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第 1 章

ページの先頭へ

ソフトウェアのインストールおよびサンプルプロジェクトの設定
サイトマップの構築
A-マスターページの編集
カラーパレットを設定して、スウォッチパネルでスウォッチの名前を変更
100％幅に設定された要素の使用
ステートボタンと配置された Photoshop ボタンの使用
長方形の線オプションを設定して、直線を作成

このチュートリアルでは、Adobe Muse ワークスペースを十分に理解し、コードを作成しないでフル機能のウェブサイトを構築する方法を見てい
きます。Adobe Muse による初めての Web サイト制作のパート 1 では、Muse の使用に役立つ手順を説明します。マスターページ、ウィジェッ
ト、配置された画像、リンクを操作する方法について学びます。このチュートリアルを進めるにあたり、いつでも Katie のカフェのライブ Web サ
イトを参照することで、完成したサイトがどのように表示されるか確認できます。

ソフトウェアのインストールおよびサンプルプロジェクトの設定

1. 最新バージョンの Adobe Muse CC をダウンロードしてインストールします。
2. サンプルファイルをダウンロードします (ZIP、78MB)。
3. ZIP ファイルを解凍して、Katies Café Building v3 という名前のフォルダーをデスクトップに保存します。
4. Muse を起動します。「ようこそ」画面が表示されます。ファイル／新規サイトを選択します。
5. Adobe Muse CC／環境設定を選択します。「一般」セクションで、ワークスペースに使用するカラーテーマを選択して、「OK」をクリッ
クします（図 1 を参照してください）。

図 1. グレーのカラースウォッチのいずれかをクリックして、Adobe Muse のカラーテーマを設定します。

新規サイトダイアログボックスが表示されます。サイト全体に適用する設定を編集するには、このインターフェイスを使用します。
6. 列の数を 9 に設定します。  「マージン」セクションで、フィールドのリンクを解除しながら上マージンと下マージンを 0 に設定します。左
マージンと右マージンを 4 に設定します。「パディング」セクションで、上マージンと下マージンを 0 に設定します。ページ幅を 960 に設
定し、最小の高さを 872 に設定します（図 2 を参照してください）。
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注意：

図 2. 新規サイトダイアログボックスに含まれる列の数を更新します。

解像度メニューで、標準オプションまたは HiDPI（2x）オプションを選択します。この設定を使用すれば、Muse サイトをパブリッシュま
たは書き出す場合にアセット出力の品質を定義できます。詳しくは、高解像度 Web サイトの作成を参照してください。

このチュートリアルでは、Muse を使用してデスクトップコンピューター向けの Web サイトを初めて作成します。デフォルトでは、初期レイアウ
トのメニューセットがそのままデスクトップで維持されます。スマートフォンやタブレット用の代替レイアウトで Web サイトを構築する場合、こ
のメニューを使用して、最初にデザインするレイアウトを選択できることに注意してください。
デフォルトでは、スティッキーフッターというラベルの付いたオプションが有効になっています。ブラウザーのウィンドウが Web ページのデザイ
ンよりもはるかに大きい場合は、Apple シネマディスプレイのように、所定の位置でフッターが維持されます（図 3 を参照してください）。

図 3. デフォルトでは、「スティッキーフッター」オプションが有効になっています。

「スティッキーフッター」オプションが有効になっている場合、訪問者のデスクトップモニターの解像度やサイズに関係なく、フッターのコンテ
ンツはブラウザーウィンドウの最下部に固定されます（図 4 を参照してください）。
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図 4. 「スティッキーフッター」が有効になっているサイト（左）と「スティッキーフッター」が有効になっていないサイト（右）をズームアウト
したライブサイトの比較。

このサンプルサイトプロジェクト（ほとんどの場合）では、新規サイトダイアログボックスで「スティッキーフッター」オプションが有効になっ
ています。
注意：katiesCafe サンプルファイルのフォルダーには、katiescafe-final.muse という名前のサンプルプロジェクトの完成バージョンが含まれます。
または、自分のバージョンのプロジェクトを katiesCafe.muse として保存した後に、.muse ファイルの最終バージョンをダブルクリックして開く
こともできます。Adobe Muse では、複数のサイトプロジェクトを一度に開くことができるので、これらの手順に従いながら、katiescafe-final
ファイルを参照してリファレンスとして使用できます。
次のセクションでは、サイトに新しいページを追加していきます。

7. 「OK」をクリックして変更を保存し、新規サイトダイアログボックスを閉じます。
8. ファイル／サイトを保存を選択します。Adobe Muse ファイルを別名で保存ダイアログボックスで、サイトの名前「katiesCafe.muse」を入
力します。このサンプルプロジェクトを保存する場所（デスクトップ上の katiesCafe フォルダーなど）に移動して、「保存」をクリックし
ます。

サイトマップの構築

サイトマップは、Web サイトの階層内に存在するページの構造化されたリストです。同じレベルにある（サブページのない）ページを作成した
り、異なる層のページを含むサイトマップを作成することができます（例えば、大きなサイトでは、About ページに「Our Mission」と「Our
Staff」という 2 つのサブページを含めることができます）。Muse では、ページを作成して好きな順序に再配置するのが簡単で、破損したリンク
を心配する必要はありません。ただし、時間を費やして、新しいサイトのコンテンツを整理し、どのページが必要か判断し、サイトの情報を提示
する方法を決定することが重要です。実際のプロジェクトでは、異なるサイトのセクションを終了し、ページの順序を選択することは、事前の計
画段階の一部です。詳細については、サイトマップの作成を参照してください。
新規サイトダイアログボックスを閉じると、Muse のプランビューに自動的にリダイレクトされます。デフォルトでは、すべての新規サイトに
（Home という名前の）Web ページが １ つ含まれ、このページは（A-マスターという名前の）１ つのマスターページにリンクされます。必要に
応じて、これらの両方のページの名前を変更できます。
一貫性のある操作性を実現するため、ヘッダー、フッター、サイトナビゲーションなど、繰り返し利用されるサイトアイテムをマスターページに
配置します。この方策を使用すると、サイトデザインを構築する際に、各ページにユニークなコンテンツのみを追加できます。 

このサンプルプロジェクトは、Home ページを含む、合計 5 つのページで構成される小さなサイトです。以下の手順に従い、新しいページを追加
します。
ページのサムネールの下にあるプラス（+）記号アイコンをクリックすると、サブレベルのページが作成され、特定のトピックに関連するペー
ジを含むセクションが展開されます。

この時点で、サイトマップには、Home、food、events、about、および visit という名前の合計 5 つのページが含まれます（図 5 を参照してくだ
さい）。

1. Home ページの上にマウスを合わせ、Home ページのサムネールの右にあるプラス（+）記号アイコンをクリックして、最初のページと同じ
レベルに別のページを作成します。新しいページの下にあるラベルフィールドをクリックして、「food」と名前を付けます。

2. food ページのサムネールの右にあるプラス（+）記号アイコンをクリックして、別の新しいページを作成します。ラベルをクリックして、
ページの名前を「events」に変更します。events ページのサムネールの右にあるプラス（+）記号アイコンをクリックして、新しいページを
作成します。この新しいページに「about」という名前を付けます。この操作をもう一度繰り返して、Home ページと同じレベルに新しい
ページをもう 1 つ作成し、「visit」という名前を付けます。
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図 5. サイトマップに合計 5 つのページを作成します。

このサンプルサイトには、同じレベルに 5 つのページが含まれています。ただし、サブレベルのページを作成して、必要に応じてページを
整理できます。サブレベルのページは、サイトの異なるセクションを作成するためによく使用されます。複数のマスターページが存在する場合、
プランモードでページのサムネールを右クリック（または Control キーを押しながらクリック）して、これらのマスターページを特定のマスター
ページにリンクさせることができます。初めて新しいサイトを構築する場合、ページが自動的に A-マスターマスターページにリンクされます。

プランモードには、サイトの構成を指定し、サイトマップを構築するためのツールが用意されています。サイトの構成を変更する場合、サイト
マップ内でページのサムネールをドラッグすることで、ページの配置を調整できます。

3. ギャラリーページのサムネールの上にマウスを合わせてから、 その下にあるプラス（+）記号をクリックします。新規子ページのフィールド
をクリックして、ギャラリー-フルスクリーンという名前を付けます（図 6 を参照してください）。

図 6. ギャラリーセクション用の新規サブレベルページをサイトマップに追加します。

これらの変更を加えると、サイトマップは完成します。
プランビューインターフェイスの最上部には、デスクトップ、タブレット、およびスマートフォン用のレイアウトボタンが 3 つあることがわかり
ます。このサンプルプロジェクトでは、サイトをコンピューターの画面に配信するためのデスクトップデザインのみを作成します。タブレットレ
イアウトとスマートフォンレイアウトには、それぞれの名前の横にプラス（+）記号が表示されます。これは、対応するデザインが作成されていな
いことを示します（図 7 を参照してください）。

図 7. 「レイアウト」ボタンを使用すれば、サイト用に 3 つの代替レイアウトを作成し、これらのレイアウト間でジャンプすることができます。

2 つ以上のレイアウトを作成したら、レイアウトボタンをクリックしてサイトレイアウト間をジャンプする以外にも、キーボードショートカッ
トを使用してサイトプランを切り替えることもできます。

Command+7 キー（Mac）または Control+7 キー（Windows）を押すと、デスクトップサイトマップにジャンプします。
Command+8 キー（Mac）または Control+8 キー（Windows）を押すと、タブレットサイトマップにジャンプします。
Command+9 キー（Mac）または Control+9 キー（Windows）を押すと、スマートフォンサイトマップにジャンプします。

これらのキーボードショートカットは、デスクトップ、タブレット、および／またはスマートフォンのうち、少なくとも 2 つを含むサイトプロ
ジェクトでのみアクティブになります。
この記事の残りの部分では、引き続きデスクトップレイアウトを作成します。タブレットやモバイルデバイスの Web サイトの設計について詳しく
は、Muse でのモバイルレイアウト設計の作成を参照してください。
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次のセクションでは、A-マスターページを編集して、フッターコンテンツなどの共有サイトエレメントを追加する方法を学びます。

A-マスターページの編集

サイト内のすべてのリンクされたページで表示されるアートワークを追加することで、サイト用の最初のマスターページの設計を開始します。
Muse はデザインツールのように機能し、バッググラウンドで業界標準の HTML、JavaScript、および CSS を生成して Web ページを作成します。
スタイル設定（角丸、グラデーションの塗りのカラー）を適用する場合、Muse はベクトルシェイプまたはピクセルグリッドを作成しません。パブ
リッシュされた Muse プロジェクトは、完全に機能する Web サイトです。最初に、マスターページの背景色を更新することから開始します。

1. プランモードで、A-マスターページのサムネールの下のフィールドをダブルクリックして、マスターページの名前を変更します：フッター。
次に、A-マスターページのサムネールをダブルクリックして、デザインモードで開きます。マスターページがワークスペースの最上部に沿っ
てタブ内で開きます（図 8 を参照してください）。

図 8. A-マスターページをデザインモードで編集する準備が整いました。

選択範囲インジケーターは、コントロールパネルの左上隅にあります。他に何も選択されていない場合、選択範囲インジケーターにはページとい
う文字が表示されます。これは、ページのみが選択されていることを意味します。長方形などのページ上にあるオブジェクトを選択すると、「長
方形」という文字が表示されます。
作業中は選択範囲インジケーターに注意を払い、編集する要素を選択したことを確認します。他のページ要素が選択されている場合、常にページ
の左右にあるグレーの領域をクリックすることで、ページ全体を選択しなおすことができます。
ページを選択しながら、コントロールパネルにあるメニューを使用して、塗りのカラーと線の設定を更新できます。デフォルトでは、ページの塗
りは色なしに設定され、ページの線は 0 に設定されます。このデザインでは、デフォルト設定を残します。

2. ブラウザー背景リンクをクリックして、ページ領域の外側を表示するブラウザーウィンドウの背景色または画像を設定します。
3. このページデザインでは、フィールドに 16 進数の値 #F5F1EE を入力することで、ブラウザー背景カラーを特定の色に設定します（図 9 を
参照してください）。

5



ページの先頭へ

図 9. ブラウザー背景メニューで、カラースウォッチを更新します。

4. ブラウザー背景メニューの外側にある場所をクリックすると、このパネルは閉じます。

カラーパレットを設定して、スウォッチパネルでスウォッチの名前を変更

後ほどサイトの他の領域に同じカラーを簡単に適用できるようにするには、カラースウォッチを追加して名前を変更します。これにより、名前の
付いたカラースウォッチの名前を変更して、サイトで使用するカラーのすべてのインスタンスを更新できます。

1. スウォッチパネルを開きます（ウィンドウ／スウォッチ）。
2. ファイル／配置を選択します。サンプルファイルフォルダーにある color-palette.png という名前のファイルを参照して選択します。ページ上
の任意の場所を 1 回クリックして、画像を配置します。 

3. スウォッチパネルを右クリックして、すべての未使用のスウォッチを削除を選択します（図 10 を参照してください）。

図 10. サイト内ですべての未使用のカラーを削除するオプションを選択します。

カラーの名前を変更

主にサイトのデザインに使用するカラーは、一般的な 50 % グレー、白、および黒のスウォッチと一緒に表示されるようになりました。次に、カ
ラーの名前を変更します。

1. 最右側で、茶色のチップスウォッチをダブルクリックします。スウォッチオプションダイアログボックスが開き、カラーの属性が表示されま
す。スウォッチの異なるカラー値を指定する以外に、スウォッチオプションを更新して、わかりやすいスウォッチカラーの名前を付けること
ができます。

2. 「カラー値を名前にする」チェックボックスをオフにして、スウォッチ名フィールドに新しい名前「ダークブラウン」を入力します（図 11
を参照してください）。
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図 11.カラースウォッチにわかりやすい名前を付けます。

3. 「OK」をクリックしてスウォッチオプションダイアログボックスを閉じます。
4. 手順 1 ～ 3 を繰り返して、右から 2 番目のカラースウォッチの名前を変更します。「オフホワイト」と名前を付けます。
5. 残りの 2 つ色の名前（ライトブラウンとブラウン）を変更して、右から左に移動します。
6. 配置された画像（color-palette.png）を選択し、Delete／Backspace キーを押して削除します。
次に、すべてのページに表示するフッターを作成します。 

100％幅に設定された要素の使用

訪問者のブラウザーウィンドウがどれだけ拡大縮小されても、100％幅として設定されているアイテムによってブラウザーが横方向に満たされま
す。ページ要素がブラウザーウィンドウの上端と下端でも整列するように設定すると、単色で塗りつぶされたオブジェクトまたはタイル張りのア
セットが、使用可能な空間を満たすように拡張されます。

1. 長方形ツールを使用して、ページの幅いっぱいに広がり、高さが 250 ピクセルの長方形をページの最下部付近に描きます。
2. 長方形を選択しながら、塗りメニューを使用して長方形の塗りカラーをダークブラウンに設定し、線幅を 0 に設定します。長方形を選択する
と、周囲にハンドル付きの青色のバウンディングボックスが表示され、左上隅の選択範囲インジケーターに「長方形」という文字が表示され
ます（図 12 を参照してください）。
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図 12. 長方形の両側にあるハンドルをドラッグして、長方形のサイズを変更します。

3. 選択ツールを使用して、長方形を配置します。ブラウザーウィンドウの左側、下側、右側に赤色の境界線が瞬間的に表示されます。この赤色
の境界線は、長方形を 100% の幅で表示するように設定されたことを示します。

必要に応じて、変形パネル（ウィンドウ／変形）を開いて、100% 幅ボタンをクリックすることもできます。

4. ガイドオーバーレイなしでサイトのデザインを表示する場合は、表示／ガイドを隠すを選択します。コントロールパネルで、表示オプション
メニューを使用してガイドを隠したり、表示したりすることもできます。

ステートボタンと配置された Photoshop ボタンの使用

ステートボタンは、ウィジェットライブラリからドラッグ＆ドロップすることができるページ要素です。ロールオーバーボタンを作成するための
便利なコンテナを備えています。ステートボタンを使用する利点として、訪問者の対話に応じて、内側にあるすべての要素が同時に状態を変更す
ることがあげられます。テキストフレーム、画像、長方形、配置されたグラフィックおよび Photoshop ボタンを追加して、サイトのデザインに適
合したカスタムボタンを作成します。
ステートボタンには、グレーのドットや、プレースホルダーのコンテンツとして「Lorem Ipsum」の文字の付いたテキストフレームが含まれてい
ます。これらの各要素は独自の状態を備えていますが、ステートボタンをロールオーバーするかクリックすると、一斉に反応します。異なる要素
を含むボタンを手動で作成すると、訪問者が配置したカーソルの位置に応じて、テキストまたはグレーのドットのみがマウスの移動に反応しま
す。

