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iMindMap 8   for  Windows
体験版をインストールする

  iMindMap8 体験版をダウンロードする

  iMindMap8 体験版をインストールする

1.「無料お試し」をクリックする 2. iMindMapをダウンロードする

ThinkBuzan 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
thinkbuzan.com/ja/）にアクセします。ページ
中央にある「無料お試し」ボタンをクリック
します。

　iMindMap8 には、上位エディションUltimate のフル機能を７日間無料で
使用できる『無料体験版』が用意されています。
　さっそく、『無料体験版』を ThinkBuzan マインドマップの公式ホームペー
ジ（ http://thinkbuzan.com/ja/ ）からダウンロードしましょう。

　ダウンロードした iMindMap 8 『無料体験版』をパソコンにインストール
する手順を紹介します。なお、『無料体験版』を利用するには、iMindMap
アカウントの作成が必要です。

※旧バージョンやモバイル版を利用していて、すでにアカウントを作成済みの場合には、
　そのアカウントが利用できます。

「Download iMindMap」ページが表示されま
す。「今すぐダウンロード」をクリックします。
なお、自動判別されたOS以外の iMindMap を
ダウンロードしたい場合には、手動でOSを選
択します。

「無料お試し」
をクリック

「今すぐダウンロード」をクリック
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ダ ウ ン ロ ー ド し た イ ン ス ト ー ラ ー
「imindmap8_windows_8.1.x.exe」をダブルク
リックして実行します。

「iMindMap 8 セットアップ」ダイアログが表
示されます。言語選択が表示されたら、「日本
語（日本）」を選択して「OK」をクリックします。

ソフトウェア使用許諾契約が表示されます。
内容を確認し、「同意する」をクリックします。

iMindMap 8 が起動し、コンピューターの設定
がおこなわれます。なお、iMindMap 8 の起動
には時間がかかる場合があります。

1. インストーラーを起動する

3. セットアップウィザードを実行する

2. 日本語を選択

4. インストールが完了する

「iMindMap 8 セットアップウィザードへよう
こそ」と表示されます。「次へ」をクリックして、
ウィザードの指示に従って、インストールを
おこないます。

5. 使用許諾契約を確認する 6. iMindMap 8 が起動する

「iMindMap 8 は正常にインストールされまし
た」と、表示されたらインストールは完了です。
「iMindMap 8 を実行する」をクリックします。

これをダブルクリック

「次へ」をクリック
「iMindMap8 を実行する」をクリック
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登録ダイアログが表示されま
す。各項目を入力します。（「*」
印は入力必須の項目です。）
なお、「ユーザー名」は半角
英数字のみ使用できます。
入力が完了したら「登録」を
クリックします。

9. アカウント情報を登録する

トライアル開始のメッセーが表示さ
れます。「続ける」をクリックして、
iMindMap 8 の起動を続けます。

iMindMap 8 のメニューやメッセージの表示に使用する
言語の設定ダイアログが表示されます。「日本語」を選
択して、「選択」をクリックします。iMindMap 8 が日
本語表示で起動します。

9. 認証が完了する 10. iMindMap で使用する言語を選択する

7. 無償トライアルを選択する 8. iMindMap アカウントを登録する

「ようこそ」と表示されます。「無償
トライアル版を使用する」をクリッ
クします。

「今すぐ登録する」をクリックして、アカウントを作成
します。（モバイル版や旧バージョンを利用していて、
すでにアカウントを持っている場合には、「ユーザー名」
「パスワード」を入力して、サインインします。）

「続ける」をクリック
②「選択」をクリック

①「日本語」を選択

「無償トライアル版を使
用する」をクリック

「今すぐ登録する」を
クリック
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   iMindMap 8 の既知の問題について……

当ショップで iMindMap8 を
ご購入の皆さまからのお問
い合わせに、メールにて、
公認インストラクターがお
答えいたします。サポート
対象内容は下記の通りです。

