　Web 上で公開」を選択します。
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 4 オンラインでのプレゼンテーション名を変更したい場合は、「詳細を表示」をクリックしてから、オンラ
インでのプレゼンテーション名を入力または選択します。

 5 「公開」をクリックします。

プレゼンテーションのコピーが iWork.com に公開されます。閲覧者はプレゼンテーションを表示でき
ますが、コメントやメモを追加することはできません。

 6 表示されるダイアログで「オンラインで表示」をクリックして、iWork.com でプレゼンテーションを表
示します。

ブラウザが開き、iWork.com に公開したプレゼンテーションが表示されます。

 7 Web アドレス（URL）をコピーして、Web サイト、ブログ、ソーシャル・ネットワーキング・サイト
に投稿できます。Web アドレスを持っている人はだれでも、プレゼンテーションをオンラインで表示で
きます。

手順については、「iWork.com ヘルプ」（ブラウザで iWork.com を開いた状態で、「ヘルプ」のリ
ンクをクリックします）を参照してください。

個人用にプレゼンテーションをアップロードするには：

 1 書類を開いてから、ツールバーの「共有」ボタンをクリックするか、「共有」＞「iWork.com で共有」
と選択します。

 2 Apple ID とパスワードを入力してから、「サインイン」をクリックします。

Apple ID またはパスワードを忘れてしまった場合は、「パスワードを忘れたら」をクリックしてから、
画面に表示される指示に従います。

iWork.com にはじめて書類を送信する場合は、登録したメールアドレス宛てに確認メールが送られま
す。メールに含まれる確認のためのリンクをクリックしてから、アップロード作業を続けます。

 3 「アップロード　個人で使用」を選択します。

 4 オンラインでのプレゼンテーション名を変更したい場合は、「詳細を表示」をクリックしてから、オンラ
インでのプレゼンテーション名を入力または選択します。

 5 「アップロード」ボタンをクリックします。

プレゼンテーションのコピーが iWork.com に送信されます。

 6 「オンラインで表示」をクリックして iWork.com 上のプレゼンテーションを表示するか、「OK」をクリッ
クしてダイアログを閉じます。

iWork.com の「共有書類」画面から、オンラインのすべての書類にアクセスするには、以下のいず
れかを実行します。

プレゼンテーションを開いて、「共有」＞「共有書類を表示」と選択します。まだログインしていない m

場合は、「共有」＞「サインイン」と選択して、「共有書類を表示」を選択します。

 m http://www.iwork.com/ にアクセスしてサインインします。

オンラインの書類に閲覧者が新規コメントを投稿したらメールで通知されるように、iWork.com を設
定できます。この手順と iWork.com の詳しい使用方法については、http://www.iwork.com/ にア
クセスして、ページ下部の「ヘルプ」をクリックしてください。

http://www.iwork.com/
http://www.iwork.com/
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イメージやオブジェクトなどのデフォルト属性を変更することで、オリジナ
ルのテーマやマスタースライド・レイアウトを作成したり保存したりしま
す。

この章では、これまでの章で説明した「Keynote」のデザインおよびフォーマット設定の機能に習熟
していることが前提となります。

マスタースライドとテーマをデザインする
「Keynote」に付属のテーマは、レイアウト、背景、グラフ、表、テキストの属性が定義済みのマスター
スライドを集めたものです。これらの属性を修正して、独自のマスタースライドやテーマを作成できます。
マスタースライドを修正すると、このマスターを基にした書類中のスライドすべてに反映されます。

新規にテーマを作成するには、次の 2 通りの方法があります：
マスタースライドを修正し、新規テーマとして書類を保存する。 Â

空白のマスタースライドを残してすべてのマスタースライドを削除し、新たに最初から一連のマス Â

タースライドを作成して、新規テーマとして書類を保存する。

マスタースライドの以下の属性をカスタマイズできます：

タイトルおよび本文テキストのデフォルト位置 Â

背景のグラフィックス Â

デフォルトのフォント Â

デフォルトの箇条書きスタイル Â

オブジェクト（オブジェクトのプレースホルダ）のデフォルト位置 Â

描画されたオブジェクトの塗りつぶしや線種 Â

グラフのスタイル Â

スライドのトランジションスタイル Â

配置ガイドの位置 Â

12独自のマスタースライドとテーマをデザイ
ンする
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マスタースライドの各種ツールを使う
「マスタースライド」ナビゲータ、「マスタースライド」インスペクタを使ってマスタースライドを操作し
ます。