1. ウィジェットライブラリ（ウィンドウ／ウィジェットライブラリ）を開きます。ボタンカテゴリーをクリックして、展開します。
2. ステートボタンウィジェットを選択して、ページにドラッグします。
3. 「プレビュー」をクリックして、ページのプレビューを表示します。カーソルを使用して、デフォルトのボタンをロールオーバーしてクリッ
クします。

1. 「デザイン」をクリックして、ページの編集を継続します。
2. プレースホルダーのテキストの左にあるグレーのドットを選択し、Delete／Backspace キーを押して削除します。 
3. ファイル／Photoshop ボタンを配置を選択してから、アセットフォルダー内で banner.psd という名前のファイルを参照して選択しま
す。Photoshop 読み込みオプションダイアログボックスに表示されるデフォルト設定を一切変更せず、「OK」をクリックします（図 13 参
照してください）。
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注意：

図 13. このダイアログボックスには、Photoshop ファイルのレイヤーが表示されるので、ステートメニューを使用して、ボタンの各ステートに表
示するレイヤーを選択できます。

7. ステートボタンの内側を 1 回クリックして、Photoshop ファイルを配置します。 
8. 配置されたグラフィックを選択した状態で右クリックして、アレンジ／最背面へを選択します（図 14 を参照してください）。 

図 14. Photoshop バナー画像を再配置して、テキストフレームの背後に表示します。

9. テキストツールを使用して Lorem Ipsum プレースホルダーを選択して、「DOWNLOAD MENU」と入力します。
10. テキストを選択しながら、コントロールパネルまたはテキストパネルでテキストカラーを「オフホワイト」に更新します。フォントメニュー

を使用して、最初のメニュー「Web フォントを追加」を選択します。表示されるインターフェイス内で、Open Sans Condensed Bold を検
索して選択し、テキストの書式を設定します。

 

注意：Open Sans Condensed Bold は、フォントメニューから「Web フォントを追加」を選択してダウンロードできる Web フォントで
す。Web フォントの使用について詳しくは、「Muse でのテキスト編集：Web フォント、Web セーフフォント、およびシステムフォントの使用」
を参照してください。
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ページの先頭へ

11. フォントサイズを 15 に設定して、中央揃えを選択します。字送りを 0 に設定して、行送りを 24 ピクセルに設定します。デフォルトのリン
クスタイルを使用します。段落レベルタグメニューで、小見出し（h2）を選択してサイトの検索エンジンの最適化を向上します（図 15 を参
照してください）。

図 15. テキストパネルのオプションを使用して、フォーマットスタイルを更新します。

ステートパネルを表示して、テキストフレームの 4 つのフレームがすべて同一であることを確認します。これが、このデザインの外観になりま
す。ただし、必要に応じて、テキストのカラーを異なるステートに更新できます。
12. 選択ツールを使用し、テキストフレームのサイドハンドルをドラッグして幅を広げると、テキストが折り返されません。ステートボタン内で

テキストフレームが中央に来るまで横方向にドラッグします。テキストフレームがステートボタンの内部で中央に来ると、濃い青色の垂直ガ
イドが瞬間的に表示されます。

13. Escape キーを押すと、ステートボタン全体が選択されます。
14. ステートパネル（ウィンドウ／ステート）を開いて、通常、ロールオーバー、マウスダウン、アクティブの 4 つのステートの外観を表示しま

す。通常ステートが選択されています。このパネルを使用すると、訪問者のカーソルのアクティビティに応じて、様々な方法でボタンのグラ
フィックを表示するよう編集できるようになります。

15. 塗りメニューを使用して、ステートボタンの塗りのカラーを「なし」に設定します。
16. 手順 14 ～ 15 を繰り返して、すべてのステートの塗りのカラーを「なし」に設定します。
17. 選択ツールを使用して茶色の長方形の上部付近にステートボタンを配置し、調整ガイドを使用してページ上で縦方向に中央揃えします（図

16 を参照してください）。

図 16. フッター領域の上部に、カスタマイズしたステートボタンを中央揃えします。

長方形の線オプションを設定して、直線を作成

視覚的な詳細を追加するには、直線を作成してから複製します。
1. 長方形ツールを使用して、幅が約 377 ピクセルで、高さが 15 ピクセルのステートボタンの左に長方形を描きます。長方形を描画すると、
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

ツールヒントにその寸法が表示されます。
2.  塗りのカラーを「なし」に設定して、線のカラーをオフホワイトに設定します。
3. コントロールパネルで、「線」をクリックして線のオプションを開きます。
4. デフォルトの整列設定「線を中央に揃える」を維持します。リンクアイコンをクリックすると、長方形の各辺に異なる線幅を使用できます。
長方形の底辺、左辺、右辺の線幅を 0 に設定し、上辺の線幅のみを 1 に設定します（図 17 を参照してください）。

図 17. 線オプション設定を更新して、長方形の上辺の線のみを表示します。

5. ページ上で線オプションダイアログボックス以外の任意の箇所をクリックすると、このダイアログボックスが閉じます。
6. 選択ツールを使用して、ステートボタンの左に長方形を配置すると、上端が横方向に中央揃えされます。
7. Option／Alt キーを押しながら長方形をドラッグすると、長方形が複製されます。ステートボタンの右に長方形を配置します（図 18 を参照
してください）。 

図 18. 2 つの長方形とステートボタンを横方向に整列します。

引き続きこのチュートリアルを読んでください。次の章では、メニューウィジェットを使用する方法について学びます。ウィジェットを使用すれ
ば、コードを作成せずに、詳細な機能をすばやくページに追加できます。サイトのデザインにおいてウィジェットが表示される方法をカスタマイ
ズするため、ウィジェットのビヘイビアーと外観を編集する方法について説明します。
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第 2 章

ページの先頭へ

メニューウィジェットの使用
段落スタイルの作成と適用
ページへの Font Awesome ブランドアイコンの追加
ダウンロード可能ファイルへのリンクの追加
外部 Web サイトへのリンクの追加  
電子メールリンクの作成
ページのヘッダー領域とフッター領域を定義するためのガイドの使用
ページ要素をフッター項目として設定
ページの最上部にアンカーを追加

Muse による初めての Web サイト制作の第 1 章では、新しいサイトを作成し、プランモードを使用してサイトのページを作成してから、デザイン
モードでマスターページを編集してフッターにページ要素を追加しました。このパートでは、ウィジェットを追加してカスタマイズする方法を学
びます。最初に追加するウィジェットの種類はメニューウィジェットと呼ばれています。このウィジェットは、訪問者がサイトのページに移動す
る際に役立ちます。Adobe Muse で追加できるリンクの種類についても学びます。

メニューウィジェットの使用

通常、マスターページのフッターには、サイトのナビゲーションが含まれているので、次にナビゲーションを追加します。               

1. ウィンドウ／ウィジェットライブラリを選択して、ウィジェットライブラリを開きます。 
2. ウィジェットライブラリで、「メニュー」セクションをクリックして展開します。水平ウィジェットを選択して、パネルから A-マスター
ページのフッター領域にドラッグします（図 19 を参照してください）。

図 19. 水平ウィジェットをページ上にドラッグすると、デフォルトのスタイルで表示されます。

ウィジェットライブラリからウィジェットをドラッグしたときに常に表示される黒色のパネルは、オプションパネルと呼ばれています。このパネ
ルから離れた位置をクリックすれば、パネルは閉じます。青い矢印ボタンをクリックすれば、いつでもアクセスできます。
サイトマップに表示されるのと同じ順序で、作成したページの名前が自動的にメニューに表示されます。ページの名前が自動的にページにリンク
され、それらのリンクが動的に変更されます。プランモードでページの名前を変更したり、ページを移動したりすると、メニューウィジェットが
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更新され、メニューのリンクが期待どおりに引き続き機能します。
ウィジェットはタイプごとに異なる機能を備えていますが、ウィジェットを使用する際に使用する概念の多くは同じです。ウィジェットライブラ
リで、使用するウィジェットを検索し、ページ上にドラッグします。各ウィジェットには、入れ子構造のウィジェット要素が含まれています。
ウィジェットを選択した後、繰り返しクリックして、サブ要素にドリルダウンを続けることができます。サブ要素を選択すると、左上隅にある選
択範囲インジケーターには、現在選択されている要素の名前が表示されます。
例えば、最初にウィジェットをクリックすると、ウィジェット自体が選択されます。もう一度クリックすると、コンテナなどのサブ要素を選択し
てから、コンテナの内部にあるテキストフレームをクリックしてもう一度クリックします。選択したサブ要素に戻るには、Esc キーを押します。
ウィジェット領域の外部にあるページをクリックして、選択を解除することもできます。
ウィジェット全体を選択しながら、ウィジェットの位置を変更できます。変形ハンドルをドラッグして、ウィジェット全体を画面の寸法に合わせ
たり、サイズを変更することができます。塗りのカラーや線のカラーを設定するだけでなく、スタイルを適用してウィジェット全体の外観を制御
することができます。 

3. 選択ツールを使用して、ステートボタンの下にメニューウィジェットを配置し、垂直方向に中央揃えします。

ウィジェットの構成とカスタマイズ

ウィジェットを構成するには、オプションパネルの設定を更新します。オプションパネルはコンテキスト依存で、変更を適用してウィジェット全
体、または選択されたウィジェットのサブ要素に特有な設定を更新することができます。ウィジェットの中には、他のものよりオプションが多い
ものもあります。オプションパネルを使用すれば、ウィジェットが動作する方法や、コンテンツを表示する方法も制御できます。
メニュー項目などのコンテナ要素を選択しながら、塗りのオプションや線のオプションを設定することで、ウィジェットのスタイルを設定できま
す。テキストラベルを選択したら、テキストパネルまたはコントロールパネル内のテキストオプションを使用して、テキストのスタイルを設定で
きます。場合によっては、ウィジェット内のテキストラベルを編集することも考えられます  ― 手動メニューの種類を使用するようにメニューウィ
ジェットを設定しない限り、ページ名はサイトマップ内のページに基づいて既に設定されています。

1. メニューウィジェットを一度クリックすると、選択範囲インジケーターに「メニュー」という文字が表示されます。青色の矢印ボタンをク
リックして、オプションパネルにアクセスします（図 20 を参照してください）。

図 20. オプションパネルを開いて、ウィジェットの設定を指定します。

図 22 に示すように、以下のデフォルトオプションが設定されていることを確認します。
メニューの種類：トップレベルページ
方向：水平方向
編集をすべてに適用：有効
アイテムのサイズ：サイズを揃える
左アイコンを表示：無効
ラベルを表示：有効
右アイコンを表示：サブメニューのみ
パーツの配置：左右、中央揃え

オプションメニュー設定を使用すると、メニューの動作方法を設定できます。
次に、メニュー内でボタンの外観を編集する方法や、サイトのデザインに合わせてテキストフォーマットを制御する方法について説明します。

2. ページ上でオプションメニュー以外の任意の箇所をクリックすると、オプションメニューが閉じます。
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注意：

ボタンステートの理解

1. ファイル／ブラウザーでサイトをプレビューを選択して、サイトをプレビューし、メニューウィジェットをテストします。
2. 初めてページを読み込んだときに、メニュー内でボタンを確認します（このステートは通常ステートと呼ばれています）。ボタンの上にカー
ソルを合わせると、ロールオーバーステートが表示されます。ボタンをクリックすると、対応するページが読み込まれ、ボタンがダークグ
レーカラーで表示されます。これは、デフォルトのアクティブステートです。アクティブステートは、訪問者がサイトを移動するとき、現在
選択されているページを示します。

注意：クリックしてマウスボタンを押したままにすると、マウスダウンという追加のステートが現れ、訪問者がボタンをクリックしたときにカス
タム外観が表示されます。

ボタンのステートの編集

次に、ボタンのステートを編集する方法について説明します。
1. ブラウザーを閉じて Adobe Muse に戻ります。
2. ウィジェットを 1 回クリックして、メニュー全体を選択します。food ボタンをもう一度クリックして、food メニュー項目を選択します（図

23 を参照してください）。誤って 3 回クリックすると、選択範囲インジケーターには「ラベル」という文字が表示されます。Esc キーを 1
回押すと、階層の 1 つ上に移動するので、「メニュー項目」という文字が表示されます。

誤って 3 回クリックすると、選択範囲インジケーターには「ラベル」という文字が表示されます。Esc キーを 1 回押すと、階層内の 1 つ
上にジャンプするので、選択範囲インジケーターには「メニュー項目」という文字が再度表示されます。

オプションパネルで「編集をすべてに適用」オプションが有効になっているので、メニュー項目の外観に変更を加えると、メニューウィジェット
内にある残りのすべてのボタンにも変更が適用されます。これにより、編集にかかる時間を短縮できます。各ボタンに異なるスタイリングを適用
する必要がない限り、「編集をすべてに適用」オプションを有効のままにします。
グレーボタンは、各ステートの外観を定義します（図 21 を参照してください）。

3. ステートパネルを開くには、ステートのタブを選択するか、ウィンドウ／ステートを選択します。

図 21. ステートパネルを使用して、異なるステートを選択し、外観を編集します。

4. ステートパネルで、リスト内にある各項目（標準、ロールオーバー、マウスダウンおよびアクティブ）をクリックします。パネル内で各ス
テートをクリックすると、ページ上でメニューウィジェットが更新され、ステートの外観が表示されることがわかります。

5. 「標準ステート」をクリックします。ホームメニュー項目を選択しながら、塗りメニューを使用して塗りのカラーを「なし」に設定します。
ホームボタンの塗りのカラーを設定すると、「編集をすべてに適用」オプションが有効になっているので、すべてのメニュー項目で標準ス
テートが更新されます。

6. ステートパネルでロールオーバーステートをクリックして、塗りのカラーを「なし」に設定します。このプロセスを 2 回繰り返して、マウス
ダウンとアクティブステートの塗りのカラーを「なし」に設定します。これにより、背景の塗りのカラーが削除され、透明なボタンが作成さ
れます。

後ほど自分のサイトを作成するとき、ウィジェット全体の塗りのカラーを設定してから、メニュー項目に対して異なる塗りのカラー設定を試しま
す。背景画像に塗りのメニュー項目を追加することもできます。
次に、同様の編集プロセスを使用して、ボタンラベルの外観を更新します。

メニューウィジェットのラベルの編集
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注意：

これらの手順に従い、各メニュー項目にページ名を表示するテキストラベルのフォーマットを更新します。
Web フォントの使用について詳しくは、「Muse でのテキスト編集：Web フォント、Web セーフフォント、およびシステムフォントの使用」
を参照してください。

1. ホームメニュー項目を選択しながら、もう一度ボタンをクリックして、ボタンの内部にあるテキストを選択します。選択範囲インジケーター
に「ラベル」という文字が表示されます。

2. ステートパネルで、通常ステートが選択されていることを確認します。
3. テキストパネルを開くには、該当するタブをクリックするか、ウィンドウ／テキストを選択します。
4. コントロールパネルまたはテキストパネルで、テキストメニューを使用してテキストを更新します。カラーをオフホワイトに設定します。
フォントメニューで、最初のオプションである「Web フォントを追加」を選択します。表示されるインターフェイスで、追加する Open
Sans Web フォントを検索して選択します。次に、リストからフォントを選択して適用します。

5. フォントサイズを 12 に設定して、中央揃えを使用します。字送りを 1 に設定して、行送りを 120% に設定します（図 22 を参照してくださ
い）。 

図 22. テキストメニュー内でオプションを設定して、メニューラベルの外観を更新します。

段落スタイルの作成と適用

1. 段落スタイルパネルを開くには、該当するタブをクリックするか、ウィンドウ／段落スタイルを選択します。
2. パネルの下部にある新規スタイルボタン（ページアイコン）をクリックして、このフォントスタイルのセットを保存すると、後ほどテキスト
要素に適用するのが簡単になります。

3. 段落スタイルパネルで作成した新規スタイルをダブルクリックします。ここでは、段落スタイルのデフォルト名が付けられています。名前
を「メニューフッター」に変更します（図 23 を参照してください）。

図 23. 新規スタイル（ページアイコン）をクリックして、新しい段落スタイルを追加します。次に、新規スタイルをダブルクリックしてスタイル
名フィールドにわかりやすい名前を入力します。

スタイルの複製、削除またはリンク解除を実行できるメニューを表示するには、段落スタイルパネルにあるスタイルの名前を右クリック
（または Control キーを押しながらクリック）します。スタイル名をダブルクリックする代わりに、メニューからスタイルオプションを選択して、
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「段落スタイル」オプションにアクセスすることもできます。

スタイルを編集ウィンドウでは、特定の HTML タグにスタイルを適用できることがわかります。
ステートパネルを確認すると、通常、ロールオーバー、マウスダウンおよびアクティブのすべてのステートに対して、メニュー項目ラベルと同じ
フォントフォーマットが使用されているのがわかります。