・iMindMap8 インストール
・iMindMap8 の操作方法

なお、ソフトウェアや専用
クラウドなどのバグ、技術
的な問題は ThinkBuzan へ
お問い合わせとなります。

　iMindMap は、マインドマップ考案者トニーブザンからの公認を得た、と
ても優れたマインドマッピングソフトです。
　しかし、残念ながら最新版の iMindMap8 ではいくつかの不具合が散見さ
れます。これらの既知の問題について下記のサイトにまとめを掲載しており
ます。現象が発生した場合の対処方法も記載していますので、一読をお勧め
致します。
　iMindMap でデジタルマインドマップ
　『[Info] iMindMap 8 の既知の問題 』
　（ http://www.digimind.jp/mindmap/2015/09/info-imindmap-8.html ）

日本語サポート特典付き 販売のご案内
　2015 年 10 月 3 日現在、ThinkBuzan では日本語によるサポートを
おこなっていません。（サポート窓口では、日本語によるメールも受け
付けていますが、英語での回答となります）。
　そこで、ThinBuzan 認定リセラー Digital-MindMap 
（ https://digital-mindmap.stores.jp/ ）では、日本語によるサポート特
典付きで、iMindMap8 の販売を開始いたしました。英語だけのサポー
トでは不安をお感じの方は、ぜひ当ショップをご利用ください。
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iMindMap 8   for  Windows
で マインドマップをかく

  マインドマップの新規作成

①「ファイル」メニュー →② 「新規」をクリックします。③「1. キャンバス」から「ブザンのマイ
ンドマップ」を選択し、④マインドマップの中心（セントラルアイデアイメージ）に使用したいイ
メージを選択します。⑤「開始」をクリックします。

選択したイメージがキャンバスの中央に表示されます。

1. セントラルアイデアイメージを選択する

2. キャンバスの中央にセントラルイメージが表示される

①「ファイル」をクリック

③これをクリック ⑤「開始」をクリック

④イメージを選択
②「新規」をクリック
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セントラルアイデアイメージをダブルクリックすると、テキストエディターが表示されます。

テキストエディターに表示されている「セントラルアイデア」という文字を削除して、これから作
成するマインドマップのテーマを入力します。なお、Shift キーを押しながら Enter キーを押すと、
改行を挿入することができます。

3. セントラルアイデアイメージをダブルクリックする

4. マインドマップのテーマを入力する

イメージをダブルクリックする

テーマを入力する
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■ メインブランチをかく
1. セントラルアイデアイメージにマウスオーバーする

2.「＋」アイコンにマウスオーバーする

3. ブランチアイコンをドラッグ＆ドロップする

セントラルアイデアイメージをク
リック　または、マウスオーバー
（マウスカーソルを重ねる）します。

イメージの左右に「＋」アイコン
が表示されます。セントラルアイ
デアイメージの両脇に表示された
「＋」アイコンにマウスオーバーし
ます。

「赤」「オレンジ」「緑」の 3つのア
イコン（ブランチターゲット）が
表示されます。メインブランチを
伸ばしたい方向に、“ブランチ（赤）”
アイコンをドラッグ＆ドロップし
ます。すると、マウスカーソルに
沿って、カラフルな曲線が描かれ
ます。
また、ボックスブランチを描きた
い場合には、“ボックス（オレンジ）”
アイコンをドラッグ＆ドロップし
ます。

イメージをクリック、または、
マウスオーバーする

「＋」アイコンにマウス
オーバーする

ブランチ（赤）アイコンを、
ブランチを伸ばしたい方向
にドラッグする
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4. メインブランチが作成される

5. キーワード（基本アイデア）を入力する

6. メインブランチの上にキーワードが表示される

マウスをドラッグ＆ドロップする
とメインブランチが作成されます。
この状態から続いてキーボードを
タイプすると、テキストエディター
が表示されます。

タイプした文字がテキストエディ
ターに表示されます。メインブラ
ンチの上にのせたいキーワード（基
本アイデア）を入力して、最後に
Enter キーを押下します。

ブランチの曲線に沿ってキーワー
ドが表示されます。
手順１～５を繰り返してメインブ
ランチを追加していきます。

キーボードをタイプする

キーワードを入力する
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■ サブブランチをかく
1. ブランチの先端にマウスオーバーする

2. ブランチアイコンをドラッグ&ドロップする

3. サブブランチが作成される

サブブランチを追加したいブラン
チの先端付近にマウスオーバー（マ
ウスカーソルを重ねる）します。
すると、ブランチの先端に「赤」「オ
レンジ」「緑」「青」の 4つのアイ
コン（ブランチターゲット）が表
示されます。