マスタースライドの各種ツールを使用するには：

 1 「マスタースライド」ナビゲータを、ツールバーの「表示」をクリックし、「マスタースライドを表示」
を選択して開きます。

 2 「マスタースライド」ナビゲータで、マスタースライドを選択します。

マスタースライドの選択に関する詳細については、222ページの「カスタマイズするマスタースライド
の選択について」を参照してください。

 3 ツールバーの「インスペクタ」をクリックして、「スライドインスペクタ」ボタンをクリックします。

 4 レイアウトや背景属性を変更するには、「アピアランス」をクリックします。

詳細については、223ページの「マスタースライドのレイアウトのカスタマイズについて」を参照して
ください。

表、グラフ、Web 表示、
読み込んだグラフィックスを

表示する場所を作成します。

タイトルボックスと本文

テキストボックスをマスター

スライドに配置します。

選択すると、スライド上の

オブジェクトをマスター上の

オブジェクトに差し込めるように

なります。

オーディオファイル、ビデオ

ファイル、イメージファイルを

ほかのメディアのプレース

ホルダにします。テキストや

図形を選択し、プレースホルダ

を定義することもできます。

背景色またはイメージを

選択します。



 5 マスタースライド間のトランジションを追加または修正するには、「トランジション」をクリックします。

詳細については、229ページの「デフォルトのトランジションを定義する」を参照してください。

クリックして、

トランジションの

プレビューを表示します。

トランジションが完了する

までの時間を設定します。

トランジションの再生が

自動的に開始されるまでの

待ち時間を設定します。

トランジションの方向を

設定します。

トランジションの開始方法を

選択します。

トランジションを選択します。

マスタースライドをプレビュー表示する
マスタースライドで作業をする際に、通常のスライドで変更を試して、変更後の新しいレイアウトの外
観を確認したい場合があります。「テスト」スライドとマスタースライドを交互に切り替えながら確認す
ることにより、線を長くする／短くする、多重のインデントレベルを追加するなどの微調整ができます。
テキストを入力した状態でスライドを確認すると、タブ設定や行間隔を調整する場合に便利です。

マスタースライドをテストするには：

 1 スライドナビゲータでスライドを選択し、ツールバーの「新規」をクリックするか Return キーを押します。

 2 ツールバーの「マスター」をクリックし、テストしたいマスタースライドを選択して、そのレイアウトを
適用します。

 3 テキストやオブジェクトを新しいスライドに追加し、必要に応じてマスタースライドに戻って調整します。

 4 スライド背景を変更するなど、マスタースライドの設定をスライド上で上書き変更した後、マスタースラ
イドの設定に戻したい場合は、テストスライドを選択して「フォーマット」＞「スライドにマスターを再
適用」と選択します。

カスタマイズするマスタースライドの選択について
新しいマスタースライドをデザインする場合、現在の書類、または読み込んだほかの書類内に組み込
まれている、使用したいデザインとよく似た既存のマスターを元にして開始するのが最も簡単な方法で
す。空白のスライドから始めて、最初からマスタースライドを作成することもできます。

マスタースライドを複製する
マスタースライドを修正する前に、元の版を今後も書類で使用できるよう、複製を残しておいた方がよ
いでしょう。
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マスタースライドを複製するには：

 1 ツールバーの「表示」をクリックして「マスタースライドを表示」を選択します。

 2 「マスタースライド」ナビゲータで、複製したいマスタースライドを選択します。

 3 以下のいずれかの操作を行います：

ツールバーの「新規」をクリックします。 Â

「スライド」＞「新規マスタースライド」と選択します。 Â

Return キーを押します。 Â

「編集」＞「複製」と選択します。 Â

 4 「マスタースライド」ナビゲータで、新しいスライドの名前をダブルクリックして、新しい名前を入力し
ます。

マスタースライドに変更を施した後、テーマのデフォルト設定に戻すには、スライドを選択して「フォー
マット」＞「選択内容にマスターを再適用」と選択します。

スライドやマスタースライドを読み込む
スライドやマスタースライドを、ほかの Keynote 書類から読み込むことができます。

スライドやマスタースライドを読み込むには：

 1 ソースの Keynote 書類（読み込みたいスライドがある書類）、現在の Keynote 書類（スライドの読
み込み先書類）を開きます。

 2 以下のいずれかの操作を行います：

スライドを読み込むには、ソース書類のスライドナビゲータから、現在の書類のスライドナビゲータにド
ラッグします。スライドとそのマスターが、現在の書類に追加されます。（マスターは、「マスタースライド」
ナビゲータの最後のスライドです。）

