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忙しいビジネスマンのスケジュール管理に効く
大企業ではグループウェアの導入も当たり

Group Watcher（グループウォッチャー）

前だが、中小企業やSOHOではコスト的にも

jhttp://plaza4.mbn.or.jp/˜sakosoft/
フリーソフト
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難しいのが実態ではないだろうか？

ホワイ

Mac

トボードで同僚のスケジュールをチェックして

サイズ：535Kバイト

いる……というオフィスなら、ぜひこのソフト

2000

XP

効能：部署内やSOHOのスケジュールをネットワークで共有できる。

を使ってみてほしい。
Group Watcherは、簡易グループウェアと
して利用できるLAN 対応のスケジューラーソ
フトだ。データファイルを共有するという方式
なので、サーバー不要で手軽に利用できる。
管理者が共有フォルダーを設定し、部署単位
などのグループを作成して、その中にメンバー
を登録する。ユーザーIDと仮のパスワードを
メンバーに知らせれば準備OKだ。メンバーは

Aグ ル ー プ とメン バ ー の 登 録 管 理 者 は
Gwsetup.exeを使って共有フォルダーと管理者パ
スワードを設定する。後はグループを登録して、グ
ループに含まれるメンバーを登録する。ユーザーの
ランクには、管理ユーザー、特権ユーザー、一般ユ
ーザーの3種類があり、操作できる機能が異なる。

ASスケジュールの登
録 日付、開始・終了時
刻、内容、場所、分類
を設定すればスケジュ
ールを新規登録できる。
アラームの設定や、文
字スタイルのカスタマイ
ズ、メンバーに公開しな
いプライベート設定なども可能だ。スケジュール内容
は、事前に登録しておけば、プルダウンメニューから
選んで設定できるようになる
（
「場所」
も同様だ）
。

クラス分けされていて、通常は一般ユーザー
として登録する。管理権限を持ったユーザー
は、スケジュールを編集したり、休日設定を変
更したりできる。
スケジュールの登録は日時と内容を設定す
るだけで OK だ。ほかのユーザーのスケジュ
ールも確認できるので、打ち合わせの時間合
わせも簡単だ。スケジュールは、非公開設定
にして他人からは見えないようにもできるの

F グループの予定をまとめて
表示 週間表示のスケジュール
表示の例。このほかに 1日単
位や月単位での表示形式も可
能だ。メンバーのスケジュール
が一覧できるうえに、各メンバ
ーの行き先も一覧表示されて
いるので、ホワイトボードを眺
める必要もなくなる。

で、デートの約束などを登録しておける。予定
にはアラームを鳴らしたりメッセージを表示し
て知らせたりする機能があるので、うっかり忘
れてしまったというミスも予防できる。
出社してGroup Watcherを立ち上げると自
動的に「在席」表示に切り替わり、行き先を
登録しておけば外出時には不在表示に切り
替えられるのも至極便利だ。
また、簡易メッセンジャー機能も用意され
ていて、特定のユーザーや全ユーザーにメッ
セージを送信できるので、会議の招集などに
も使える。
これだけの機能が無料で利用できるのは
すばらしい。ぜひ導入して業務の効率化やス

S 予定の一覧表示もできる
スケジュールはカレンダー形式
だけでなくリスト表示もできる。
一覧で見れば部署内のどのメ
ンバーに負荷がかかっている
かが一目瞭然だ。

ケジュールの共有をしてみてほしい。
良いところ

簡単にスケジュールを共有。
簡易メッセンジャー機能も◎
悪いところ

複数日にわたる予定をバナー
で表示できれば……
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システム手帳のようなインターフェイスのシ