1. 「プレビュー」をクリックすると、ブラウザーに表示されるデザインを確認できます。Muse では、多数の最新 Web ブラウザーで使用され
ているバージョンの Webkit を使用してページが表示されます。メニューを操作すると、ボタンにはラベルのみが表示されることがわかりま
す（メニュー項目のコンテナは透明になります）。また、メニュー内のボタンにカーソルを合わせたり、ボタンをクリックしても、ラベルが
変わらないことがわかります。

2. メニューをテストした後、「デザイン」をクリックして A-マスターページの編集を続けます。 

ページへの Font Awesome ブランドアイコンの追加

読み込みに時間のかかる配置済み画像を追加したり、さらに時間のかかる作成や編集を実行する代わりに、ページに Font Awesome 要素をドラッ
グ＆ドロップすることができます。これらの要素は、Web フォントと同様です。多数の共通アイコンを含むフォント要素を追加します。フォント
要素を更新するには、テキストフレームのスタイルを作成するのと同じ方法で、コントロールパネルまたはテキストパネル内の設定を使用しま
す。

1. ブラウザーで、Adobe Muse アドオンライブラリに含まれるFont Awesome ウィジェットにアクセスします。
2. 「ダウンロード」ボタンをクリックして、圧縮された Font Awesome 拡張子（.mulib ファイル拡張子内の）をデスクトップにダウンロード
します。ダウンロードしたファイルを展開しないでください。 

3. ライブラリパネル（ウィンドウ／ライブラリ）を開きます。
4. 「読み込み」ボタンをクリックしてから、手順 2 でダウンロードした .mulib ファイルを参照して選択します。
5. FontAwesome（アイコン）ライブラリ項目は、ライブラリパネルにリストされます（図 24 を参照してください）。

図 24. パネルにリストされたライブラリ項目を読み込むと、使用する準備が整います。

6. 矢印をクリックすると、FontAwesome アイコンのフォルダーが展開されます。
7. フッター領域のページに、ブランドアイコンアイテムをドラッグします。 
8. 青い矢印ボタンをクリックして、オプションパネルを開いて、メニューから Facebook オプションを選択します。 

デザインビューでアイコンを読み込むと、進行状況バーが表示される場合があります。これは、Web フォントと同様、異なるサーバーでアイコン
がホストされるためです。

9. コントロールパネルで、塗りのカラーを茶色に設定します。テキストパネルで、フォントカラーをオフホワイトに設定します（図 25 を参照
してください）。
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図 25. 塗りのカラーとテキストカラーを設定して、Facebook アイコンの外観を更新します。

10. 手順 7 ～ 9 を繰り返して、Google+、Tumblr、Twitter 向けにさらに 4 つのアイコンを作成します。選択ツールを使用して、これらのアイコ
ンを水平に整列します（図 26 を参照してください）。

図 26. スマートガイドを使用して、4 つのソーシャルネットワークアイコンのセットを一列に整列し、均等にスペースを配分します。

11. すべてのソーシャルネットワークアイコンを選択し、オブジェクト／グループを選択してセットにグループ化します。このグループをページ
上にドラッグし、「ドロップダウンメニュー」ボタンとメニューウィジェットの下で垂直方向に中央揃えします。

ダウンロード可能ファイルへのリンクの追加

多くのレストランサイトでは、PDF 形式のメニューをオンラインで掲載するので、訪問者はメニューをデスクトップにコピーしたり、印刷したり
できます。

1. ステートボタンウィジェットを選択します。
2. コントロールパネルのハイパーリンクメニューを使用して、メニューの一番下にある「ファイル」セクションにある「ファイルへリンク」項
目を選択します。表示される読み込みダイアログボックスで、サンプルファイルフォルダーにある Katie's Cafe Menu.pdf という名前のファ
イルを参照して選択します。「開く」をクリックして選択します（図 27 を参照してください）。

図 27. メニューの PDF 版を参照して選択します。
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「ファイルへリンク」機能を使用すると、サイトをパブリッシュするときにファイルがアップロードされるか、サイトを書き出すときにサイト
フォルダーにファイルが含まれます。サイトのローカルフォルダーに、サイト用のすべてのファイルをコピーすることをお勧めします。
アセットパネルを表示すると、KatiesCafeMenu.pdf ファイルがサイトアセットの 1 つとしてリストされているのが確認できます。 

使用するブラウザーによっては、ブラウザーウィンドウに PDF が表示される場合もあれば、単にデスクトップに PDF ファイルがダウンロードさ
れる場合もあります。

3. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択します。
4. ダウンロードメニューリンクをクリックして、リンクされた PDF ファイルがどのように表示されるか確認します。

外部 Web サイトへのリンクの追加  

自分のサイトの外部にある他の Web ページへ絶対リンクを追加できます。これらの手順に従い、各ソーシャルネットワークアイコンへ外部リンク
を追加します。

1. Facebook アイコンを選択し、ハイパーリンクメニューフィールドに次のような Katie's Cafe の Facebook ページへのリンクを入力（または
コピー／ペースト）します。http://www.facebook.com/KatiesCafeSF

2. Google+ アイコンを選択し、Google+ で Katie's Cafe ページへのリンクを入力しま
す。https://plus.google.com/u/1/117800212967830061444/posts

3. Tumblr アイコンを選択して、Tumblr の Katie's Cafe ブログにリンクを入力します。http://katiessf.tumblr.com
4. Twitter アイコンを選択して、Twitter の Katie's Cafe ページにリンクを入力します。http://twitter.com/katiescafesf
5. Facebook アイコンを再びクリックして選択します。コントロールパネルで、下線の付いた青い「ハイパーリンク」という文字をクリックし
ます。表示されるダイアログボックスで、「新規ウィンドウまたは新規タブでリンクを開く」オプションをオンにします。ツールヒント
フィールドにも、ツールヒントを入力します（図 28 を参照してください）。

図 28. 新規ウィンドウまたは新規タブで開くには、このチェックボックスをオンにします。

6. 手順 5 を繰り返し、Google+、Tumblr および Twitter リンクも新規ブラウザーウィンドウで開くように設定します。（訪問者がソーシャルア
イコンボタンの上にカーソルを合わせると表示される）各リンクのツールヒントを入力します。

これは一般的な Web デザイン方法です。同じサイト内の他のページを開くリンクは同じブラウザーウィンドウで開き（これは Adobe Muse では
初期設定です）、他の外部の Web サイトのページへのリンクは通常、新規ブラウザーまたは新規タブで開きます。

電子メールリンクの作成

このサンプルサイトは、シンプルなコンタクトフォームウィジェットを使用して訪問者にメッセージを送信します。この記事の後半では、コンタ
クトページにコンタクトフォームを追加する方法について学びます。
必要に応じて、電子メールリンクを追加できます（このリンクをクリックすると、訪問者の電子メールクライアントで新規メッセージが開き、宛
先フィールドに電子メールアドレスが表示されます）。
ハイパーリンクメニューで、mailto: 接頭辞と電子メールアドレスを次のように入力します。
mailto:email@address.com
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注意：

時折、サイズの大きな Web サイトでハイパーリンクメニューに含まれるリンクのリストが長くなる場合があります。特定のページ、アンカーリン
ク、リンク済みのファイル、または外部 URL を検索するには、リンクメニューフィールドで、リンクの最初の数文字を入力してリストをすばやく
フィルターし、一致する項目を表示できます。

ページのヘッダー領域とフッター領域を定義するためのガイドの使用

個別のページをデザインする場合、各ページに追加されたコンテンツに応じて高さが異なります。Muse を使用すれば、各ページの高さに関係な
く、ヘッダーコンテンツが常に最上部に固定され、フッターコンテンツがページのコンテンツの真下に表示されるように領域を設定できます。
以下の手順に従ってガイドを表示し、ページの範囲を設定します。

1. ヘッダーガイドとフッターガイドを表示するには、表示／ヘッダーとフッターを表示を選択します。代わりに、コントロールパネルで表示メ
ニューを使用してヘッダーガイドとフッターガイドを有効にできます。これらのガイドが表示されると、ヘッダー項目とフッター項目の隣に
チェックボックスが表示されます（図 29 を表示）。

図 29. ヘッダーガイドとフッターガイドが表示されていることを確認します。

必要に応じて、ブラウザーウィンドウ領域の外側にあるワークスペースの左側を右クリックして、表示されるメニューで「ヘッダーとフッターを
表示」オプションを選択することもできます。
ヘッダーガイドとフッターガイドを再配置して、特定のピクセル位置にガイドを設定するには、定規を表示する必要もあります。
5 つの青色の水平方向ガイドが、ページの幅にまたがって表示されます。これら 5 つのガイドは、上から順番にページの最上部、ヘッダーの最下
部、フッターの最上部、Web ページの最下部、およびブラウザーウィンドウの最下部を定義するために使用されます。ガイドをドラッグしてこれ
らの領域を定義すると、ツールヒントに各ガイドの説明と現在位置が表示されます。ページの倍率を増加してズームインすれば、ガイドを正確に
配置することができます。

ブラウザーウィンドウガイドの下端により、訪問者に表示されるディスプレイの最下部が設定されます。ブラウザーの塗りコンテンツを各
ページのコンテンツの下に表示する場合、デザインに応じて、塗りのカラーまたは背景画像を設定してブラウザーを塗りつぶし、ブラウザーガイ
ドの下端の上に、ページの下端のガイドを配置することができます。

このサンプルプロジェクトでは、ブラウザーの塗りはページのコンテンツの下には表示されません。
2. ページの下部ガイドとブラウザーの下部ガイドの両方をページ下部の同じ場所（図 30. に示すようにフッター長方形の真下）にドラッグしま
す。
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図 30. ページの下部ガイドとブラウザーの下部ガイドが同じ場所に存在する場合、ブラウザーの背景コンテンツがページ下端の下には表示されま
せん。

3 つの上部ガイドにより、ヘッダー、フッターおよび一意のページコンテンツに表示されるコンテンツの領域が定義されます。 中央の領域は、各
ページに追加された要素の高さに合わせて拡大します。
これらの変更を加えると、フッターセクションが完成します。 

3. およそ 620 px の位置にあるフッター長方形の上端の少し上に来るまでフッターガイドをドラッグします。
4. ページの上部ガイドは最上部に配置しておきます（Y： 0 px の位置）。ヘッダーガイドも 0 px までドラッグします。

ページ要素をフッター項目として設定

必ずフッター領域にある要素をフッター項目として設定します。これにより、各ページに固有のページコンテンツの下にフッターが常に表示され
ることを確認できます。次の手順に従います。

1. 選択ツールを使用して、フッターページですべてのコンテンツを選択します。フッター内でクリックして項目の上にドラッグするか、編集／
すべてを選択を選択します。

2. 項目を右クリックして、表示されるメニューで「フッターアイテム」オプションがオンになっていることを確認します。または、コントロー
ルパネル内で「フッター」チェックボックスがオンになっていることを確認します（図 31 を参照してください）。

図 31. 選択されたフッター要素がフッターアイテムとして設定されていることを確認します。

ページの最上部にアンカーを追加

フッターマスターページのコンテンツには、サイト内の他のすべてのページが表示されます。訪問者が長いページのトップにジャンプできるよう
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー

に、アンカーを追加するには最適の場所です。
1. コントロールパネルで「アンカー」ボタンをクリックすると、プレースガンにアンカーが読み込まれます。
2. アンカーに「トップ」という名前を付け、ページの最上部に配置します（図 32 を参照してください）。

図 32. 「トップ」という名前のアンカーを作成し、ページ領域のトップに移動します。

初めての Web サイト制作の第 3 章に進み、階層的マスターページや、個別のページにマスターページを適用する方法について学びます。再利用可
能なサイトアセットを作成し、ライブラリパネルを保管する方法も紹介します。
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階層的マスターページの使用
Interior マスターページのヘッダーの作成
Landing マスターページのヘッダーの作成
デザイン内のページにマスターページを適用
長方形を背景画像で塗りつぶし
テキストコンテンツのフォーマットとスタイルの指定
グループ化された要素による装飾ページの区切りのデザイン
再利用可能なライブラリアイテムの作成
ページグリッドガイドを使用したページ要素の整列
同じテキストフレームの内部にある異なるテキスト行のスタイリング
ホームページの残りの部分の挿入

Adobe Muse による初めての Web サイト制作の第 2 章では、新しいマスターページを作成し、メニューウィジェットを使用してサイトナビゲー
ションを追加しました。ここでは、ウィジェットのサブ要素にドリルダウンし、サブ要素を選択し、ステートパネルを使用してステートとラベル
の外観を編集する方法について学びました。テキストコンテンツを追加し、段落スタイルを使用してスタイルを適用する方法を詳しく説明
し、Muse ライブラリファイルを使用して、すばやく読み込むページアイコンと Font Awesome ライブラリを使用する手順も説明しました。この
セクションでは、独自のライブラリ項目を作成し、ページ上で再利用する方法について説明します。

階層的マスターページの使用

プランリンクをクリックするか、katiesCafe というラベルの付いたタブをクリックすると、プランモードに戻ります。
サイト内のすべてのページのサムネールには、リンクされているフッターマスターページに追加したデザイン要素が表示されることが分かります
（図 33 を参照してください）。

図 33. プランモード内で、すべてのリンクされているページのサムネールにフッターマスターページデザインが表示されます。

サイトをデザインするとき、マスターページに変更を加えると、リンクされたページが自動的に更新されます。マスターページを使用すると、サ
イトを更新または維持するのが簡単になります。これは、1 つのマスターページを更新するだけで、サイトの外観を変更できるためです。
マスターページを他のマスターページに適用することができます。あるマスターページに、異なるマスターページに表示される共有要素（前のセ
クションで説明したフッターなど）を含めてから、そのマスターページのすべての要素やサイトのセクションに特有の要素を継承する、追加のマ
スターページを作成することもできます。
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編集／同じ位置にペーストを選択することで、マスターページの間でコピーされた要素を移動することもできます。
ページまたはマスターページの名前の上にマウスを合わせると、ページまたはマスターページのマスターに適用される階層がツールヒントに表示
されます。
これらの手順に従い、フッターマスターページのコンテンツを継承する新しいマスターページを作成します。

1. プランモードで、フッターページのサムネールの上にマウスを合わせ、右側でプラス（+）記号をクリックすると、新しいマスターページを
作成します。

2. フッターの右に、「B-マスター」という名前の新しいマスターページが表示されます。マスターページの名前を「Landing」に変更します。
3. フッターコピーマスターページのサムネールを右クリックして、コンテキストメニューからマスター／フッターを選択します。このとき、ラ
ベル [フッター] がサムネールの下に表示されるので、Landing マスターページがフッターマスターページのコンテンツを継承するのがわかり
ます（図 34 を参照してください）。

図 34. Landing マスターページが、フッターマスターページのコンテンツを継承するように設定します。

Landing マスターページには、フッターマスターページの要素が含まれないのが重要な違いです。単に、フッター（A-マスター）ページを複製し
たわけではありません。代わりに、Landing マスターページにフッターマスターページを適用したので、フッターマスターページに新しく追加した
コンテンツは、Landing マスターページにも自動的に表示されます。フッターのコンテンツを編集する必要がある場合、フッターマスターページの
サムネールをダブルクリックすると、フッターが直接開きます。
Landing マスターページと Interior マスターページにデザイン要素を追加した後で、サイトマップ内のページにマスターページを適用します。この
デザインでは、ホームページが Landing マスターページを使用し、サイトの他のすべてのページに Interior マスターページが適用されます。
Landing マスターページまたは Interior マスターページのサムネールの上にマウスを合わせると、「マスターページを適用：フッター」というツー
ルヒントが表示されます。
このサイトの例では、マスターページの階層は 1 レベルしかありません。ただし、あるマスターページから第 3 のマスターページにすべての要素
を適用できるようなマスターページのチェーンを作成して、複数レベルの継承を構築することができます。デザイン要素の区画化は、記号の作成
に似ています。サイトのセクションごとに異なるマスターページを作成するようお勧めします。

4. Landing マスターページのサムネールの上にマウスを合わせ、右側でプラス（+）記号をクリックして第 3 のマスターページを作成します。
名前を「Interior」に変更します。

5. フッターマスターページのサムネールをクリックし、新しい Interior マスターページのサムネールにドラッグします。フッターマスターペー
ジのサムネールをドラッグして Interior ページのサムネールにドラッグすると、Interior ページのサムネールの下にある青色のテキストが [マ
スターなし] から [フッター] に更新されるのが分かります。

Interior マスターページのヘッダーの作成

Interior マスターページでは、ほとんどのサイトページの外観が定義されます
1. Interior マスターページのサムネールをダブルクリックして、デザインモードで開きます。
2. ブラウザーウィンドウの最上部全体にまたがる、約 90 ピクセルの長方形を描きます。100% 幅で表示されるまで、サイドハンドルをドラッ
グします。長方形の上端とページの上端を整列します。