マスタースライドを読み込むには、ソース書類の「マスタースライド」ナビゲータから、現在の書類の「マ
スタースライド」ナビゲータにドラッグします。

完全にオリジナルのマスタースライドを作成する
必要なマスターによく似たマスタースライドが見つからない場合は、最初から新規に作成することがで
きます。

新規マスタースライドを作成するには：

「マスタースライド」ナビゲータで空白のスライドを選択します。 m

使用しているテーマに空白のスライドがない場合は、マスタースライドを選択し、「編集」＞「すべて m

を選択」と選択し、Delete キーを押します。

マスタースライドのレイアウトのカスタマイズについて
テキスト、メディア、オブジェクトのプレースホルダを定義する、マスタースライドの背景要素を変更す
る、配置ガイドを追加するなど、マスタースライドにカスタマイズを施します。



テキストプレースホルダを定義する
テキストプレースホルダを追加し、そこに記述するテキストのデフォルト属性を定義することができます。

テキストプレースホルダを定義するには：

 1 「マスタースライド」ナビゲータで、スライドを選択します（「マスタースライド」ナビゲータを開くには、
ツールバーの「表示」をクリックし、「マスタースライドを表示」を選択します）。

 2 「マスタースライド」インスペクタを開き、「アピアランス」をクリックします。

 3 タイトルプレースホルダとして使うテキストボックスを追加するには「タイトル」を選択します。

 4 本文のプレースホルダとして使うテキストボックスを追加するには「本文」を選択します。

テキストボックス内のテキストのデフォルト状態（箇条書き、番号付き、プレーンテキスト）を設定す
るには、「テキスト」インスペクタの「箇条書き」パネルを使います。

 5 プレースホルダのフリー・テキストボックスを追加するには、ツールバーの「テキストボックス」をクリッ
クします。「マスタースライド」インスペクタで、「テキストプレースホルダとして定義」を選択します（ま
たは「フォーマット」＞「詳細」＞「テキストプレースホルダとして定義」と選択します）。

また、図形を追加し、それをテキストプレースホルダとして定義することもできます。

 6 テキストボックスのサイズを変更し、配置を変えます。

 7 プレースホルダのテキストを選択し、必要に応じてフォーマットを設定します。

テキストボックスでは、5 レベルまでテキスト属性を定義できます。

メディアプレースホルダを定義する
イメージ、オーディオファイル、ムービーを置くためのプレースホルダを、マスタースライド上に作るこ
とができます。スライド上のメディアプレースホルダにイメージファイルやムービーファイルをドラッグす
ると、プレースホルダに合わせてファイルの位置とサイズが自動的に調整されます。

メディアプレースホルダを定義するには：

 1 マスタースライド上のイメージまたは図形を選択します。

マスタースライドに独自のイメージを配置して選択する方法と、マスタースライドにすでに配置されてい
るイメージを選択する方法があります。

 2 「マスタースライド」インスペクタを開き、「アピアランス」をクリックします。

 3 「メディアプレースホルダとして定義」を選択します。

 4 必要に応じて、「タグ」フィールドに説明を入力します。

 5 プレースホルダをサイズ変更、マスク、および配置することで、外観を調整します。

イメージの外観を調整する方法については、74ページの「イメージをマスクする（切り取る）」、およ
び 85ページの「オブジェクトの操作、配置、および外観の変更について」内の関連するトピックを参
照してください。
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オブジェクトのプレースホルダを定義する
表やグラフを配置するためのオブジェクトのプレースホルダを、マスタースライド上に作ることができま
す。このマスターを基にしたスライドにイメージなどを追加すると、自動的に、指定された位置および
サイズのプレースホルダ上に配置されます。