ブランチの先端に表示された “ ブ
ランチ（赤）”アイコンをサブブラ
ンチを伸ばしたい方向にドラッグ
＆ドロップします。すると、マウ
スカーソルに沿って、カラフルな
曲線が描かれます。
また、ボックスブランチを描きた
い場合には、“ボックス（オレンジ）”
アイコンをドラッグ＆ドロップし
ます。

マウスをドラッグ＆ドロップする
とメインブランチが作成されます。
この状態から続いてキーボードを
タイプすると、テキストエディター
が表示されます。

ブランチ（赤）アイコンを、
ブランチを伸ばしたい方向
にドラッグする

ブランチの先端に
マウスオーバーする

キーボードをタイプする
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● ブランチの長さや位置を変更する

● キーワードを編集する

  青いアイコンをドラッグ＆ドロップする

  ブランチをダブルクリック（また F2キーを押下）する

長さや位置を変更したいブラン
チの先端付近にマウスオーバー
してブランチターゲットを表示
します。「青」アイコンをブラ
ンチを移動したい方向にドラッ
グ &ドロップします。

ブランチをダブルクリック、ま
たは、ブランチをクリックして
選択した状態で F2 キーを押下
すると、テキストエディターが
表示されます。テキストを編集
し、Enter キーを押下します。

4. キーワードを入力する
タイプした文字がテキストエディ
ターに表示されます。サブブラン
チの上にのせたいキーワードを入
力して、最後に Enter キーをタイ
プします。

ブランチを移動したい方向
に、青いアイコンをドラッ
グする

キーワードを入力する

ブランチをダブルクリック
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  イメージやアイコンの挿入

■ イメージライブラリからイメージを挿入する
1. イメージボタンをクリック

3. イメージをドラッグ&ドロップ

2. イメージを検索する

4. サイドパネルを閉じる

画面右側に配置されている「イメージ」
（風景）アイコンをクリックします。

キーワードに一致したイメージが表示されま
す。挿入したいイメージをブランチにドラッ
グ＆ドロップします。

「イメージライブラリー」パネルが表示されます。
①テキストボックスに、検索キーワードを入力し
て、② Enter キーを押下します。

サイドパネルを閉じたい場合には、サイドパ
ネル左上部の「×」（閉じる）アイコンクリッ
クします。

これをクリック

これをクリック

①検索ワードを入力する

② Enter キーを押下する

ブランチにドラッグ
＆ドロップする
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■ パソコン内のイメージファイルを挿入する

■ アイコンを挿入する

イメージライブラリパネルの
「参照 ...」をクリックします。「開
く」ウィンドウが表示されるの
で、挿入したいファイルを選択
します。

エクスプローラーを使うと、イメージがサムネイル表
示されるので、内容を確認しながら目的のファイルを
簡単に探すことができます。挿入したいファイルをブ
ランチにドラッグ＆ドロップします。

ファイルを参照する エクスプローラーからドラッグ＆ドラッグ

1. アイコンボタンをクリック 2. アイコンをドラッグ＆ドロップ

画面右側に配置されている「★」アイコ
ンをクリックします。すると、「アイコ
ンライブラリー」パネルが表示されます。

挿入したいアイコンをブランチにドラッグ＆ド
ロップします。サイドパネルを閉じたい場合は、
パネル左上部の「×」アイコンをクリックします。

「参照」をクリック

ブランチにドラッグ
＆ドロップする

これをクリック

ブランチにドラッグ
＆ドロップする
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  クラウドや矢印による関連づけ

■ クラウド（境界線）を挿入する
1. ブランチを選択して、クラウドを挿入する

2. クラウドが挿入される 3. クラウドの書式を変更する／削除する

①クラウド（境界線）を挿入したい部分の最上階層のブランチをクリックして選択します。②「挿
入」メニューを開き、③「クラウド」をクリックします。

選択したブランチとその下層のブランチ
がクラウドで囲まれます。
色や形などを変更したい場合には、その
クラウドをダブルクリックします。

「書式」ダイアログが表示されます。塗りつぶしや
線の色、クラウドの形などを変更し、「OK」をクリッ
クします。
また、クラウドを削除したい場合は「削除」をクリッ
クします。