3. 長方形の塗りのカラーを茶色に設定して、線の幅を 0 に設定します。
4. プランモードに戻り、フッターマスターページのサムネールをダブルクリックして、デザインモードで開きます。メニューウィジェット全体
を選択し、コピーします。

5. Interior マスターページに戻り、メニューウィジェットをペーストします。選択ツールを使用して、茶色のヘッダーの右側にドラッグしま
す。

6. 「ホーム」ボタンを 2 回クリックして、メニュー項目を選択します。テキストパネルまたはコントロールパネルのテキストメニューを使用し
て、次の設定を適用します。
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Web フォント：Open Sans Condensed Bold
フォントサイズ：20
カラー：ライトブラウン
整列：左
字送り： 0
行送り： 24 px
段落後のアキ： 24
段落レベルタグ：小見出し（h2）

すべてのメニュー項目が更新され、同じフォーマットが使用されるのがわかります。  

7. 段落スタイルパネルで、新規段落スタイルを作成し、名前を「小見出し」に変更します。
8. ステートパネルで、「ロールオーバーステート」を選択します。ロールオーバー、マウスダウン、アクティブステートのテキストカラーを茶
色に設定します（図 35 を参照してください）。

図 35. 残りのメニュー項目のステートが茶色のテキストカラーを使用するように設定します。

Interior マスターページのヘッダーに追加する項目が 1 つ残っています。
この時点で、Interior マスターページ内にあるトップレベルのサイトナビゲーションが完成しました。

1. ファイル／配置を選択するか、Command+D（Mac）または Control+D（Windows）を使用して、読み込みダイアログボックスを開きます。
「logo-interior.png」という名前のサンプルファイルフォルダー内でファイルを参照して選択してから、「OK」をクリックします。

2. ヘッダーの左側を 1 回クリックして、ページにロゴ画像を配置します。選択ツールを使用して、茶色の長方形の中央で、グラフィックとメ
ニューウィジェットが垂直方向に中央揃えになるように再配置します。

3. プレビューをクリックすると、Muse 内でレンダリングされたマスターページが表示されます（図 36 を参照してください）。

図 36. 完成したヘッダーが Interior マスターページに表示されます。

4. 「デザイン」をクリックして、マスターページの編集を継続します。

Landing マスターページのヘッダーの作成

次に、Home ページのヘッダーを定義する Landing マスターページを挿入します。このヘッダーは非常に似ていますが、茶色の長方形を含んでい
ません。
この時点で、Interior マスターページ内にあるトップレベルのサイトナビゲーションが完成しました。

24



ページの先頭へ

ページの先頭へ

1. デザインモードで、Interior ページ上のメニューウィジェットをコピーします。
2. デザインモードで Landing マスターページを開いて、編集／同じ位置にペーストを選択します。
3. メニューを選択した状態で、Shift キーを押しながら下向き矢印を 4 回押して、ページの上端から約 40 ピクセル下にメニューを移動しま
す。

4. ファイル／配置を選択してから、「logo-landing.png」という名前のサンプルファイルフォルダー内にあるファイルを選択し、「OK」をク
リックします。

5. ヘッダーの左側を 1 回クリックして、ページ上に透明なロゴ画像を配置します。選択ツールとスマートガイドを使用して、グラフィックがメ
ニューウィジェットの中央で整列するように配置します。

デザイン内のページにマスターページを適用

必要に応じて、各ページのサムネールを右クリックして、各ページに適用するマスターページの名前を選択します。通常は、マスターページをド
ラッグ＆ドロップする方が速いです。
Interior マスターページのサムネールをクリックして、サイトマップ内の残りの全ページにドラッグします。各マスターページを適用すると、サム
ネールのデザインが更新されるのがわかります。 

1. Landing マスターページのサムネールをクリックし、HOME ページのサムネールにドラッグして適用します。ホームページのサムネールの下
にある青色のテキストが、[マスターなし] から [Landing] に更新されます。

長方形を背景画像で塗りつぶし

1. プランモードでホームページのサムネールをダブルクリックして、デザインモードでこのページを開きます。
ページ上のヘッダー要素とフッター要素は選択できないことがわかります。これらの要素はマスターページ（ランディングとフッター）に含まれ
るので、マスターページでのみ編集できます。

2. ページの上部にまたがる長方形を描いて、100% 幅で表示するように設定します。
3. 塗りメニューを使用して、画像セクションの隣にあるフォルダーをクリックします。表示される読み込みダイアログボックスで、サンプル
ファイルフォルダー内にある「img-salad-darker.png」という名前のファイルを参照して選択し、「開く」をクリックします（図 37 を参照
してください）。

図 37. 長方形に対して背景の塗り画像を設定します。

4. サイズ調整メニューを「全体に拡大・縮小」に設定して、「位置」セクションの右上の位置をクリックして、ページ上の右上隅に画像を整列
します。

5. ページ上で塗りメニュー以外の任意の箇所をクリックすると、塗りメニューが閉じます。
6. 選択ツールを使用し、必要に応じてハンドルをドラッグして長方形のサイズを変更します。スマートガイドを使用して、グラフィックを中央
揃えにし、画像の上端をブラウザーウィンドウの上端に整列します。
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テキストコンテンツのフォーマットとスタイルの指定

次に、一部のテキストフレームを追加し、段落スタイルを設定して、テキストの外観を調整します。
Web フォント： Open Sans Condensed Bold
フォントサイズ： 50
フォントカラー： Brown
整列：中央揃え
字送り： 1
行送り： 48 px
段落レベルタグ：見出し（h1）
Web フォント： Gentium Book Basic Bold Italic
フォントサイズ： 16
フォントカラー：ライトブラウン
整列：左揃え
字送り： 1
行送り： 24 px
段落レベルタグ：小見出し（h3）

1. テキストツールを使用して、ヘッダー領域で作成した長方形の下で中央に配置されるようにテキストフレームを描きます。
2. 「KATIE’S CAFÉ へようこそ」と文字を入力します。テキストパネルまたはコントロールパネルのテキストメニューを使用して、次の属性を
設定します。 

3. 新規段落スタイルを作成し、「見出し」という名前を付けます。
4. 見出しの下に第 2 のテキストフレームを作成し、「サンフランシスコにある家族経営の小さなカフェ」と入力します。
5. 次の属性を設定します。
6. 新規段落スタイルを作成して、「Subhead serif」と名前を付けます。

通常、小見出しのテキストは左揃えになります。ただし、このホームページの例では中央揃えにします。

7. テキストを選択しながら、整列を中央揃えに設定します。段落スタイルパネルで、段落スタイルの名前の隣にプラス（+）記号が表示される
のがわかります。

これは、現在選択されているテキストに段落スタイルが適用されているが、少なくとも 1 つの属性スタイルが変更されたことを示します。

8. 段落スタイルの名前の上にマウスを合わせると、ツールヒントにテキスト設定が表示されます。元のスタイルの属性とは異なる属性が、直線
の下に表示されます。この場合、直線の下の項目は「整列：中央揃え」と表示されます（図 38 を参照してください）。

図 38. プラス記号が表示されると、テキストに異なるフォーマットが使用されていることがわかります。ツールヒントには、選択されたテキスト
と段落スタイルの相違が表示されます。
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グループ化された要素による装飾ページの区切りのデザイン

2 つのテキストフレームの下に、装飾ページの区切りを追加します。
この装飾テキストフレームには、段落レベルタグを設定する必要はありません。 

1. 表示／ガイドを表示を選択して、ガイドを表示します。
2. 長方形ツールを使用して、幅 445 ピクセル、高さ 20 ピクセルの長方形を描画します。ページの左半分にまたがり（9 列のページグリッドの
左側に整列して）、ページの中央にかかるように配置します。

3. 長方形の塗りのカラーを「なし」に設定します。線のカラーをライトブラウンに設定します。線オプションで、フィールドをリンク解除しま
す。フッターデザインで線を作成したように、上端の線幅を 2 に設定し、その他の線幅をすべて 0 に設定します。

4. Option／Alt キーを押しながら選択ツールを使用し、長方形のコピーを移動して最初の長方形に整列させ、終端をページグリッドの右側に整
列させます。

5. テキストツールを使用して、ページの中央で 2 つの長方形の間に小さなテキストフィールドを作成します。
6. Muse の外部で、文字ビューアを開いて特殊文字を挿入します。「白色の四芒星」という語句を検索し、この項目を 2 回挿入して 2 つの星を
作成します。

7. テキストパネルで、次の設定を適用します。

Web フォント： Gentium Book Basic
フォントサイズ： 24
カラー： ライトブラウン
整列：中央
字送り： 3
行送り： 24 px

8. 2 つの長方形とテキストフレームを選択して、オブジェクト／グループを選択します。

再利用可能なライブラリアイテムの作成

1. ライブラリパネルを開いて、ウィンドウ／ライブラリを選択します。
2. ライブラリパネルの右下側で、フォルダーアイコンをクリックして新規フォルダーを作成します。
3. 新規フォルダーのフィールドをクリックして、「ページデザイン」と名前を付けます。
4. 前のセクションで作成したグループを選択します。「選択したアイテムを追加」ボタン（ページをめくるアイコン）をクリックして、要素の
グループをフッターに追加します。ライブラリアイテムの名前を「ページ区切り」に変更します（図 39 を参照してください）。 

図 39. ライブラリパネルのフォルダー内部で新規アイテムを作成して名前を付けます。

要素を特定しやすいように、ライブラリにグループのプレビューが表示されます。
この記事の後続のセクションでは、ライブラリパネル内にあるページデザインフォルダーをクリックして展開し、ページ区切りのコピーをページ
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にドラッグします。

ページグリッドガイドを使用したページ要素の整列

次に、ページ上の列グリッドを使用して 3 つの長方形を描画し、背景画像で塗りつぶします。
1. 長方形ツールを使用して、約 304 ピクセル x 304 ピクセルの長方形を描画します。
2. 選択ツールを使用して、長方形の左側をページの左側に整列させます。
3. Option／Alt キーを押しながら、長方形のコピーをページの中央にドラッグし、間に小さなスペースが空くように配置します。Option／Alt
キーを押しながら、長方形を中央に配置し、2 番目のコピーがページの右側に整列するようにドラッグします。

4. 左側にある 1 番目の長方形をもう一度選択します。塗りメニューを使用し、「img-coffee.jpg」という名前のファイルを選択して背景画像を
設定します。サイズ調整メニューを「全体に拡大・縮小」に設定して、位置セクションの中央点をクリックします。離れた場所をクリックし
て、塗りメニューを閉じます。 

5. 手順 4 を繰り返して、中央の長方形の背景の塗りを設定し、右の長方形にも同じ設定を使用します。例外的に、中央の長方形の塗りに img-
baking.jpg を使用するように設定し、右の長方形には img-dinner.jpg 画像を使用するように設定します（図 40 を参照してください）。

図 40. ページガイドを使用して 3 つの塗りつぶされた長方形を整列させます。

同じテキストフレームの内部にある異なるテキスト行のスタイリング

3 つの塗りつぶされた長方形の下に、3 つのスタイルを設定したテキストフレームを作成します。
1. ページの左側に整列された長方形の下で、先頭の 3 つ列にまたがるテキストフレームを描画します。次のテキストを入力し、Return／Enter
キーを押して最初の行とその他の行の間に改行を挿入します。

最高級のコーヒーと紅茶
世界中のプレミアム焙煎のコーヒーのみを取り揃え、お客様には新鮮なコーヒーのみをお出しします。
エキゾチックなフレーバーからクラシックなフレーバーまで、さまざまなルーズリーフティーも用意しています。

2. 選択ツールを使用して、最初の文章のみを選択します。テキストを右クリックして、大文字と小文字の変更／大文字を選択して、テキストフ
レームのヘッダーが目立つようにします。

3. 段落スタイルパネルを開いて、小見出しのスタイルを適用します。
4. テキストフレーム内で残りのテキストを選択します。テキストパネルを使用して次の設定を適用します。

フォント：  Gentium Book Basic
フォントサイズ： 16
カラー：茶
整列：左揃え
字送り： 0
行送り： 24 px
段落後のアキ： 24
段落レベルタグ：標準（p）
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5. このスタイルは頻繁に使用するので、「本文」という名前の新規段落スタイルを作成します。

6. 中央の長方形の下で、ページ中央の 3 つのグリッド列にまたがる第 2 のテキストフレームを作成します。次のテキストを入力します。

美味しい自家製ベーキング

受賞歴のある Katie’s 独自のレシピに基づく、ベーキング菓子のフルメニューをお出しします。毎朝フレッシュなお菓子を作っているので、
できる限り高い品質が保証されます。

7. ヘッダーのテキストを大文字に変更します。小見出しと本文の段落スタイルを適用します。
8. 右の長方形の下に、第 3 のテキストフレームを作成します。次のテキストを入力した後、他の 2 つのテキストフレームと同様にテキストの
スタイルを作成します。

フレッシュでヘルシーな食事
通常のカフェとは異なり、朝食、昼食、夕食のメニューを豊富に揃えています。
当店の料理はオーダーメイドで、新鮮な食材のみを使用しています。

9. テキストツールを使用して、ページの左側にある最初の 4 つの列にまたがる、他の 3 つのテキストフィールドの下に新規テキストフィール
ドを作成します。次のテキストを入力します。

季節限定のカップケーキの紹介

期間限定で、当店のメープルウォールナットカップケーキをお届けします。当店の評判のある他のフレーバーのカップケーキと同じ素材を使
用し、味わいが深く、贅沢なメープルとウォールナットのフレーバーを追加しています。是非お試しください。

Katie Ricks

10. ヘッダーのテキストを大文字に設定し、「小見出し」の段落スタイルを適用します。
11. 中央の 2 つの文章を選択し、「本文」の段落スタイルを適用します。
12. 「Katie Ricks」の名前を選択します。テキストパネルを使用して、次の設定を適用します。

Web フォント： La Belle Aurore
フォントサイズ： 42
カラー：茶
整列：右揃え
字送り： 0
行送り： 24 px
段落後のアキ： 6

このフォントフォーマットを使用すれば、署名のような印象を出せます。
13. 選択ツールを使用して、テキストフレーム全体を選択します。塗りメニューで、塗りのカラーを白に設定して、不透明度スライダーを 77 に

設定します。

ホームページの残りの部分の挿入

次の手順に従い、ホームページの最下部にコンテンツを追加します。
次に、以前に作成した要素の一部をコピーして再利用します。
当店のストーリー
Katie's Café は、米国カリフォルニア州のサンフランシスコにある家族経営の小さなチェーンカフェです。最初の Katie's は 2006 年の夏に Noe
Valley で、美味しい焼き菓子と高品質のコーヒーを近隣の皆様に提供するために創業者の Katie Ricks によって開店されました。
2007 年、Noe の Katie's では、焼き菓子の他に通常の食事をメニューに加えました。2008 年、Katie's はサンフランシスコ大学の北にある Laurel
Heights に新しい店舗を開店しました。第 3 の Cole Valley 店舗は、2011 年の冬に開店しました。
Katie's Café でお出しするすべての料理は、長年にわたるベーキングの経験を活かした Katie's 独自のレシピを基に苦労して作成されています。 

最後に、塗りつぶされた長方形とテキストフレームのセットをもう 1 つ最下部に追加します。 

 

受賞歴
Katie's Café は、サンフランシスコタイムズ誌のベスト SF コンテスト（別名 2010 年カフェオブザイヤー）で複数の賞を受賞しました。
Katie's は最近、「No Fear: The Culinary Travels of Andrew Bourdin」のエピソードで紹介されました。その際、Andrew は彼女の「Abomination
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Unto the Lord Cake」がこれまでに食べたことのないようなケーキと絶賛しました。
次に、塗りつぶされた長方形を作成します。

1. 3 つのテキストフレームの下にあるページにまたがるように長方形を描画し、100% 幅で表示するように設定します。
2. 塗りメニューを使用し、「img-cupcakes.jpg」という名前の背景画像で長方形を塗りつぶします。サイズ調整メニューを「全体に拡大・縮
小」に設定して、位置セクションの左上の位置をクリックして、ページ上の左上隅に画像を整列します。

3. ページ上で塗りメニュー以外の任意の箇所をクリックすると、塗りメニューが閉じます。
4. 選択ツールを使用し、必要に応じてハンドルをドラッグして長方形のサイズを変更します。この長方形は中央に整列され、100% で表示され
ます。この長方形の上端は、ページの上端から約 1214 ピクセル離れた位置に整列されます。

5. 長方形を右クリックして、アレンジ／最背面へを選択します。以前に作成した署名付きのテキストフレームが上部に表示され、半透明の背景
を通してカップケーキの画像が表示されます。

1. 上にスクロールしてヘッダーのテキストフレーム「KATIE’S CAFÉ へようこそ」を選択します。
2. Option／Alt キーを押して、カップケーキで塗りつぶされた長方形の下にテキストフレームをドラッグします。テキストツールを使用して
ヘッダーで「KATIE’S CAFÉ について」と入力して既存のテキストを置換します。