オブジェクトのプレースホルダを定義するには：

 1 「マスタースライド」ナビゲータで、スライドを選択します（「マスタースライド」ナビゲータを開くには、
ツールバーの「表示」をクリックし、「マスタースライドを表示」を選択します）。

 2 「マスタースライド」インスペクタを開き、「アピアランス」をクリックします。

 3 「プレースホルダ」を選択します。

 4 プレースホルダの位置とサイズを指定します。

マスタースライド上に背景要素を作成する
特定のマスタースライドを元にして作成したスライドに、（会社ロゴその他のグラフィックス、テキスト、
色などの）要素が必ず表示されるようにすることができます。

この手法は、プレゼンテーション内の関連するスライドをグループ化する方法の 1 つです。たとえば、
グループごとに少しずつ背景を変えて区別しやすくすることができます。これを行うには、それぞれに
異なる背景を使用した一連のマスタースライドを作成します。

マスタースライドの背景を編集するには：

 1 変更しようとするマスタースライドを選択します。

 2 不要な要素を選択して、Delete キーを押します。

 3 あるオブジェクト（図形、イメージ、サウンドファイル、ムービーファイル、表、グラフ）を背景要素に
するには、それをマスタースライドに追加し、サイズやスライド上の位置を決めます。

オブジェクトの配置が決まったら、「配置」＞「ロック」と選択して、作業中に誤って動かさないように
します。

 4 マスターオブジェクトに、このマスターを基にしたスライドに追加されたオブジェクトが差し込めるよう
にするには、「マスタースライド」インスペクタを開き、「アピアランス」をクリックし、「スライド上のオ
ブジェクトがマスターに対してレイヤーとなることを許可」を選択します。

オブジェクトのレイヤー化の詳細については、86ページの「オブジェクトを前面または背面に移動する
（オブジェクトを階層化する）」を参照してください。

 5 スライドの背景をある色またはイメージで塗りつぶすには、「マスタースライド」インスペクタの「アピ
アランス」パネルにある「背景」コントロールを使います。

背景レイヤーはアルファチャンネルグラフィックス（透明度が設定できるグラフィックス）用によく使わ
れます。オブジェクトをスライドに追加してレイヤー化すると、その隙間から背景イメージが見えるよう
になります。



マスタースライドに配置ガイドを追加する
独自の配置ガイドを作成すると、各スライドで一貫してテキストやグラフィックスを配置するのに役立ち
ます。マスタースライド上に作成した配置ガイドは、そのマスターをベースにしているスライド上でオブ
ジェクトを配置する際に利用できます。

マスタースライド上に配置ガイドを作成するには：

 1 配置ガイドを追加するマスタースライドを選択します。

 2 ツールバーの「表示」をクリックし、「ルーラを表示」を選択します。

 3 ルーラ上にポインタを置き、配置ガイドをマスタースライド上の扱いやすい位置にドラッグします。

横方向のガイドを配置するには、スライドの上部にあるルーラからドラッグします。

縦方向のガイドを配置するには、スライドの左側にあるルーラからドラッグします。

マスタースライド上に表示され、スライド上では動的に表示されるグリッドラインをオンにすることもで
きます。詳細については、89ページの「マスターグリッドラインを使う」を参照してください。

テキストやオブジェクトのデフォルト属性を定義する
テキストやオブジェクトのデフォルト属性を定義することができます。

たとえば、ツールバーの「表」をクリックしたとき、所定の数の行や列から成り、ヘッダや本文のフォント、
枠線の色などが定義済みの、デフォルトの表が追加されるように「Keynote」を設定することができ
ます。

要素のデフォルト属性を変更するには、目的の属性が定義された要素を作成し、この要素をテーマの
特定のマスターまたはすべてのマスターに対して定義します。特定のマスターに対して要素を定義する
と、デフォルト属性はそのマスターを基に作成したスライドの新規要素にのみ適用されるようになりま
す。すべてのマスターに対して要素を定義すると、書類上に新規に作成した要素すべてに、デフォルト
属性が適用されるようになります。

テキストボックスや図形のデフォルト属性を定義する
新しいテキストボックスや図形のデフォルト属性を定義することができます。

テキストボックスや図形のデフォルト属性を設定するには：

 1 「スライド」ナビゲータで新規スライドを作成します。

 2 （現在のテーマのすべてのマスターではなく）特定のマスタースライドに対してデフォルト属性を設定
する場合は、ツールバーの「マスター」をクリックし、マスタースライドを選択します。