色や形を変えたい場合
は、クラウドをダブル
クリックする

②「挿入」を
　クリック

③「クラウド」を
　クリック

①ブランチをクリックする

書式を変更し、
「OK」をクリック
する
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■ リレーションシップ（矢印）を挿入する
1. 矢印アイコンをドラッグ＆ドロップ

3. 書式ボタンをクリック

2. 矢印が挿入される

4. 矢印の書式を変更する

①矢印の始点になるブランチの先端にマウスオーバー
（マウスカーソルを重ねる）して、ブランチターゲット
を表示します。②矢印（緑）アイコンを矢印で結びた
いブランチの先端にドラッグ＆ドロップします。

矢印の色やスタイルなどを変更
したい場合には、①矢印をクリッ
クして選択し、②表示されたポッ
プアップエディタの「書式」ボ
タンをクリックします。

ブランチ同士が矢印で結ばれます。

「書式」ダイアログが表示されます。図形やスタイル、塗り
つぶしカラー、始点／終点の種類などを変更し、「OK」をク
リックします。

①矢印をクリックして
　選択する

②これをクリックする

①ブランチの先端に
　マウスオーバーする

②矢印（緑）アイコンを
　矢印で結びたいブランチ
　の先端に、ドラッグする

書式を変更し、
「OK」をクリック
する
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○ ブランチのコピー …… [Ctrl] ＋ C

○ ブランチのカット …… [Ctrl] ＋ X

○ ブランチのペースト …… [Ctrl] ＋ V

  ブランチを移動する

■ ドラッグ＆ドロップで別のブランチの下層に移動する

■ カット ＆ ペーストで移動する

1. 対象のブランチをロングクリック 2. 移動先にドラッグ＆ドロップ

移動したいブランチをロングクリックします。する
と、ブランチがハイライト状態になります。

ブランチがハイライト状態になったら、
そのまま移動したい先にドラッグアンド
ドロップします。すると、ドロップした
ブランチの下層に対象のブランチが移動
します。

　ブランチの「コピー」「カット」「ペースト」にも、ショートカットが利用
できます。離れた場所にブランチを移動したいときに便利です。
　また、これらのショートカットは、画像ファイルに対しても有効なので、
コンピューター内の画像ファイルやインターネットブラウザで表示中の画像
などをブランチに挿入したい場合にも大変便利です。

ブランチをロング
クリックする 移動先にドラッグ

アンドドロップ
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  キーボード操作でブランチを追加する

○ 子ブランチ作成 …… [Tab] または [Insert] 
○ 兄弟（弟）ブランチ作成 …… [Enter]

○ カレントブランチの移動 …… [ ↑ ] [ ↓ ] [ ← ] [ → ]
このほかにも、多数のショートカットが用意されています。詳しくは、「ファイル」メニュー→「ヘ
ルプ」→「キーボードショートカット」で一覧表（PDF）が確認できます。

● 日本語環境用に初期設定を変更する
  「スペルチェック」をオフにする

　iMindMap 8 は、初期設定で
は、「スペルチェック：オン」
になっているため、日本語文字
のすべてに赤い下線が表示され
てしまいます。（日本語はすべ
てスペルミスとしてチェックさ
れてしまっている）。
　これを回避するために、「ス
ペルチェック」を「オフ」に変
更しておくことをおすすめしま
す。
　「ファイル」メニュー→「オ
プション」をクリックして、オ
プションダイアログを表示しま
す「言語」タブを開き、「スペ
ルチェックを有効にする」の
チェックを外します。iMindMap
を再起動すると、日本語の下の
赤線が表示されなくなります。

　iMindMap は、キーボード操作（キーボードショートカット）で、すばや
くブランチを追加することもできます。

②「スペルチェックを有効にする」
　のチェックを外す

①「言語」をクリック
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ブレーンストーミング

  ブレーンストームの新規作成

①「ファイル」メニュー →② 「新規」をクリックします。③「1. キャンバス」から「ブレーンストー
ム」を選択して、④「名称」を入力したら、⑤「始点」をクリックします。