3. ライブラリパネルを開きます。 ページデザインフォルダーを展開して、テキストフレームの下にあるページに、ページ区切りのコピーをド
ラッグします。ページ上で両方の要素を中央揃えにします。

4. 約 450 ピクセル（幅） x 約 300 ピクセル（高）の長方形を描画します。「img-cookie.jpg」という名前の背景画像を使用して長方形を塗り
つぶします。背景を「全体に拡大・縮小」に設定し、中央の位置をクリックします。

5. ページの左側に長方形を整列します。 
6. 幅が約 450 ピクセルのクッキー長方形の右にテキストフレームを描画します。次のテキストを入力するか、ペーストします。
1. ヘッダーに小見出しスタイルを適用し、残りのテキストフレームに本文スタイルを適用します。
2. テキストフレームの右端とページガイドの右側を整列させます。
1. 下にスクロールして、幅が約 450 ピクセルのクッキー長方形の下にテキストフレームを描画します。次のテキストを入力するか、ペースト
します。

1. ヘッダーに小見出しスタイルを適用し、残りのテキストフレームに本文スタイルを適用します
2. テキストフレームの左端とページガイドの左側を整列させます。
1. 幅が約 450 ピクセルの長方形を描画します。
2. 長方形の塗りのカラーと線を「なし」に設定します。「img-breakfast.jpg」の画像を使用して背景の塗りを設定し、サイズ調整オプションを
「全体に拡大・縮小」に設定し、位置を左上に設定します。

3. 「当店のストーリー」テキストフレームの下で、長方形をページガイドの右側に整列させます。
4. ライブラリパネルを開いて、FontAwesome フォルダーを展開します。フッターガイドの真上にあるページの右下部に方向アイコン項目をド
ラッグして、ページの右側に整列させます。

5. 青色の矢印ボタンをクリックすると、オプションメニューが開きます。メニューから「上向き旋回矢印」オプション選択します。テキストカ
ラーを茶色に設定します（図 41 を参照してください）。

図 41. Font Awesome アイコンを設定して、サイトデザインに一致するようにスタイルを指定します。

6. 上向き矢印を選択した状態で、ハイパーリンクメニューを使用して、「トップ」という名前のアンカーリンクを選択します（図 42 を参照し
てください）。
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図 42. マスターページで作成した「トップ」という名前のアンカーを指すようにリンクを設定します。

7. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択します。ページを下にスクロールして、ページのコンテンツを表示します。上向き矢印を
アイコンをクリックして、どのようにページのトップにジャンプするか確認します。

8. デザインをクリックして、ホームページの編集を継続します。必要に応じて、表示／ガイドを隠すを選択し、ページ上でガイドを非表示にし
ます。

このチュートリアルの次のセクション、第 4 章では、制御モーションにスクロール効果を適用する方法や、ホームページで対話エフェクトを作成
する方法について説明します。手動メニューウィジェットを作成して、メニューページのサブナビゲーションを作成する方法についても説明しま
す。その後、訪問者がページを下にスクロールすると表示される 2 番目の「隠れ」メニューを追加する前に、ページにアンカーを適用して、それ
らのアンカーにメニュー項目をリンクします。
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第 4 章

ページの先頭へ

背景画像で塗りつぶされた長方形へのスクロール効果の適用
メニューページの作成
手動メニューウィジェットの設定
アンカータグとアクティブステートの使用  
メニュー項目へのアンカーリンクの追加
Menu ページへの 5 つのセクションの追加
テキストコンテンツを配置して、各セクションのメニューコンテンツを挿入
メニューページのセクションヘッダーへのスクロール効果の追加
スクロール効果を使用するヘッダーへの固定されたメニューの追加

Muse による初めての Web サイト制作の第 3 章では、マスターページを追加して編集し、水平方向メニューウィジェットを使用してサイトナビ
ゲーションを追加しました。ステートパネルを使用して、外観メニュー項目とラベルのスタイルを設定する方法を学びました。ライブラリアイテ
ムを使用する方法や、ページ上にドラッグ＆ドロップできる再利用可能な要素を作成する方法についても学びました。

背景画像で塗りつぶされた長方形へのスクロール効果の適用

Muse では、モーション、不透明度、スライドショー、Edge Animate スクロール効果など、多様なスクロール効果を用意しています。スクロール
効果を適用するには、スクロール効果パネルを使用します。また、塗りメニューのスクロールタブを使用してモーションを制御することもできま
す。                             

1. 上にスクロールし、ページの上端に整列された大きな長方形を選択します。
2. ウィンドウ／スクロール効果を選択します。スクロール効果パネルで、次の設定を入力します（図 43 を参照してください）。

「モーションを有効にする」チェックボックス
「初期モーション」セクションにある 2 つのフィールドは変更せずに 0 に設定します。
キーの位置（中央のフィールド）を 0 px に設定します。
「最終モーション」セクションで上方向を有効にし、0.5 に設定します。
水平方向は変更せずに 0 に設定します。 

図 43. ページのヘッダー内にある長方形にスクロール効果モーションを適用します。

このように設定すると、スクロールしているページがキーの位置（0 ピクセル、ページの最上部）を通過すると、ページの他の部分がスクロールす
る速度の 0.5 倍で長方形が上方向にスクロールします。 

「モーションを有効にする」チェックボックス
「初期モーション」セクションにある上方向を 0.5 に設定します。
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水平方向は変更せずに 0.5 に設定します。
キーの位置（中央のフィールド）を 1114 px に設定します。
「最終モーション」セクションで上方向を有効にし、0.5 に設定します。
水平方向は変更せずに 0.5 に設定します。

3. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択します。ページを下にスクロールすると、ヘッダーの最上部にある長方形が残りのページ
要素の半分の速度で移動するのがわかります。

4. Muse に戻り、下にスクロールしてカップケーキの画像で塗りつぶされた大きな長方形を選択します。
5. スクロール効果パネル（ウィンドウ／スクロール効果）を開き、次の情報を入力します（図 44 を参照してください）。 

図 44. スクロール効果を適用して、ページのスクロール中に長方形の動きを制御します。

6. ファイル／ブラウザーでページをプレビューをもう一度選択します。ページを下にスクロールすると、幅 100% の両方の長方形が、残りの
ページ要素の半分の速度で上方向に移動するのがわかります。

7. Muse に戻ります。デザインモードで、「X」をクリックしてホームページを閉じます。

メニューページの作成

メニューページには、朝食、昼食、夕食、デザートだけでなく、飲み物に関する一連のアイテムが表示されます。訪問者がページをナビゲートす
るには、各セクションにジャンプするアンカーリンク付きのメニューバーを使用します。

1. デザインモードで、メニューページを開きます。ページのレイアウトを指定しやすいように、ガイドを表示します。
2. テキストツールを使用して、ヘッダー領域の下で中央に配置されるようにテキストフレームを描画します。
3. 「地元の新鮮な食材 & 革新的なレシピ」と入力します。
4. 「見出し」の段落スタイルを適用します。
5. 選択ツールを使用して、テキストフレームがページ全体にまたがるようにサイズを変更します。サンプルのサイトでは、「&」の後のテキス
トが 2 行目に折り返されます。

6. ライブラリパネルからページ区切りのコピーをドラッグし、テキストの下で中央揃えにします。 

手動メニューウィジェットの設定

フッターマスターページをデザインしたとき、サイト内のすべてのページにリンクされるメニューウィジェットを追加しました。次に、同じペー
ジの異なるセクションにリンクされる手動メニューウィジェットを追加します。

メニューの種類：手動
方向：水平
編集をすべてに適用：有効
アイテムのサイズ：間隔を揃える
左アイコンを表示：無効
ラベルを表示：有効
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右アイコンを表示：サブメニューのみ
パーツの配置：水平方向、中央揃え

1. ウィジェットライブラリで、「メニュー」セクションを展開して、水平方向メニューウィジェットをページにドラッグします。
2. 選択ツールを使用して、メニュー全体がグリッドガイドの 5 つの中央列にまたがるように幅を変更します。
3. 青色の矢印ボタンをクリックすると、オプションパネルが開きます。次の設定を適用します（図 45 を参照してください）。

図 45. オプションパネルでメニューの種類を「手動」に設定します。

4. 離れた場所をクリックしてオプションパネルを閉じると、[名前] というラベルの付いた単一のメニュー項目でメニューが更新されるのがわか
ります。

5. メニュー項目を 2 回クリックします。1 回クリックしてメニューウィジェット全体を選択し、再びクリックしてメニュー項目を選択します。
テキストツールを使用してプレースホルダーのラベルを選択し、「朝食」と入力します。

6. 選択ツールに切り替え、メニュー項目の上にマウスを合わせます。「朝食」メニューアイテムの右に表示されるプラス（+）記号をクリック
して、新規メニューアイテムを作成します。テキストツールを使用して、新規ボタンの名前を「昼食」に変更します。

7. 手順 6 を繰り返して、夕食、デザート、飲み物の 3 つのメニュー項目を追加します。
8. メニュー項目の 1 つを選択しながら、ステートパネルを開きます。標準ステートを選択して、メニュー項目の塗りのカラーを「なし」に設定
します。次に、ロールオーバー、マウスダウンおよびアクティブの残りの各ステートをクリックし、塗りカラーを「なし」に設定します。

9. 標準ステートを選択して、線のカラーをライトブラウンに設定します。「線」オプションで、4 つのフィールドをリンク解除してすべて 0 に
設定します。ただし、右側の線のみ 2 に設定します。これにより、各メニュー項目の間に区切りが作成されます。

10. オプションパネルで、「編集をすべてに適用」オプションの選択を解除します。飲み物メニュー項目と標準ステートを選択して、線のカラー
を「なし」に設定します。アクティブステートについてもこの手順を繰り返します。次に、「編集をすべてに適用」オプションをもう一度有
効にします。

11. 標準ステートをもう一度選択します。「小見出し」段落スタイルを適用します。  テキストパネルを使用して、テキスト書式に次の変更を加
えます。
フォント： Open Sans
サイズ： 16
整列：中央揃え
段落後のアキ： 0
小見出しスタイルの隣にプラス（+）記号が表示されるので、変更が適用されたことが分かります。必要に応じて新規段落スタイルを作成で
きますが、既存のスタイルをそのまま使用しても問題はありません。

12. ロールオーバーとマウスダウンのステートは自動的に更新されます。手順 9 を繰り返して、アクティブステートにも同じ書式を適用します。
13. 選択ツールを使用して、ページ区切りの約 52 ピクセルの下でメニューが垂直方向に中央揃えになるよう整列します。
この時点では、メニュー内にリンクは存在しません。手動メニューウィジェットは、プランモードからページリンクを継承しないので、必要なリ
ンクを使用するように設定する必要があります。

アンカータグとアクティブステートの使用  
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注意：

メニューページは、料理アイテムと飲み物アイテムを含む、合計 5つの異なるセクションで構成されます。これらのセクションは、大きな 100%
幅の長方形で区切られます。この結果、下にスクロールしないと、ページのコンテンツ全体が表示されません。これは、アンカータグとスクロー
ル効果の両方を使用する場合の重要点です。訪問者が下にスクロールできるほどページが長くない場合、これらのサイト機能が動作しているかわ
かりません。
アンカータグを追加するのは、ページの任意の場所にマーカーを付けるようなものと考えてください。訪問者がこのアンカーへのリンクをクリッ
クすると、マーカーの付いた場所にリンクが下にスクロールします。
最初に、5 つの各ページ領域に対応する朝食、昼食、夕食、デザートおよび飲み物という名前の 5 つのアンカーを作成します。次の手順に従いま
す。

1. コントロールパネルにあるアンカーボタンをクリックして、アンカーツールを読み込みます（図 46 を参照してください）。

図 46. アンカーボタンをクリックして、最初のアンカーのプレースガンを読み込みます。

2. ページ区切りの真下で、ページの左上部の付近を 1 回クリックして、アンカーを配置します。
3. 表示されるアンカー名を変更ダイアログボックスで、アンカー名「朝食」を入力します。選択ツールを使用して、ページの上端から約 303
ピクセル離れた位置に移動させます（図 47 を参照してください）。

図 47. ページの最上部付近で、朝食メニューのアンカーの名前を付けます。

4. これらの手順を繰り返します。ここで、アンカーボタンを 4 回クリックした後、ページをクリックしてページ内の次の位置に名前の付いたア
ンカーを配置します。
昼食： 1255 px
夕食： 1731 px
デザート： 2798 px
飲み物： 3200 px
必要に応じて、変形パネルを使用し、各アンカーを選択して Y 値を設定します。

最初のアンカーとリンクされたコンテンツ（手動メニューウィジェット）の最初のインスタンスの間のスペースにより、各領域でアクティ
ブステートを変更する「アクティブ領域」が設定されます。例えば、最初のアンカーをメニューの約 100 ピクセル上に配置すると、訪問者がペー
ジを下にスクロールしてメニューが表示される前に、各領域のメニューアイテムのアクティブステートが 100 ピクセル更新されます。

次に、アンカータグにメニュー項目をリンクして、ナビゲーションを作成します。これにより、訪問者がページの下にジャンプして各メニューを
読めるようになります。
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メニュー項目へのアンカーリンクの追加

1. 朝食メニュー項目を 2 回クリックして選択します。選択範囲インジケーターに「メニュー項目」という文字が表示されます。
2. ハイパーリンクメニューを使用して、メニューページ内で朝食アンカータグを選択します（図 48 を参照してください）。 

図 48. 「朝食」ボタンのリンクを朝食アンカータグに設定します。

3. 手順 2 を繰り返して、残りの 4 つのメニュー項目にアンカーを追加します。
4. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択してメニューをテストし、ページの下部にある各セクションにどのようにジャンプするか
確認します。上にスクロールバックして、各ボタンをクリックします。

手動で上にスクロールバックするのは手間がかかるので、「トップに戻る」ボタンとスクロール効果のある非表示メニューを追加します。この非
表示メニューを使用すると、第 2 のメニューウィジェットがヘッダー領域に留まります。

5. Muse に戻り、Menu ページの編集を継続します。

Menu ページへの 5 つのセクションの追加

このページでは、ホームページと同様なデザインを使用します。100% 幅に設定された長方形には、スクロール効果とスタイル指定済みのテキスト
フレームが適用されています。
これで、セクションの見出しが完成しました。必要に応じて、「プレビュー」をクリックし、各セクションにアクセスした後でトップに戻る矢印
をクリックして、どのようにトップにジャンプするか確認します。

1. メニューウィジェットの約 52 ピクセル下に、ブラウザーウィンドウの幅全体にまたがる長方形をドラッグします。
2. 塗りと線のカラーを「なし」に設定します。長方形の背景画像に「img-breakfast.jpg」という名前のファイルを使用するように設定します。
画像を「全体に拡大・縮小」に設定し、中央の左に配置します。

3. 長方形の両側が整列されるまでハンドルをドラッグしてサイズを変更すると、100% で表示されることが示されます。長方形の高さを 267 ピ
クセルに設定します。

4. テキストフレームを作成し、「朝食」と入力します。
5. ライブラリパネルで、FontAwesome アイコンフォルダーを展開し、ページに方向アイコンをドラッグします。オプションパネルを使用し
て、上向きに旋回アイコンを選択します。テキストのカラーをライトブラウンに設定します。

6. 上向きに旋回アイコンをカットしてから、テキストツールを使用して「朝食」テキストフレーム内の「朝」の文字の直前をクリックします。
「朝食」テキストフレームの内側で上向きに旋回アイコンをペーストします。

7. メニューページ上のトップアンカーリンクへ、上向きに旋回アイコンのリンクを設定します。
8. 「朝食」テキストを選択して、見出しスタイルを適用します。次に、フォントカラーをオフホワイトに設定して、左揃えに整列することで、
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フォント属性を編集します。
9. ページの上端から 600 ピクセル（Y）、ページの左側から 4 ピクセル（X）の位置に「朝食」テキストフレームを配置します。変形パネルま
たはツールヒントを使用すると、簡単に配置できるようになります。

10. 「朝食」テキストフレームを選択し、Shift キーを押しながら、朝食の画像で塗りつぶされた長方形を選択します。Shift キーを離した後で
Option／Alt キーを押しながら、2 つの要素の複製コピーをページの下部にドラッグし、新しいセットが中央に整列されるように維持しま
す。このコピーが昼食セクションになります。 

11. ページの上端から 1205 ピクセルの位置に昼食セットを配置します。テキストツールを使用して「朝食」という文字を選択し、「昼食」と入
力します。塗りメニューで、背景画像に「img-lunch.jpg」ファイルを使用するように設定します。「全体に拡大・縮小」設定を維持しなが
ら、中央の右に位置を設定します。

12. 手順 10 と 11 を繰り返して、「昼食」セクションを複製します。ページの上端から 1977 ピクセルの位置に夕食セットを配置します。テキ
ストフレームの名前を「夕食」に変更します。背景画像に「img-dinner.jpg」ファイルを使用するように設定します。サイズ調整と位置には
同じ設定を使用します。 