 3 テキストボックスのデフォルト属性を定義するには、ツールバーの「テキストボックス」をクリックし、
プレースホルダのテキストにフォーマットを設定します。詳細については、51ページの「テキストをア
ウトライン表示する」を参照してください。
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 4 以下のいずれかの操作を行います：

テキストボックスのデフォルト属性を現在のマスタースライドにのみ適用するには、「フォーマット」 Â

＞「詳細」＞「現在のマスターのテキストを定義」と選択します。

テキストボックスのデフォルト属性を現在のテーマのすべてのマスタースライドに適用するには、 Â

「フォーマット」＞「詳細」＞「すべてのマスターのテキストを定義」と選択します。

 5 デフォルトの図形を定義するには、図形を追加し、その属性を設定します。手順については、91ペー
ジの「オブジェクトのサイズ、向き、アウトライン、その他の変更」および 96ページの「オブジェクト
を単色で塗りつぶす」を参照してください。

 6 以下のいずれかの操作を行います：

図形のデフォルト属性を現在のマスタースライドにのみ適用するには、「フォーマット」＞「詳細」＞ Â

「現在のマスターの図形を定義」と選択します。

図形のデフォルト属性を現在のテーマのすべてのマスタースライドに適用するには、「フォーマット」 Â

＞「詳細」＞「すべてのマスターの図形を定義」と選択します。

 7 スライド上にデフォルトのオブジェクトが必要ない場合は、そのオブジェクトを削除します。

読み込んだイメージのデフォルト属性を定義する
影、反射、不透明度、枠線（線）の色などのデフォルト属性を設定して、スライドショーにイメージを
追加すると自動的にデフォルト設定が使われるようにすることができます。

イメージのデフォルト属性を設定するには：

 1 「スライド」ナビゲータで新規スライドを作成します。

 2 （現在のテーマのすべてのマスターではなく）特定のマスタースライドに対してデフォルト属性を設定
する場合は、ツールバーの「マスター」をクリックし、マスタースライドを選択します。

 3 イメージをスライド上に配置し、そのデフォルト属性を設定します。詳細については、以下のトピック
を参照してください：

 Â 85ページの「複数のオブジェクトを選択する」

 Â 94ページの「影を追加する」

 Â 96ページの「不透明度を調整する」

 Â 93ページの「枠線のスタイルを変更する」

 4 以下のいずれかの操作を行います：

イメージのデフォルト属性を現在のマスタースライドにのみ適用するには、「フォーマット」＞「詳細」 Â

＞「現在のマスターのイメージを定義」と選択します。

イメージのデフォルト属性を現在のテーマのすべてのマスタースライドに適用するには、「フォーマッ Â

ト」＞「詳細」＞「すべてのマスターのイメージを定義」と選択します。

 5 スライド上にイメージが必要ない場合は、そのイメージを削除します。



表のデフォルト属性を定義する
表には、行や列の数、枠線のスタイルや色、テキストスタイル、影などの属性を設定することができます。

重要：表には、4 つの書式設定の区分があります：ヘッダ行、ヘッダ列、内側の枠線、および外側の
枠線です。デフォルトの表の属性を設定するには、その属性をフォーマット領域全体に適用する必要が
あります。たとえば、ヘッダ行のデフォルトフォーマットを設定するには、ヘッダ行のすべてのセルの
フォーマット設定を変更する必要があります（1 つのヘッダセルだけではありません）。

表のデフォルト属性を定義するには：

 1 「スライド」ナビゲータで新規スライドを作成します。

 2 （現在のテーマのすべてのマスターではなく）特定のマスタースライドに対してデフォルト属性を設定
する場合は、ツールバーの「マスター」をクリックし、マスタースライドを選択します。

 3 スライド上に表を配置します。詳しくは、153ページの「表を追加する」を参照してください。

 4 表を選択し、属性を設定します。

表の次元を変更するには、156ページの「表のサイズを変更する」を参照してください。

列や行の追加／削除、ヘッダ行やヘッダ列の作成、セルの分割／結合、セルのサイズ変更、枠線のフォー
マット設定の手順については、223ページの「マスタースライドのレイアウトのカスタマイズについて」
内のトピックを参照してください。

