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ネットワーク対応付箋でスイスイお仕事
紙の付箋そのままの感覚で使える付箋ソフ

TagPetan（たぐぺたん）

トを使っている人は多いだろう。今回紹介す

jhttp://www.miyake.no-ip.org/
フリーソフト
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作者：Yasuo Miyake
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サイズ：579Kバイト

効能：付箋を相手のデスクトップに貼り付けられる

るのは、ただのデスクトップに貼っておくだけの
付箋ソフトではなく、ネットワーク機能を備えて
ほかのユーザーと付箋を共有できるソフトだ。
同じ付箋ソフトを使っているユーザー同士な
ら、付箋そのものを他人に送信すると、受信

F付箋の入力画面。見た目
はシンプルだが、必要な機
能は見事に網羅している。
パスワードによるメッセージ
保護機能もある。

したPCでそのまま付箋が表示されるといった
使い方ができる。
ネットワークに対応した付箋というのは、機
能を聞いただけではメリットがなかなか理解さ
れにくいが、一度使い始めると、これなしには
仕事をすることが考えられないほど便利なもの
である。同じ職場や家庭内 LANなどでの共
同作業を効果的にサポートするツールなので、
これを機会にみんなでインストールしよう。
「TagPetan」はユニークな機能を満載した
付箋ソフトだ。付箋の色やフォントを自分好み
に変更したり透明化できたりするほか、アラー
ム機能があるなど付箋ソフトとしても優れてい
る。受信する側では送信されてきた付箋がそ
のままデスクトップに表示されるので、メールで
受け取った情報をクリップボードにコピーして、
付箋に貼り付けて登録するといった手順が不

S 背景色、文字色、フォン
ト、フォントサイズは自由に設
定できる。背景を透明化す
ればお気に入りの壁紙の邪
魔になることもない。

要だ。また、受信者に対して、メッセージを読
んだという開封確認を求める機能もあり、相
手に伝わったことを確認できるのもうれしい。
ほかにも複数のユーザーをまとめて同報送信
したり、指定した日時や毎週同じ時間に付箋
を表示したりもでき、業務用のグループウェア
並みの機能がある。
また、チャット機能を搭載している点は珍し
い。付箋で届いたメッセージに対して、わざわ
ざメッセンジャーなどを起動せずにやりとりが
できる。常に起動している付箋ソフトにチャッ
ト機能を搭載するのは、確かに合理的だ。
後発であるにもかかわらず、頻繁なバージョ

D送信されてきた付箋を受信したと
きに表示されるダイアログ。上の
ボタンを押すと、自動的に送信者
へ開封確認メッセージが届く。

ンアップと実用的な機能を満載したソフトだ。
良いところ

ネットワーク対応を活用する
チャット機能を搭載

Sチャット機能はほかにない
ユニークな機能。付箋ソ
フトで届いた内容に疑問
があれば、そのままチャッ
トで相手に確認できる。
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悪いところ

ネットワークの設定項目が
ちょっとわかりにくい
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「シン覚え書」は付箋ソフトとしての基本を

シン覚え書

しっかりと押さえながら、付箋一枚ごとにパ

jhttp://www2.famille.ne.jp/˜chiba/software/
フリーソフト
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スワードを設定できるセキュリティー機能の

Mac

ほかに、付箋に実行ファイルを関連付けて

サイズ：823Kバイト

ランチャーのようにアプリケーションを起動

2000

XP

して、指定したファイルを開かせたりといっ

効能：付箋をアラームとして使える

た、独自の機能を持つ。
F付箋の入力画面。タイトルを入力すると、付箋のタイ
トル部分だけを表示できるようになり、大量の付箋が
あっても邪魔にならない。

作成した付箋（「小片」
と呼ぶ）
をネットワー
ク経由でLAN上のほかのマシンに送信でき
るのはもちろん、送信されてきた付箋に対し
て、メールのように返信して相手のデスクトッ
プに表示できてしまうのがおもしろい。受信
して内容を確認したら、
「読んだよ」
と簡単に
返信できる点は、非常にお手軽でよい。
良いところ