キャンバス（コルクボードが）表示されます。

1. ブレーンストームを選択し、名称を入力する

2. キャンバス（コルクボード）が表示される

①「ファイル」をクリック

③これをクリック

⑤「開始」をクリック

④名称を入力

②「新規」をクリック
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  アイデアを追加する／グループを作成する

①「アイデア」また「小さなアイデア」ボタ
ンをクリックします。キャンバスに付箋が表
示されてテキスト入力状態になるので、②ア
イデアを入力し、③ Enter キーを押下します。

①「グループ」ボタンをクリックします。グルー
プが作成されてテキスト入力状態になるので、
②グループ名を入力します。③アイデアをグルー
プの中にドラッグ＆ドロップします。

キャンバスの余白をダブルクリックすると、
すばやく「アイデア」を追加することができ
ます。

グループ内の余白部分をダブルクリックす
ると、直接、グループにアイデアを追加す
ることができます。

1. メニューからアイデアを追加

3. グループを作成

2. キャンバスをダブルクリック

4. グループに新規アイデアを追加

①「アイデア」または「小さな
　アイデア」をクリック

②グループ名
　を入力

②アイデアを入力する
キャンバスの余白を
ダブルクリックする

①「グループ」をクリック

③アイデアをドラッグ＆ドロップ

グループ内の余白を部分
をダブルクリックする
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  アイデア（付箋）を編集する

アイデアを編集したい付箋をダブルクリック
すると、テキスト入力ボックスが表示されま
す。アイデアを編集して、Enter キーを押下
します。

①イメージを挿入したい付箋をクリックして選
択します。②ツールバーの「イメージ」ボタン
をクリックすると、コンピューター内のイメー
ジファイルが挿入できます。
また、画面右側のサイドパネルの「イメージ」
アイコンをクリックすると、イメージライブラ
リを利用することができます。

①色を変えたい付箋をクリックして選択し、
②使用したい色をクリックします。

作成ずみの付箋のサイズ（「アイデア」←→「小
アイデア」）を変更することもできます。
①サイズを変更したい付箋をクリックして
選択し、②「サイズを切り替える」ボタン
をクリックします。

1. アイデアを編集する

3. イメージを挿入

2. 付箋の色を変える

4. 付箋のサイズを変更

②付箋の色を
　選択する

付箋をダブルクリック

②「イメージ」をクリック ②「サイズを切り替える」
　をクリック

②イメージライブラリ
　を利用する場合は
　こちらをクリック

①付箋クリックする

①付箋クリックする

①付箋クリックする
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  グループやイメージのサイズを変更する

  マインドマップ／ブレーンストームビューを切り替える

①サイズを変更したいグループをクリックして選択
します。②コントロールポイント（青い四角形）が
表示されるので、このコントロールポイントをド
ラッグします。

アイデアのサイズが変更されます。
なお、イメージを挿入した付箋のサイ
ズも同様の手順で変更することができ
ます。

1. コントロールポイントをドラッグ

1.「Mind Map」ボタンをクリック 2. マインドマップが表示される

2. サイズが変更される

①「Mind Map」ボタンをクリックします。ポッ
プアップメニューが表示されるので、②「2D マ
インドマップ」をクリックします。

アイデアがマインドマップで表示されます。
また、「ホーム」メニュー→「ブレーンストー
ム」ボタンをクリックすると、マインドマップ
がブレーンストームビューで表示されます。

①「ブレーンストーム」
　をクリックする

①グループのタイトル
　または余白をクリック

②コントロール
　ポイントを
　ドラッグする

①「Mind Map」を
　クリックする

②「2D マインドマップ」
　をクリックする
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◆ そのほかの機能の操作方法を調べるには……
　本書で紹介した以外の機能の利用方法は、オンラインヘルプで調べること
ができます。なお、公式サイトで現在提供されているヘルプは英語のみとな
ります。

iMindMap8 からオンラインヘルプにアクセする

①「ファイル」メニュー →② 「ヘルプ」をクリックします。ヘルプセンターが表示さるので、③
「iMindMap ヘルプ」クリックします。すると、ブラウザーが起動して「IMINDMAP 8 HELP GUIDES」（英
語）が表示されます。

①「ファイル」をクリック

③「iMindMap ヘルプ」をクリック

②「ヘルプ」をクリック
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	キーワードを編集する
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