表にグラフィックスを追加する手順については、166ページの「表のセルをカラーまたはイメージで塗
りつぶす」を参照してください。

セル値の表示フォーマットの詳細については、161ページの「表の外観およびレイアウトをカスタマイ
ズする方法について」および 171ページの「表のセルの値の表示フォーマットを設定する」を参照し
てください。

 5 以下のいずれかの操作を行います：

表のデフォルト属性を現在のマスタースライドにのみ適用するには、「フォーマット」＞「詳細」＞「現 Â

在のマスターの表を定義」と選択します。

表のデフォルト属性を現在のテーマのすべてのマスタースライドに適用するには、「フォーマット」＞ Â

「詳細」＞「すべてのマスターの表を定義」と選択します。

 6 スライド上に表が必要ない場合は、その表を削除します。

グラフのデフォルト属性を定義する
グラフのタイプごとにデフォルトの外観（スライドキャンバス上にはじめてグラフを追加したときの表示
方法）を設定することができます。デフォルト属性は、グラフのタイプごとにそれぞれ設定する必要が
あります。

グラフのデフォルトスタイルや配置を設定するには：

 1 「スライド」ナビゲータで新規スライドを作成します。

 2 （現在のテーマのすべてのスライドではなく）特定のマスタースライドに対してデフォルト属性を設定
する場合は、ツールバーの「マスター」をクリックし、マスタースライドを選択します。

 228  第 12章    独自のマスタースライドとテーマをデザインする



 第 12章    独自のマスタースライドとテーマをデザインする 229

 3 スライド上にグラフを配置します。手順については、134ページの「新しいグラフを追加する／データ
を入力する」を参照してください。

 4 グラフを選択し、属性を設定します。

グラフのタイプを変更する方法については、135ページの「グラフのタイプを変更する」を参照してく
ださい。

グラフのサイズ変更や回転、各グラフに共通の属性の設定を行う方法については、137ページの「グ
ラフの書式を設定する」を参照してください。

円グラフ、棒グラフ、その他のグラフタイプの特定の属性をカスタマイズする方法の詳細については、
各グラフタイプの特定のトピックを参照してください。

 5 デフォルトを定義したいグラフのタイプごとに、手順 3 および 4 を繰り返します。

 6 グラフごとに、グラフを選択して次のいずれかの操作を行います：

現在のグラフタイプのデフォルト属性を現在のマスタースライドにのみ設定するには、「フォーマット」 Â

＞「詳細」＞「現在のマスターの＜グラフのタイプ＞を定義」と選択します。

現在のグラフタイプのデフォルト属性を現在のテーマ内のすべてのマスタースライドに設定するには、 Â

「フォーマット」＞「詳細」＞「すべてのマスターの＜グラフのタイプ＞を定義」と選択します。

 7 スライド上にグラフが必要ない場合は、そのグラフを削除します。

デフォルトのトランジションを定義する
マスタースライドにデフォルトのトランジションスタイルを指定して、このマスターを元に作成したスラ
イドから次のスライドに移る際、自動的にこのトランジションスタイルが使われるようにすることができ
ます。

マスタースライドのデフォルトのトランジションスタイルを設定するには：

 1 ツールバーの「表示」をクリックして「マスタースライドを表示」を選択します。

 2 「マスタースライド」ナビゲータで、マスタースライドを選択します。

 3 「マスタースライド」インスペクタの「トランジション」パネルで、トランジションを定義します。詳細
については、109ページの「スライド間にトランジションを追加する」を参照してください。

マスタースライドにビルドを作成する
マスタースライドにオブジェクトビルドを追加すると、マスターを使って作成したすべてのスライドにそ
のビルドエフェクトを表示させることができます。

たとえば、箇条書きテキストを含むスライドを多数作成し、各スライドを箇条書き項目単位でビルドし
たい場合は、必要なビルドのエフェクトを使ってマスタースライドを作成します。次にそのマスターを使っ
てスライドの残りの部分を作成します。