簡易のランチャーとしても
使える
悪いところ
Sメールソフトのように送信するユーザーを選択
できる。受信側で目立つように「送信先で中央
表示」
といったオプションがおもしろい。

ネットワークの設定が
ちょっと面倒
「付箋紙21」は付箋ソフトの定番中の定番

付箋紙21

「付箋紙シリーズ」の最新バージョンだ。

jhttp://www.roto21.net/husen/
シェアウェア
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作者：ROTO
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Me

NT

バージョン：2.23

テンプレートを事前に作成しておいて同じ

Mac

フォーマットを繰り返し利用する、クリップボ

サイズ：855Kバイト

ードの内容をそのまま付箋にする、画像を張

2000

XP

り込んだ付箋を送信するといった機能はす

効能：添付ファイルの送信も可能な超定番ソフト

でにおなじみ。すべての付箋を一時的に非
F付箋の新規作成画面でほとんどのオプシ
ョンや送信先が一括して指定できる。メー
ルのようにファイルの添付も可能だ。

表示にできるのが意外に便利。
インターフェイスは長年のバージョンアッ
プによって洗練されており、新規作成画面だ

D便利なカレンダー付き付箋機能。メニューから
「カレンダー付き付箋」
を選ぶだけで表示される。

けで、ほとんどのオプションが選択できる。
優れた機能が満載の定番ソフトである。
良いところ

安定した動作と
洗練されたインターフェイス
悪いところ

送信した付箋の
受信確認機能が欲しい

2004年7月の人気オンラインソフト情報
人気ソフトトップ10

総ダウンロード数：2503525
ダウンロード数 説明
138423 カスタマイズ性に優れたタブ型ウェブブラウザー
131000 DLL不要のLhasa風圧縮・解凍ソフト

7月にバージョンアップした人気ソフトトップ10
ダウンロード数
24753
23640

説明
Gecko エンジン搭載のフリーのウェブブラウザー
100種類以上の形式に対応したマルチメディアプレイヤー

Mozilla
青柳衡山フォント2
NoEditor

19975
18121
15118

オープンソースで開発されるインターネット関連クライアント
JIS第二水準文字まで収録したフリーの毛筆フォント
比較機能などを搭載したタブ切り替え型テキストエディター

6
7

Explzh
いじくるつくーる

14712
14176

エクスプローラ風のファイル圧縮・解凍ソフト
CPUの情報も表示できるウィンドウズカスタマイズソフト

8
9
10

ZELDA
TeraPad
CrystalMark 2004

13638
13097
10806

多くの圧縮形式に対応したDLL不要の圧縮・解凍ソフト
軽快に動作するフリーのテキストエディター
CPUやグラフィックなどを総合的に計測するベンチマーク

順位
1
2

名称
'Sleipnir
+Lhaca

3
4
5

Lhaplus
'Lhasa
Jw̲cad

94154
86244
76712

多数の形式に対応した圧縮・解凍ソフト
LZH／ZIP形式対応の一発解凍ソフト
自由に線種をカスタマイズできる2次元CAD

3
4
5

6
7

LHAユーティリティ
OpenOffice.org

39305
36806

LZH／ZIP／CAB／TARの解凍・圧縮
「Microsoft Office」互換のオフィス統合環境

8
9
10

'すっきり!! デフラグ
'Becky! Internet Mail
FFFTP

36619
34886
31967

デフラグに最適な状態でデフラグを実行
プラグイン対応のメールソフト
左右分割型の日本語FTPクライアント

※'は今月バージョンアップしたソフト

Powered by 窓の杜

順位
1
2

名称
Firefox
KbMedia Player

※「人気ソフトトップ10」に含まれているものは除く

窓の杜とは：インプレスの運営するウィンドウズ用オンラインソフトライブラリー＆解説のウェブサイト。jhttp://www.forest.impress.co.jp/
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