13. 手順 10 と 11 を繰り返して、「デザート」セクションを複製します。デザート用長方形の塗りに「img-dessert.jpg」背景画像を使用するよ
うに設定し、位置を中央の左に設定します。テキストフレームを「デザート」と更新し、デザート用長方形の上端の Y 値が 2748 となるよう
に配置します。 

14. デザートのセットを複製して、「飲み物」セクションを作成します。テキストフレームに「飲み物」と入力して名前を変更します。長方形の
背景画像を「img-drinks.jpg」に設定し、左上に配置します。飲み物用長方形の上端の Y 値を 3446 に設定します。

テキストコンテンツを配置して、各セクションのメニューコンテンツを挿入

次に、セクション間のスペースに 2 つのテキストフレームを追加して、各カテゴリーに対応する料理セクションを表示します。
The Spike $9

卵、黒豆、ワカモレ、玉ねぎ、シラントロ、チポトレトマトのサルサ入ったブレックファーストブリトー、お好みに合わせてポテト、鶏肉、
牛肉を追加
The Dazzler $7

ハッシュブラウン、スクランブルエッグ、地元のベーコン
The Nessie $8

バターミルクパンケーキ 2 枚、お好みに合わせてチョコレートチップまたはブルーベリー入り
1. ファイル／配置を選択して、「アセット」フォルダーの「メニュー」サブフォルダー内にある「breakfast1.txt」という名前のテキストファイ
ルを選択します。「開く」をクリックして、読み込みダイアログボックスを閉じます。

2. 朝食ヘッダーの下にあるページを 1 回クリックして、次のコンテンツを含むテキストファイルを配置します。 

3. 各項目の名前（価格付き）を選択して、「subhead serif」段落スタイルを適用します。次に、各項目の下にある説明を選択して、「本文」段
落スタイルを適用します。

4. テキストフレームの左側をページの左側に整列させます。朝食ヘッダーと昼食ヘッダーの間で、テキストフレームのサイズを変更し、垂直方
向に中央揃えにします。このテキストフレームが最初の 4 つの列にまたがるようにテキストフレームの幅を拡張します。

5. 1 ～ 4 の手順を繰り返して、「breakfast2.txt」という名前のテキストファイルを配置します。テキストのスタイルを指定し、テキストフレー
ムがページの右側で整列し、最後の 4 つの列にまたがるように配置します。

6. このプロセスを継続して各メニューセクションを挿入し、lunch1.txt と lunch2.txt のコンテンツを配置し、2 つのテキストフレームのスタイ
ルを指定します。その後、これらの手順を繰り返し、「夕食」、「デザート」、「飲み物」セクションへの料理オプションを備えたテキスト
フレームを 2 つ追加します。 

7. サイトを保存してページをプレビューします。これでほぼ完成ですが、次のセクションではいくつかのスクロール効果を適用して最後の仕上
げを加えます。

メニューページのセクションヘッダーへのスクロール効果の追加

このパートは、ホームページに追加したスクロール効果によく似ています。100% 幅の長方形に背景画像を追加したとき、塗りメニューで異なる配
置を選択して、整列の種類を変更しました。各長方形の高さはわずか 267 ピクセルでしたが、背景のソース画像の高さは 1,300 ピクセルで、「全
体に拡大・縮小」に設定したことにも注意してください。これらの設定は、ブラウザーで表示したときにスクロール効果が表示される方法に影響
します。

1. 「朝食」セクションで長方形を選択します。スクロール効果パネル（ウィンドウ／スクロール効果）を開き、「モーション」チェックボック
スを選択し、次の属性を入力して塗りコンテンツの動きを制御します （図 49 を参照してください）。
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「初期モーション」セクションで、0.5x の速度でスクロールするように上方向を設定します。
水平方向は変更せずに 0x に設定します。
キーの位置を 440 px に設定します（ページの T ハンドルをドラッグしてこの値を設定することもできます）。
「最終モーション」セクションで、0.5x の速度でスクロールするように上方向を設定します。
水平方向は変更せずに 0x に設定します。

図 49. 「モーション」チェックボックスをオンにして、スクロール効果の設定を適用します。

2. 昼食用の長方形を選択します。スクロール効果パネルで、キーの位置を 1205 px に設定します。「初期モーション」セクションと「最終
モーション」セクションの両方に対して、上方向を 0.5x に設定します。水平方向は変更せずに 0x に設定します。

3. 手順 2 を繰り返して、夕食用の長方形にスクロール効果を適用します。同じ設定を使用しますが、キーの位置は 1977 px に設定します。
4. この操作をさらに 2 回繰り返します。キーの位置が 2748 px になるようにデザート用の長方形を設定します。キーの位置が 3446 になるよ
うに飲み物用の長方形を設定します。 

5. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択して、動作中のスクロール効果を確認します。デザートメニュー項目をクリックして、
ページの下部にある「デザート」セクションに移動すると、長方形のヘッダーも下にジャンプするのがわかります。上向き矢印アイコンをク
リックすると、トップにジャンプします。

テストが終了したら、ブラウザーを閉じて Adobe Muse に戻ります。 

スクロール効果を使用するヘッダーへの固定されたメニューの追加

これでメニューページはほぼ完成しましたが、ナビゲーションに少し手間がかかります。ページの各セクションの上にメニューウィジェットが表
示されると、トップに戻らなくても各セクションに簡単にジャンプできるので、ナビゲーションが容易になります。この手法を使用すれば、メ
ニューウィジェットが上にスクロールし、ページの最上部で停止します。

フェード位置 1：  0% で 5 px

キーの位置： 0% で 252 px
フェード位置 2： 100% で 252 px

1. ページの最上部でメニューウィジェットを選択します。
2. Option／Alt キーを押しながら、メニューウィジェットの複製コピーをヘッダーに向かって上方向にドラッグします。ドラッグするときは、
表示されるスマートガイドを使用して、複製とオリジナルを垂直方向に、ページの中央に整列させます。

3. 茶色のヘッダー長方形の真下（Y 位置が 92 ピクセル）に複製のヘッダーを配置します。
4. スクロール効果パネルを開きます。「不透明度」タブ（左から 2 番目のタブ）をクリックして、スクロール効果の不透明度設定を確認しま
す。

5. 「不透明度」チェックボックスをオンにして、次の設定を適用します（図 50 を参照してください）。
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注意：

図 50. メニューウィジェットの透明度を制御する設定を指定します。

スクロール効果を有効にすると、メニューの上に表示される T ハンドルの対応する部分をドラッグして、フェード位置 1、キーの位置およ
びフェード位置 2 の値を設定することもできます。

上記の設定を使用する場合、訪問者がトップから下方向に 252 ピクセルまでページをスクロールする間、メニューは完全に透明になります（不透
明度 0%）。この状況が発生すると、最初の（表示される）メニューウィジェットもまったく同じ場所に移動します。
複製メニューが表示され、元のメニューが上にスクロールして消える場合、トランジションがスムーズになるように、ページの背景と同じカラー
で塗りつぶされた長方形を追加します。この場合、（複製メニューの上に描画された）長方形もスクロール効果を使用するので、（両方のメ
ニューが重なって表示されるので）メニューが瞬間的に極端な太字で表示されるのを防止できます。 

6. 茶色のヘッダーの真下に長方形を描画します。変形パネルを使用して、次の値を適用します（図 51 を参照してください）。
：
高さ：45 ピクセル
幅： 1160 ピクセル
X： -100 ピクセル
Y： 87 ピクセル
100% 幅で表示するように設定します

図 51. 複製メニューを覆い隠す長方形を 100% 幅で表示するように設定します。

1. スクロール効果パネルの「不透明度」タブで、次の値を入力します。

フェード位置 1：  0% で 5 px

キーの位置： 0% で 252 px

フェード位置 2： 100% で 252 px

上記の設定を使用すると、元のメニューが複製メニューの上にある長方形の上方にスクロールされるまで、この長方形は確実に非表示になり
ます。

2. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択して、ページを下にスクロールします。ゆっくりスクロールして、最初のメニューが上に
スクロールするのを確認します。この場合、元のメニューが視界から消えると、（透明な）複製メニューがすぐに表示されるのがわかりま
す。スクロール効果はページを下にスクロールしても同じ場所に留まるので、複製メニューのモーションを制御できます。

Adobe Muse による初めての Web サイト制作の次の章では、配置された画像ファイルを切り抜き、サイズを変更し、グリッド列で整列する方法を
説明します。フルスクリーンスライドショーウィジェットを追加して、画像のギャラリーを表示するように設定します。その後、ブログページに
HTML を埋め込んで、サードパーティサイトのコンテンツを組み込む方法について学びます。
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  Twitter™ および Facebook の投稿には、Creative Commons の規約内容は適用されません。

法律上の注意   |   プライバシーポリシー
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第 5 章

ページの先頭へ

ギャラリーページの最上部でのテキストの書式設定
プレースガンを使用してサイズが変更された複数の画像を配置
配置された画像の切り抜き
テキストフレームにリンクを適用し、デフォルトのリンクスタイルを定義
フルスクリーンスライドショーウィジェットの追加と設定
ブログページの最上部でのテキストの書式設定
Muse サイトでブログを表示するための埋め込み HTML の使用  

Muse による初めての Web サイト制作の第 4 章では、スクロール効果を追加して、ホームページで対話操作の効果を作成しました。また、メ
ニューページを構築して、ページ上の異なるアンカーにリンクされた手動メニューも作成しました。第 5 章では、配置された画像のサイズを変更
し、Muse ワークスペース内で切り抜くことで、配置された画像を編集する方法を説明します。また、埋め込み HTML を使用して、ブログページ
に Tumblr ブログを追加する方法についても説明します。

ギャラリーページの最上部でのテキストの書式設定

ギャラリーページには、ページガイドを使用して整列された一連の画像が含まれています。
1. デザインモードで、ギャラリーページを開きます。 
2. ガイドが既に表示されていない場合は、表示／ガイドを表示を選択します。 
3. テキストフレームを作成し、「ギャラリー」と入力します。「見出し」段落スタイルを適用します。 
4. ページの左側に整列する第 2 のテキストフレームを作成します。次のテキストを入力します。

2006 年に Katie’s Café が開業して以来、地元の新鮮な食材を調達し、高品質の仕上げ製品をお客様にお届けすることに専念してきま
した。創業者、Katie Ricks 

その後で、「本文」段落スタイルを適用します。

5. ページの右側に整列する第 3 のテキストフレームを作成します。次のテキストを入力します。

は、食品と顧客サービスに情熱を抱いています。この情熱がすべてのメニュー項目にインスピレーションを与え、当店では伝統的なメニュー
だけでなく、新しいメニューも自信を持ってお出ししています。

もう一度、「本文」段落スタイルを適用します。

6. 選択ツールを使用して左右両方の段落を選択し、オブジェクト／グループを選択します。
7. ライブラリパネルからページ区切りのコピーをドラッグします。
8. 選択ツールを使用し、ページ上で 3 つの要素（ヘッダーのテキスト、2 つのテキスト列のグループ、ページ区切りのグラフィック）を垂直方
向に中央揃えにします（図 52 を参照してください）。

図 52. ヘッダーコンテンツの下に収まるように、テキストフレームとページ区切りを配置します。
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ページの先頭へ

プレースガンを使用してサイズが変更された複数の画像を配置

1. ファイル／配置を選択して、アセットフォルダー内にある gallery-1.jpg、gallery-2.jpg、gallery-3.jpg および gallery-9.jpg という名前のファ
イルを参照して選択します。「開く」をクリックしてファイルを選択するか、読み込みダイアログボックスを閉じます。

プレースガンに番号 4 が表示されるので、4 つの画像が読み込まれたことがわかります。
2. ページの左側をクリックして、カーソルをドラッグします。ツールヒントには、一時的にパーセンテージが表示されるので、配置している最
初の画像のスケールがわかります。画像のスケールが約 16％になって、画像の寸法が 330 ピクセル（幅）x 220 ピクセル（高）になった
ら、マウスボタンを離します。

3. 手順 2 を繰り返して、他の 3 つの画像も同じスケールで配置します。 

この時点では整列について心配する必要はありません。まず、Muse 内で画像を編集します。 

配置された画像の切り抜き

次に、4 つの各画像ファイルがすべて正方形（220 x 220 ピクセル）になるように切り抜きます。
1. 切り抜きツールを使用して、gallery-1.jpg の画像を選択します。
2. 中央を 1 回クリックすると、黒い円形アイコンが表示されます。画像の周囲の境界線が青色に変わり、オープンハンドカーソルが表示されま
す。画像フレームの内部で、コースターの左側がカットオフされ、半透明な領域に表示されるまで、画像を左にドラッグします。

3. 切り抜きツールで画像をもう一度クリックします。中央の円形アイコンが非表示になり、画像フレーム周囲の境界線がオレンジに変わりま
す。右中央のハンドルを中央に向かってドラッグし、画像の幅を 220 ピクセルに変更します（図 53 を参照してください）。変形パネルを表
示すれば、寸法を確認できます。

図 53. 切り抜きツールを使用して、配置された画像の両側を切り抜きます。

4. 手順 1 ～ 2 を繰り返し、すべての画像の幅が 220 ピクセルになるように gallery-2.jpg、gallery-3.jpg および gallery-9.jpg の画像を切り抜き
ます。

5. 選択ツールを使用して、ページの幅に沿って 4 つの画像を整列させます（図 54 を参照してください）。
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図 54. ページガイドで作成された列にある 4 つの切り抜かれた画像フレームを整列します。

残りのギャラリーページは、サイズを変更した画像とテキストフレームで構成されています。
1. gallery-4.jpg という名前の画像を配置し、クリックしながらドラッグして 38% に配置します。切り抜きツールを使用して左端を切り抜いて
から、画像フレームの寸法が 464 x 512 ピクセルになるように幅を縮小します。選択ツールを使用して、フレームの左端をページの左側に整
列させます。

2. 切り抜いたばかりの大きな画像の右側に、gallery-5.jpg という名前の画像を配置します。クリックしながらドラッグし、約 24% に設定しま
す。前回と同じ手法を使用して、画像フレームの内側に画像をスライドさせ、中央に配置します。ここで、下部のハンドルを上にドラッグ
し、右側のハンドルを中央に向かってドラッグして、264 x 246 ピクセルに切り抜きます。フレームの右側をページガイドの右側に整列さ
せ、フレームの下端を gallery-4.jpg の画像の下端に整列させます。

3. gallery-6.jpg を配置し、クリックしながら 50% になるまでドラッグします。この画像は、ページ全体にまたがります。画像フレームの中央
に画像を配置し、953 x 516 ピクセルに切り抜きます。ページ上で垂直方向に整列します。

4. ページの左側に gallery-7.jpg を配置し、クリックしながら 50% になるまでドラッグします。464 x 342 ピクセルに切り抜き、ページの左側
に整列させます。

5. ページの右側に gallery-8.jpg を配置し、クリックしながら 23% になるまでドラッグします。464 x 310 ピクセルに切り抜き、ページの右側
に整列させます。選択ツールとスマートガイドを使用して、すべての画像がページガイドや他の画像と整列することを確認します（図 55 を
参照してください）。
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図 55. 切り抜かれたギャラリー画像をページ上でモザイク模様になるように配置します。

カップケーキの画像の上に空白のスポットが存在します（gallery-5.jpg）。このスポットにテキストフレームをはめます。

テキストフレームにリンクを適用し、デフォルトのリンクスタイルを定義

訪問者がフルスクリーンのスライドショーを閲覧するためのボタンを追加します。
1. カップケーキの画像の上にテキストフレームを描画します。464 x 242 ピクセルにサイズを変更して、ページの右側に整列させます。テキス
トフレームを塗りのカラーをライトブラウンに設定します。

2. 「ギャラリーをフルスクリーン表示」と入力します。
3. 「見出し」段落スタイルを適用します。次に、カラーをオフホワイトに設定して、整列を左揃えに設定します。テキストが 2 行に折り返され
ます。

4. テキストフレームを選択しながら、ハイパーリンクメニューを使用して Gallery-fullscreen ページへのリンクを適用します（図 56 を参照して
ください）。 
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図 56. テキストフレームを、ギャラリーのスライドショーを表示するページへのリンクとして設定します。

5. ハイパーリンクメニューの隣にあるハイパーリンクテキストをクリックして、使用可能なオプションを確認します。表示されるダイアログ
ボックスでは、デフォルトのリンクスタイルを使用するようにテキストが設定されているのがわかります。

6. 「リンクスタイルを編集」ボタンをクリックして、サイトプロパティダイアログボックスの「レイアウト」タブを開きます。
7. このインターフェイスを使用して、サイトでどのようにテキストリンクを表示するか指定できます。このサイトプロジェクトでは、テキスト
に適用された太字または斜体のスタイルを継承するようにリンクステートが設定されていますが、どのステートにも下線は適用されません。
各ステートに対してテキストカラーが設定されます。
標準：ライトブラウン
ホバー：茶色
表示済み：ライトブラウン
アクティブ：茶色