マスタースライドにビルドを作成するには；

 1 ツールバーの「表示」をクリックして「マスタースライドを表示」を選択します。

 2 「マスタースライド」ナビゲータで、マスタースライドを選択します。

 3 112ページの「ビルドを使ってオブジェクトをスライド上に表示させる／スライド上から消す」の手順に
従い、ビルドを定義します。

カスタムテーマについて
テーマ内のマスタースライドを修正し、それをほかのスライドショーでも使いたい場合は、修正したテー
マをカスタムテーマとして保存することができます。保存したカスタムテーマは、テーマセレクタに表
示されます。カスタムテーマを選択すると、定義したすべてのマスタースライドが使用可能になります。

カスタムテーマを保存する
現在のテーマのマスタースライドに対して施した修正をすべて含む、新しいテーマを作成します。

現在のテーマをカスタムテーマとして保存するには：

 1 「ファイル」＞「テーマを保存」と選択します。

 2 テーマ名を入力します。

 3 追加したサウンドやムービーをテーマに含めたい場合は、「オーディオとムービーを書類にコピー」を
選択します。

このチェックボックスが表示されていない場合は、「別名で保存」フィールドの右側にある開閉用三角
ボタンをクリックします。

書類にメディアファイルを保存すると、ファイルが非常に大きくなります。

 4 「保存」をクリックします。

特に場所を指定しなければ、カスタムテーマはハードディスクの Themes フォルダに保存されます 
（＜ホーム＞ /ライブラリ /Application Support/iWork/Keynote/Themes）。このフォルダ内にあ
るテーマだけが、テーマセレクタに表示されます。別の場所にテーマを保存した場合も、これを（Finder 
から）開き、スライドショーを作成できます。

最初からテーマを作成する
既存の「Keynote」のテーマを基にせず、まったく新しいテーマを作成したい場合、最も簡単な方法
は、新規 Keynote 書類を作成し、空白のスライド 1 つを残してすべてのマスタースライドを削除する、
というものです。

マスタースライドを削除するには、「マスタースライド」ナビゲータでそれを選択し、「編集」＞「削除」
と選択するか、Delete キーを押します。
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新規にテーマを作成する手順：

新規のマスタースライドを作成する前に、テキストおよび背景の属性をすべて設定します。 m

サンプルのスライド上で、テキストのレイアウトをテストし、テキスト行の折り返しがうまく処理されて m

いることを確認します。本文のテキストボックスのサイズおよび配置を設定するときに、そのテキストボッ
クスに箇条書きをいくつ入れるかを考えます。

オリジナルのマスタースライドの複製を使用して、さまざまなテキストレイアウトを作成します。コピー m

から作成した新規のマスタースライドは、自動的にテキストおよび背景の属性をコピー元からすべて継
承します。その後は、テキストボックスのレイアウトを調整するだけです（たとえば、本文のみのマスター
スライドの場合、タイトルのテキストボックスを削除し、本文のテキストボックスを拡張します）。

「スライド」ナビゲータで、作成した各マスターを基にサンプルスライドを作成し、デフォルトのオブジェ m

クト属性をマスタースライドごとに変えたい場合は、それぞれにフリー・テキストボックス、図形、表、
イメージを配置します。（デフォルトのオブジェクト属性をすべてのマスターで同一に設定すれば、1 つ
のマスタースライドに対してこれを行うだけですみます。）

「スライド」ナビゲータで、一連のサンプルスライドを、各マスタースライドを基に作成します。1 枚の m

スライドでグラフをデザインして、それを各スライドにコピー＆ペーストします。各グラフを別のグラフ
のタイプに変換し、サイズと位置を設定します。この手順は、「フォーマット」＞「詳細」と選択して、
グラフのスタイルのデフォルトを定義する前に行ってください。

元のテーマの属性を復元する
書類のマスタースライドに修正を行った後で元のテーマのデフォルトに戻すには、書類または特定のス
ライドにテーマを再適用します。

テーマのデフォルトを復元するには：

 1 特定のスライドのみデフォルトに戻したい場合は、「スライド」ナビゲータでそれを選択します（複数の
スライドを選択したい場合は、Command キーを押しながら選択）。

 2 「ファイル」＞「テーマを選択」と選択します。

 3 テーマセレクタで、元のテーマとスライドのサイズを選択します。

 4 「テーマのデフォルトに対する変更を継承」が選択解除されていることを確認します。

 5 「テーマの適用先」ポップアップメニューから「すべてのスライド」または「選択したスライド」を選
択します。

 6 「選択」をクリックします。
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