PIM-face（ピム・フェイス）
フリーソフト

ンプルなスケジューラーだ。週間表示と月間表

jhttp://www.pim-point.com/index.html.ja

示の切り替えが可能で、ToDo的に扱うことも

95

できる。しかし、この程度の機能であれば同種

98

作者：アイフェイス
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XP

Mac

サイズ：678Kバイト

のオンラインソフトがある。PIM-faceがすごい
のは、アイフェイスのサーバーに接続してPIM-

効能：携帯電話からもスケジュールをチェック。外出の多いアナタに。

faceとサーバーのデータをシンクロできること
だ。サーバー上のスケジュールやアドレス帳
のデータは、ブラウザーや携帯電話から閲覧
できる。また、他のユーザーのスケジュールも、
サーバーを介して確認したり予定を追加した
りできる。これなら外出先からでもスケジュー
ルやアドレス帳を簡単にチェックできる。
良いところ
FAシステム手帳風のインターフェイスが特徴 基本は
予定表＋アドレス帳。ウィンドウのデザインを変えられた
り予定表に貼るシールを追加できたりするのもおもしろ
い機能だが、何よりも携帯電話からスケジュールやアド
レス帳を確認できるのが大きなポイント。外出時に電話
番号がわからないというときに即座にチェックできる。も
うPDAは要らないかも？

フリーソフト
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悪いところ

予定の時間にアラームが鳴ら
せない……
Group Watcherと同様のLANを使ったフ

Schedule Board（スケジュールボード）
作者：ルミックス・インターナショナル

外出先からスケジュールとアド
レスをチェックできる

ァイル共有型のグループウェアだ。登録され

jhttp://www.rumix.com/sb/

たメンバーがお互いのスケジュールをチェック

Me

Mac

できる。Schedule Boardでは「管理者権限

サイズ：736Kバイト

を持つユーザー」は存在しないため、専門知

NT

2000

バージョン：3.22

XP

識を持つ管理者が不要だ。他人のスケジュ

効能：1日単位でのスケジュールをしっかり把握できる

ールも勝 手 に 編 集できてしまうが、これは
線表形式の予定一覧 開始時刻から
終了時刻までをマウスでドラッグすれ
ば予定を登録できる。登録したスケ
ジュールは、グループ単位やメンバー
単位で確認できる。別途 Calendar
Viewを購入すればカレンダー形式で
も表示できる。オプションには、これ
以外にも、予定表にウェブ経由でア
クセスしたり、予定にパスワードをか
けたりするものも用意されている。

Schedule Boardが性善説を前提にしたソフ
トだからだ。スケジュールの登録は簡単にで
きて、編集も容易で、動作も軽快である。
ほかのソフトとはインターフェイスが異なり、
縦軸が日付、横軸が時刻の線表形式になっ
ているのが特徴だ。
良いところ

マウスでドラッグして予定を設
定するという簡単操作
悪いところ

月間表示機能程度は別売では
なく内蔵してほしい……

2003年12月の人気オンラインソフト情報
人気ソフトトップ10
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

名称
ダウンロード数
Opera
119411
Lhasa
84123
+Lhaca
68961
Lhaplus
63965
Jw̲cad for Windows
48972
LHAユーティリティ32
47309
DAEMON Tools
41251
すっきり!! デフラグ
37255
真空波動研
30061
UNLHA32.DLL
29964

総ダウンロード数：1818511
説明
タブ型ウェブブラウザー
LZH／ZIP形式対応の一発解凍ソフト
DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト
20種以上の圧縮形式に対応した圧縮・解凍ソフト
自由に線種をカスタマイズできる2次元CADソフト
LZH／ZIP／CAB／TARの解凍・圧縮
仮想CD／DVD-ROMドライブを作成
デフラグに最適な状態でデフラグを実行
コーデックの調査ができるメディアプレイヤー
LZHファイルの圧縮・解凍サポートDLL
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12月にバージョンアップした人気ソフトトップ10
順位
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

名称
Opera
DAEMON Tools
すっきり!!デフラグ
真空波動研
UNLHA32.DLL
チューチューマウス
秀丸エディタ
Explzh
はがき作家 2 Free
NoEditor

ダウンロード数
119411
41251
37255
30061
29964
24323
22407
21617
12950
9876

説明
タブ型ウェブブラウザー
仮想CD／DVD-ROMドライブを作成
デフラグに最適な状態でデフラグを実行
コーデックの調査ができるメディアプレイヤー
LZHファイルの圧縮・解凍サポートDLL
マウスカーソルを自動移動
多機能テキストエディター
エクスプローラを拡張できる圧縮・解凍ソフト
リアルタイムにプレビューできる宛名印刷ソフト
比較やGREP検索のできるテキストエディター
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