「解像度」メニューを使用して、標準と HiDPI（2x）の間で出力を選択し、サイトからパブリッシュされた画像または書き出された画像の
品質を設定します。HiDPI 設定では、寸法が 2 倍の画像を配置する必要がありますが、retina ディスプレイやその他の高解像度スクリーンで最適
に表示されます。

8. 「OK」をクリックして「サイトプロパティ」ダイアログボックスを閉じます。 
9. デザインビューでサイトを保存し、ギャラリーページを閉じます。

フルスクリーンスライドショーウィジェットの追加と設定

Gallery-fullscreen ページには、訪問者がメインのギャラリーページからリンクをクリックすると読み込まれる、フルスクリーンスライドショー
ウィジェットが含まれています。
ウィジェットが直ちにページの 100% 幅いっぱいに拡張するのがわかります。

新規スライド：フレームサイズに合わせる
新規サムネール：フレームサイズに合わせる
効果：フェード
トランジション速度： 0.5 秒
自動再生が有効になっており、3 秒後に再生を開始するように設定
次の時間経過後に再開：無効
1 回再生：無効
シャッフル：無効
スワイプを有効にする：有効
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レイアウト
ライトボックス：無効
フリーフォームサムネール：無効
画面全体：有効

パーツ
最初へ：有効
次へ：有効
前へ：有効
最後へ：無効
キャプション：有効
カウンター：無効
閉じるボタン：無効
サムネール：無効

編集
編集中にライトボックスのパーツを表示：有効
編集をすべてに適用：有効

1. デザインビューで、Gallery-fullscreen ページを開きます。
2. 必要に応じて、表示／ガイドを隠すを選択します。
3. ウィジェットライブラリを開いて、「スライドショー」セクションを展開します。ページにフルスクリーンスライドショーをドラッグしま
す。 

4. スライドショーを選択した状態で、スライドショーの上端をヘッダーの下端に合わせて配置し、ブラウザーの背景の塗りカラーが透けて見え
ないようにします。このデザインでは、スライドショーに「閉じる」ボタンが表示されないので、訪問者はトップメニューにあるリンクのい
ずれかをクリックして、新しいページにジャンプし、スライドショーを終了します。 

5. 青色の矢印ボタンをクリックしてオプションパネルを開き、次の設定を適用します（図 58 を参照してください）。
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図 58. これらの設定を更新して、オプションパネルでスライドショーを構成します。

6. 「画像を追加」フォルダーをクリックします。表示される読み込みダイアログボックスで、次のファイルを選択します。gallery-
1.jpg、gallery-2.jpg、gallery-3.jpg、gallery-4.jpg、gallery-5.jpg、gallery-6.jpg、gallery-7.jpg および gallery-8.jpg「開く」をクリックして 8
つの画像ファイルを読み込んで、読み込みダイアログボックスを閉じます。

7. ページ上でオプションパネル以外の任意の箇所をクリックすると、オプションパネルが閉じます。
8. 「プレビュー」をクリックして、進行中のスライドショーを表示します。次へボタンや前へボタンをクリックすると、追加した 8 つの画像が
表示されます。さらに、3 秒間待つと、自動再生機能によるスライドショーの再生が開始され、連続してループ再生されます。デフォルトの
スライドショー画像は自動的に削除されることに注意してください。

9. 「デザイン」をクリックして、フルスクリーンスライドショーウィジェットの編集を継続します。
10. 前へ矢印ボタンを選択して、ページの左側の中央に配置します。次へ矢印ボタンをページの右側の中央にドラッグし、前へボタンと水平方向

に整列させます。その後、キャプションウィンドウを最下部にドラッグし、下端から約 40 ピクセルの位置で中央に配置します。

ページ全体を表示する際に問題が発生する場合、ズームレベルを 75% に設定すると、デザインモードでスライドショー全体を表示するこ
とができます。

1. 次へボタンと前へボタンの両方の塗りのカラーをライトブラウンに設定します。
2. テキストツールを使用して、次へボタンと前へボタンの内側にある矢印を選択します。小見出しスタイルを適用してから、整列を中央揃え、
行送りを 100% に設定し、段落後のアキを 0 に設定し、カラーを白色に設定します。

3. キャプションの塗りのカラーは白色のままで変更しませんが、不透明度を 77 に下げます。プレースホルダーのテキストキャプションを選択
し、小見出しスタイルを適用します。次に、段落後のアキを 0 に設定します。

4. 最初のキャプションにはプレースホルダーのテキストが表示され、コーヒーカップも同時に表示されます。キャプションをもう一度クリック
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して、内部にあるテキストを選択します。プレースホルダーのキャプションを次のテキストに置き換えます。

炒りたてのエスプレッソで作ったカフェラテに、削りチョコレートをトッピング

5. 次へボタンをクリックすると、レモネードとレモンの入った容器を含む次のスライドが表示されます。キャプションを次のテキストに置き換
えます。

絞りたてのレモネードにクランベリージュースを少し混ぜたピンクレディー
6. 対応する説明を使用して、残りのキャプションを更新します。

すべてのホットドリンクにチョコレート／シナモンで出来たマドラーが付いています

マシュマロクリスプバーやパフ小麦バーは毎朝作っています

期間限定のメープルウォールナットカップケーキ

甘酸っぱいレモンメレンゲパイ、新鮮なレモンジュースとレモンピールを添えて

Katie's Café は、毎日購入する新鮮なオーガニック食材を使用しています

ライ麦パンにはさんだグリルチーズ、自家製のガスパチョスープ付き

7. ファイル／ブラウザーでサイトをプレビューを選択し、完成したスライドショーを表示します。自動再生で見るか、ナビゲーションボタンを
使用して、各スライドに表示される説明のキャプションを見ながら、次の画像や前の画像にジャンプします（図 59 を参照してください）。

図 59. フルスクリーンスライドショーウィジェットは、ブラウザーウィンドウの両端に表示されます。

18. ギャラリーメニュー項目をクリックして、ギャラリーページにアクセスします。訪問者がサイトの残りの部分に戻る場合、常にフルスクリー
ンスライドショーウィジェットを終了する手段を訪問者に提供するのを忘れないでください。「ギャラリーフルスクリーンの表示」リンクを
ロールオーバーし、デフォルトリンクのスタイル設定に応じて、ホバーとマウスダウンのカラーがどのように変化するか確認します。

19. Adobe Muse に戻り、デザインモードで Gallery-fullscreen ページを閉じます。

ブログページの最上部でのテキストの書式設定

ブログページには、埋め込み Tumblr ブログページの上に説明文のヘッダーが表示されます。
1. デザインモードで、ブログページを開きます。
2. ガイドが既に表示されていない場合は、表示／ガイドを表示を選択します。
3. テキストフレームを作成して、「KATIE’S ブログ」と入力します。header 段落スタイルを適用します。 
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注意：

4. ライブラリパネルから、ページ区切りのコピーをドラッグします。 
5. 選択ツールを使用して、ページ上で 2 つの要素を垂直方向に中央揃えにします（図 60 を参照してください）。

図 60. ヘッダーの下のページ上で、ページタイトルとページ区切りを中央に配置します。

Muse サイトでブログを表示するための埋め込み HTML の使用  

埋め込み HTML とは、次のようなサードパーティ Web サイトによって生成されたソースコードを指します。Google
Maps、YouTube、SoundCloud、Flickr または Picasa ユーザーは、これらの Web サイトでアカウントを設定し、ログインしてから、これらのサ
イトから埋め込みコードをコピーして、自分のサイトに追加することができます。
埋め込み HTML をページにペーストするのは、サードパーティサイトのコンテンツを表示するウィンドウを自分のサイトのページ内部に配置する
ようなものです。
埋め込み HTML は、複雑な情報（地図、天気予報、株式市場の相場など）だけでなく、リッチメディア（デジタルビデオ、スライドショー、オー
ディオファイルなど）を迅速かつ簡単に追加するには、優れた方法です。
ブログページにブログを追加するには、Tumblr.com によって生成されたソースコードをコピーします。無料のオンラインサービスを使用すれば、
ログインして、公的に入手可能なブログ記事を投稿することができます。ブログは使いやすく、特に自分のサイトを更新する技術力のないユー
ザー向けに簡素化する場合に役立ちます。ほとんどのサイトには、オンラインインターフェイスが用意されているので、任意のブラウザーを使用
して自分のアカウントにログインし、新しい記事を投稿することができます。HTML に関する知識や追加のソフトウェアは必要ありません。

訪問者がページに埋め込みブログを表示するために、Tumblr アカウントを作成する必要ありません。サイトの設計中にコードを生成した
り、ログインしたり、ブログの投稿を追加したりする場合は、アカウントが必要になります。

1. フォローするために Tumblr アカウントを作成する必要はありません。（無料のブログを作成した後に Tumblr Web サイトによって生成され
た）下のコードをコピーします。

<iframe src="http://katiessf.tumblr.com/" width="916" height="3500" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="no" scrolling="no" 
style="border:0px;"></iframe>

2. プランモードで、ブログページのサムネールをダブルクリックして、デザインモードでこのページを開きます。
3. 空白のブログページの中央をクリックして、オブジェクト／HTML を挿入を選択します。ここで表示される HTML を編集ウィンドウの
フィールド内部をクリックして、コンテンツをペーストします。「OK」をクリックして、HTML を編集ウィンドウを閉じます。

HTML コードを埋め込むと、Katie's Cafe の Tumblr アカウント向けに入力されたブログの投稿を取り囲むハンドルの付いた青色のバウン
ディングボックスが表示されます。

4. 選択ツールを使用し、ハンドルをドラッグしてページ上でブログコンテンツを中央に配置します。選択されたオブジェクトが垂直方向に中央
揃えになると、整列ガイドが濃い青色になります（図 61 を参照してください）。
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図 61. ブログページの中央に Tumblr ブログを配置します。

これが、HTML を Muse ページに埋め込むために必要な条件のすべてです。HTML コードを編集したい場合、埋め込み HTML 要素を右クリックし
て、表示されるコンテキストメニューから HTML を編集を選択します。これにより、HTML を編集ウィンドウが開くので、前の手順でペーストし
たコードにアクセスできます（図 62 を参照してください）。

図 62. 埋め込まれたソースコードにアクセスして編集するには、HTML を編集ウィンドウを開きます。

6. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択して、新しいブラウザーウィンドウに表示されるブログページを確認します。
ブログ記事のリストを下にスクロールすると、茶色のヘッダーがブログページコンテンツの上に表示されるのがわかります。このビヘイビアーが
生じるのは、Interior マスターページにヘッダーが含まれ、デフォルトではマスターページに含まれるコンテンツが先に表示されるためです。
これで、埋め込み HTML を追加して Tumblr ブログを表示する方法を詳しく学びました。それでは第 6 章に進み、コンタクトページにインタラク
ティブな Google Map を追加する方法を学びます。コンタクトページにコンタクトフォームウィジェットを追加した後に、お気に入りアイコンを
追加し、トライアルサイトをパブリッシュする方法について説明します。
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第 6 章
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埋め込み HTML を使用した Google マップの表示
ウィジェットからのシンプルなコンタクトの追加と設定
シンプルなコンタクトフォームウィジェット全体の設定
個々のフォームエレメントの設定
コンタクトフォームフィールドの外観のスタイリング
「送信」ボタンの外観のスタイリング
フォームのテストと送信メッセージの取得
コンタクトページにリストされた住所のスタイリング
ビルトインスペルチェックの使用および辞書の更新
サイトプロパティパネルでお気に入りアイコンの追加
サイトをパブリッシュするための無料試用版の作成

Muse による初めての Web サイト制作の第 5 章では、アンカータグへのリンクを作成して、長いページ内のセクションにジャンプする方法につい
て学びました。また、フルスクリーンスライドショーウィジェットを作成し、スタイルを指定しました。次のパートでは、埋め込み HTMLを使用
して、インタラクティブな Google マップを追加する方法を説明します。その後で、コンタクトフォームウィジェットを使用してコンタクトページ
を構築します。最後に、お気に入りアイコンを追加することで最後の仕上げを適用してから、完成したトライアルサイトをパブリッシュします。

埋め込み HTML を使用した Google マップの表示

Google マップは無料サービスで、住所を入力し、自分のアカウントにログインした後で「マップを作成」ボタンをクリックするだけで使用できま
す。タイトルと説明を入力してから、「埋め込み」ボタンをクリックします。「HTML をペースト」というラベルの付いたフィールドに掲載され
た HTML コードをコピーして、Web サイトに埋め込みます。

1. プランモードでコンタクトページのサムネールをダブルクリックして、デザインモードでこのページを開きます。
2. Google マップサイトで生成された下のソースコードをコピーします。

<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?
ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;msid=218302982680021663941.00049fcd9cf93276f540e&amp;ll=37.7737,-
122.43782&amp;spn=0.067844,0.098877&amp;z=12&amp;output=embed">
</iframe>

1 つまたは複数の住所に対してカスタムマップを作成できます。この例では、サンフランシスコにある 3 つの Katie’s Café の各店舗のポインター
をマップに表示します。

3. コンタクトページの最上部付近にコードをペーストします。選択ツールを使用して、マップの上部がヘッダー領域の下に表示されるように、
ページの中央に埋め込み HTML を配置します（図 63 を参照してください）。

図 63. Google マップの埋め込みコードをペーストして、ヘッダーの下にあるページに配置します。
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4. テキストツールを使用して、埋め込みマップの下にテキストフレームをドラッグし、「コンタクト」と入力します。
5. テキストフレームに見出しスタイルを適用します。
6. ページタイトルの下に別のテキストフレームを作成します。次のテキストをコピーしてテキストフレームにペーストします。

While each of our bakeries embodies the unique attributes of its neighborhood, they are all bound together by Katie's impeccable attention to
detail, commitment to service, and, above all, enjoyment of good food.

7. 本文スタイルを適用し、ページの左側にテキストフレームを整列させます。
8. Option／Alt キーを押しながら、テキストフレームのコピーをドラッグし、ページの右側に整列させます。テキストを選択し、次のコンテン
ツで置き換えます。「細部までのこだわり、サービスへの献身、そして何よりも美味しい料理を楽しんでいただく。」

9. 選択ツールを使用して左右両方の段落を選択し、オブジェクト／グループを選択します。
10. ライブラリパネルからページ区切りのコピーをドラッグします。
11. 選択ツールを使用し、ページ上で 3 つの要素（ヘッダーのテキスト、2 つのテキスト列のグループ、ページ区切りのグラフィック）を垂直方

向に中央揃えにします。
12. ファイル／ブラウザーでページをプレビューを選択して、ブラウザーで作成中のコンタクトページを確認します（図 64 を参照してくださ

い）。

図 64. 完成したコンタクトページには、完全に機能する Google マップが含まれます。

埋め込み HTML Google マップはインタラクティブです。矢印をクリックすると、マップが上下左右に移動します。プラス（+）ボタンをクリック
すると、マップがズームインし、マイナス（-）ボタンをクリックすると、マップがズームアウします。
13. ブラウザーを閉じて Muse に戻り、ページの編集を継続します。

スライドショーも直接ページに追加できますが、この例では、タブ付きパネルウィジェットのコンテンツエリアの内部でサムネールスライド
ショーウィジェットを入れ子にします。次の手順に従います。

1. デザインビューで about ページを編集しながら、「ギャラリー」タブをクリックして、コンテンツエリアコンテナとその下に表示されるプ
レースホルダーコンテンツを確認します。

2. プレースホルダーコンテンツ（コンテンツエリアの内部にある画像フレームとテキストフレーム）を選択して、削除します。
3. ウィジェットライブラリを開いて、「スライドショー」セクションを展開します。リストからサムネールスライドショーウィジェットを選択
して、ページにウィジェットのコピーをドラッグします（図 59 を参照してください）。

ウィジェットからのシンプルなコンタクトの追加と設定

次に、コンタクトページにコンタクトフォームを追加して、ユーザーが Web サイトを使用して簡単にメッセージを送信できるようにします。
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1. デザインモードでコンタクトページの編集を継続します。
2. ウィジェットライブラリで、「フォーム」セクションを展開します。シンプルなコンタクトフォームウィジェットを選択して、コンタクト
ページの右側で、ページ区切りの下にドラッグします（図 65 を参照してください）。 

図 65. ページにシンプルなコンタクトフォームをドラッグします。

3. 選択ツールを使用して、マップをページの右側に配置します。

シンプルなコンタクトフォームウィジェット全体の設定

コンタクトフォームウィジェットの設定を更新して、ウィジェットが機能する方法を制御します。
通常
送信を実行中
送信成功
送信エラー

1. フォーム全体を選択している間、選択範囲インジケーターに「フォーム」という文字が表示されます。これにより、フォームには通常ステー
トが表示されていることがわかります。

2. 「通常」リンクは、4 つのステートからなるメニューで、メニュー項目やボタンに似ています（図 66 を参照してください）。

図 66. ステートメニューには、フォーム全体のステートが表示されます。
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様々なステートで表示されるフォームを調整する場合、このメニューまたはステートパネルから対応するステート名を選択することができます。
例えば、送信エラーステートを選択すると、エラーメッセージを表示するよう更新されたフォームが表示されます。送信エラーステートを選択し
ている間、エラーメッセージの表示を調整することができます。例えば、テキストコンテンツを変更したり、エラーのテキストカラーを赤から青
に切り替えたりできます。

3. フォーム全体を通常ステートで選択した状態で青い矢印をクリックすると、オプションメニューにアクセスできます。「電子メールの宛先」
フィールドで、電子メールアドレスを入力します。他のすべての設定をデフォルトのままにします（図 67 を参照してください）。

図 67. オプションメニューには、コンタクトフォーム全体に関する設定が表示されます。

ここでは使用可能なオプションを確認します。

複数の電子メールアドレスに向けてフォームを送信する場合、「電子メールの宛先」フィールドにアドレスを（セミコロンで区切って）入
力することができます。

送信後メニューでは、次の 2 つのオプションから選択できます。
現在のページに留まる（デフォルトのビヘイビアー）
フォームを送信した後で、別のページ（またはリンクされたファイル）を表示するように選択

このサンプルサイトでは、3 つのデフォルトのフォームフィールドのみ使用しますが、オプションパネルで他のフィールドを有効にして追加するこ
ともできます。
他の標準フィールドのリストを次に示します。
携帯電話番号
自宅電話番号
自宅住所
BC CAPTCHA

会社名
勤務先の電話番号
勤務先住所
Web サイト名
これらのフィールドのいずれかを追加する場合は、チェックボックスをオンにするだけです。
「単一行テキスト」オプションと「複数行テキスト」オプションを使用して、カスタムフィールドを追加することもできます。
追加するカスタムフィールドの横にあるプラス（+）ボタンをクリックします。次に、デザインビューで、フォームに追加する新規フォームフィー
ルドエレメントを表すラベルを入力します。

個々のフォームエレメントの設定
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エレメントから選択すると、選択範囲インジケーターには、ラベル、テキスト入力、送信などのエレメントの名前が表示されます。選択範囲イン
ジケーターを頻繁にチェックして、現在フォーム内のどの入れ子エレメントが選択されているか確認します。

1. フォーム全体を一度クリックして選択してから、「名前」フィールドをもう一度クリックします。選択範囲インジケーターには、まずフォー
ムが表示され、その後にフォームフィールドが表示されます。

2. フォームフィールド、ラベル、またはテキスト入力フォームエレメントが選択されているときに青い矢印ボタンをクリックすると、オプショ
ンメニューにアクセスできます。このとき表示されるオプションは、特にそのエレメントに関連のある設定を示します。このサイトでは、
「入力必須」オプションと「空白の場合は入力プロンプトを表示」オプションが有効になっていることを確認し、「ラベル」オプションと
「メッセージテキスト」オプションを無効にします（図 68 を参照してください）。

図 68. 選択されているフォームエレメントに応じてオプションセットを表示するオプションメニュー

「入力必須」を有効にすると、訪問者がフィールドにコンテンツを入力せずにフォームを送信しようとすると、エラーメッセージが表示さ
れ、フォームが送信されません。

3. 手順 2 を繰り返して、名前フィールドと同様に電子メールフォームフィールドを設定します。
4. メッセージフォームフィールドを更新します。このとき、有効にする必要のあるオプションは「空白の場合は入力プロンプトを表示」のみで
す。

これらの変更を加えると、各フィールドの上にテキストラベルが表示されなくなります。

コンタクトフォームフィールドの外観のスタイリング

フォームエレメントと特定のステートが選択されている間、塗りパネルまたはコントロールパネルを使用して外観を調整することができます。
フォームフィールドのステートは、次のとおりです。
入力なし
入力あり
ロールオーバー
フォーカス
エラー

1. 名前フォームフィールドを選択して、選択範囲インジケーターの付近でステートメニューをクリックします（図 69 を参照してください）。
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図 69. 各フォームエレメントに使用できるステートのリストにアクセスします。

2. このフィールドをもう一度クリックして、「テキスト入力」（フィールドの種類を指します）を選択します。入力なしステートが選択されて
いる間、フィールドの塗りカラーを「なし」に設定し、線のカラーを茶色に設定し、線幅を 1 に設定します。

3. 名前フィールドをもう一度クリックして、テキストを選択します。テキストツールを使用して、デフォルトの「名前を入力」を「名前」に置
き換えます。

4. subhead serif 段落スタイルを適用してから、フォントを Book Basic にリセットし、左インデント値を 7 に設定します。
5. 手順 2 ～ 4 を繰り返して、電子メールフィールドとメッセージフォームフィールドの入力なしステートのスタイルを指定します。
6. 名前フィールドをもう一度選択します。このとき、入力なしステートを選択します。フィールドの塗りカラーを白色に設定すると、他のス
テートが自動的に更新されるのがわかります。

7. 手順 6 を繰り返し、電子メールフィールドとメッセージフォームフィールドの入力なしステートのスタイルを指定します。
8. 電子メールフィールドのテキストを「電子メール」に更新し、メッセージテキストを「当店へようこそ」に更新します。

「送信」ボタンの外観のスタイリング

次に、「送信」ボタンの塗りとテキスト書式のオプションを設定します。
標準
ロールオーバー
マウスダウン
送信を実行中

この例では、「送信」ボタンのすべてのステートが白色のテキストで表示されますが、「送信」ボタンを選択した状態で別のステートを選択し
て、別のスタイルを適用します。
これで、コンタクトフォームウィジェットが完成しました。

1. 「送信」ボタンを選択して、ステートメニューで標準ステートを選択します。「送信」ボタンのステートは、「送信」ボタンが選択されてい
る状態で表示されます。「送信」ボタンのステートは、次のとおりです。

2. 標準ステートが選択されている状態で、ボタンの塗りカラーをライトブラウンに設定します。
3. ロールオーバーステートを選択して、塗りカラーを茶色に設定します。他のすべてのステートが自動的に更新されたことがわかります。
4. 「送信」ボタンの標準ステートをもう一度選択します。テキストツールを使用してテキストを選択し、「メッセージを送信」に更新します。
必要に応じて、ボタンの幅を変更できます。

5. 小見出しスタイルを適用してから、整列を中央揃えに設定し、段落後のアキを 0 に設定し、カラーを白色に設定します。他のすべてのステー
トにも、テキストに対して同じ書式設定が使用されることがわかります。

フォームのテストと送信メッセージの取得

フォームの設定とスタイリングが完了したら、必ずサイトを保存します。後ほどサイトをパブリッシュするとき、ブラウザーでフォームをテスト
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して、正確に機能しているか確認することができます。
1. コンタクトフォームのあるページにアクセスし、ライブサイト上でフォームのやり取りを行います。必須フィールドにコンテンツを入力せず
に、フォームの送信を試みます。どのようにフォームが機能するかテストし、どのようにエラーメッセージが表示されるかに十分注意しま
す。

2. 期待どおりにフォームが機能し、表示されると判断したら、テストメッセージを含むフォームの送信を試みます。電子メールアカウントを
チェックし、受信ボックスでメッセージを受け取ったことを確認します。

コンタクトページにリストされた住所のスタイリング

次の手順に従い、3 つの Katie’s Café の所在地をコンタクトフォームの左に追加します。
1. テキストツールを使用して、ページの右側にテキストフレームを描画します。次のテキストをコピー＆ペースト（または入力）します。

KATIE'S CAFE NOE VALLEY

123 ELIZABETH STREET

月曜 ～ 金曜            06:00 ～ 22:00

土曜 ～ 日曜        07:00 ～ 22:00

2. 最上部の 2 行を選択し、小見出しスタイルを適用します。次に、サイズを 16 に設定し、段落後のアキを 0 に設定します。
3. 残りのテキスト（曜日と時間）を選択して、本文スタイルを適用します。
4. Option／Alt キー押しながら、段落のコピーを下にドラッグします。コンテンツを次のテキストで置き換えます。

KATIE'S CAFE COLE VALLEY

301 CARMEL STREET

月曜 ～ 金曜            07:00 ～ 22:00

土曜 ～ 日曜        09:00 ～ 22:00

5. 2 番目のテキストフレームを複製して、3 番目の所在地を作成します。コンテンツを次のテキストで置き換えます。

KATIE'S CAFE LAUREL HIEGHTS

800 SPRUCE STREET

月曜 ～ 金曜            05:00 ～ 22:00
土曜 ～ 日曜        07:00 ～ 22:00

6. 選択ツールを使用して 3 つのすべてのテキストフレームをページの左側に整列させ、各テキストフレーム間のスペースが均等（約 30 ピクセ
ル）になるように配置します。

ビルトインスペルチェックの使用および辞書の更新

Adobe Muse には、テキストフレーム内でスペルミスを探して解決するのが簡単になるスペルチェックが用意されています。スペルチェックは常
に有効になっています。スペルチェックは、辞書に記載されていない単語に赤色の下線を表示します。例えば、3 番目のテキストフレームに含まれ
る「HIEGHTS」というスペルミスのある文字には、下線が表示されます（図 70 を参照してください）。
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図 70. スペルミスのある文字には、赤色の下線が表示されます。

1. 入力ミスを修正するには、テキストツールを使用して単語を選択してから（ダブルクリックして選択します）、その単語を右クリックして、
修正候補の単語を表示します。

2. 修正候補の単語のいずれかが正しい場合は、下方向の矢印ボタンを押すか、使用したい修正候補の単語をクリックしてから、Return/Enter
キーを押して修正を適用します。誤って正しくない単語を選択した場合は、単に変更を取り消してから（編集／取り消し）、別の修正候補の
単語を選択するか、テキストツールを使用してその単語を編集します。この場合、正しいスペル「HEIGHTS」を選択します。

入力ミスのフラグが付いた単語が一度だけ使用され（人物の名前または場所など）、スペルが正しいとわかっている場合は、修正する必要はあり
ません。サイトのプレビュー、パブリッシュまたは書き出しを行う場合、デザインモードで表示される赤色の下線は表示されません。
会社の名前や住所のように、一般的な単語を使用する場合、スペルチェックの辞書にその単語を追加すると、タイポとしてマークされません。
テキストツールを使用して、辞書に追加する単語を右クリックしてから、表示されるコンテキストメニューから「辞書に追加」オプションを選択
します。
サイト全体および個別のテキストフレームに対して、使用する言語を設定できます（この際、スペルチェック辞書の言語が設定されます）。
サイト全体に対してスペルチェック辞書を設定するには、ファイル／サイトプロパティを選択します。「コンテンツ」タブをクリックして、言語
メニューで使用する言語を選択してから、「OK」をクリックします（図 71 を参照してください）。
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図 71. サイトプロパティダイアログボックスで、サイト全体に使用する言語を設定します。

時折、サイトプロジェクトで複数の言語でテキストを提供する必要があります。この場合、サイトプロパティでデフォルトの（最も頻繁に使用す
る）言語を設定してから、別の言語でテキストを表示する特定のテキストフレームに対してスペルチェック言語を設定できます。
テキストフレームに対してスペルチェック辞書を設定するには、選択ツールでテキストフレームを選択します。右クリックして、表示されるコン
テキストメニューから言語／（使用する言語を選択）を選択します（図 72 を参照してください）。
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図 72. コンテキストメニューで、選択されたテキストフレームの言語を設定します。

これで、すべてのページのサイトデザインが完成しました。このチュートリアルの残りのセクションでは、仕上げの微調整方法と無料試用版とし
てサイトをパブリッシュする方法を説明します。

サイトプロパティパネルでお気に入りアイコンの追加

お気に入りアイコンは小さな四角の画像で、ブックマークと URL をカスタマイズするために、サイトに作成および追加してアップロードできま
す。通常、お気に入りアイコンはブラウザーのアドレスバーに表示されます。多くのブラウザーでは、お気に入りに追加されるとページ名の横に
も表示され、読み込まれたサイトページを含むタブにも表示されます。お気に入りアイコンファイルとして使用する四角い（縦横比が均一な）画
像ファイルの作成には、Photoshop や Illustrator など、任意の画像編集プログラムを使用します。

次の手順に従って、お気に入りアイコンをサイトに追加します。
1. ファイル／サイトプロパティを選択します。サイトプロパティパネルが表示されます。
2. 「レイアウト」タブで、「お気に入りアイコン」セクションの右側にあるフォルダーアイコンをクリックします。表示される、お気に入りア
イコンの画像の選択ダイアログボックスを使用して、サンプルファイルフォルダーを参照し、favicon.png という名前のファイルを選択しま
す（図 73 を参照してください）。
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図 73. サイトプロパティパネルで favicon.png ファイルを設定します。

3. 「開く」をクリックしてファイルを選択し、お気に入りアイコンの画像の選択ダイアログボックスを閉じます。次に、「OK」をクリックし
て「サイトプロパティ」ダイアログボックスを閉じます。

4. ファイル／ブラウザーでサイトをプレビューを選択します。ブラウザーウィンドウの上部で、アドレスバーにお気に入りアイコンが表示され
ているか確認します。タブでサイトが読み込まれた場合、タブにも表示されている場合があります。お気に入りにページを追加して、お気に
入りリストのページ名の横にアイコンが表示されているか確認してください。

これでサイトが完成しましたので、次の手順では、サイトを用意された Adobe ホスティングサーバーにアップロードします。

サイトをパブリッシュするための無料試用版の作成

サイトのデザインが完了したら、次の手順はサイトをパブリッシュすることです。まず、Muse を起動し、Adobe ID を入力してサインインしま
す。同じユーザー名とパスワードを使用して、すべての Muse サイトをパブリッシュします。

1. コントロールパネルの上部にある「パブリッシュ」リンクをクリックします。パブリッシュパネルが表示され、サイト名の入力と一時 URL
の選択を実行できるようになります（図 74 を参照してください）。

図 74. 試用サイトに使用するサイト名および URL を入力します。

2. 「OK」をクリックして、パブリッシングプロセスを開始します。
ファイルをリモートサーバーにアップロードするのに、数分かかる場合があります。サイトのアップロードが完了したら、サイトのホームページ
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が新しいブラウザーウィンドウに表示されます。
3. 最上位レベルのサイトナビゲーションにあるリンクをクリックして、ページを開いてウィジェットを操作してください。すべてのページを確
認し、すべてのエレメントが適切に表示されていることを確認します。修正が必要な問題があれば書き留めておきます。

4. 確認が終了したら、ブラウザーを閉じて Muse に戻ります。
パブリッシュパネルが更新され、「OK」ボタンおよび「管理」リンクが表示されます。これらは、サイトをライブにする準備が完了したらクリッ
クできます（このためには、有料のホスティングプラン、サイトアクセス用のカスタムドメイン名の設定、およびユーザーの追加が必要です）。
パブリッシュされたサイトは、次のような URL を使用します。このアドレスは、ブラウザーでページにアクセスするため、および他の人とライブ
サイトを共有するために使用します。
http://my-new-website.businesscatalyst.com

トライアルサイトがパブリッシュされたら、アドレスバーの URL をコピーして、リンクを顧客に送信し、サイトのライブ版を確認してもらうこと
ができます。顧客はブラウザー内でデザインを確認し、インタラクティブ機能をテストし、ページの実例を承認することができます。
顧客または同僚が試用サイトを確認した後、変更を要請される場合もあります。
既存の試用サイトを更新するには、.muse ファイルを開いて、ページの編集を継続することができます。更新が完了したら、「パブリッシュ」を
再びクリックします。
この際、既存のトライアルサイトを新しい変更で上書きする場合は、「アップロード：変更されたファイルのみ」を選択します。
新規コンテンツを更新するように選択した場合は、常に更新されたライブサイトにアクセスし、加えた変更が期待通りに機能して表示されること
を確認します。 

トライアルサイトのパブリッシュについて詳しくは、Web サイトのパブリッシュ
を参照してください。

その他の参考資料
Adobe Muse ヘルプ
Adobe Muse ラーニングとサポート
Adobe Muse をはじめる
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/ja_JP/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_jp
http://idiom-q-win-1/jp/muse/using/publishing-websites.html
http://idiom-q-win-1/jp/muse/using/publishing-websites.html
http://helpx.adobe.com/jp/muse/topics.html
http://helpx.adobe.com/jp/muse/topics.html
http://helpx.adobe.com/jp/muse.html
http://helpx.adobe.com/jp/muse.html
https://helpx.adobe.com/jp/muse/how-to/create-website.html
https://helpx.adobe.com/jp/muse/how-to/create-website.html
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