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テクニカル　サポート

HourGuard作業時間管理ソフト操作中に問題が起こった場合は、サポートへ連絡する
前に、該当するトピックをお読みください。このユーザーガイドに問題が見つからな
い場合は、www.nchsoftware.com/timesheet/jp/support.html 
にて、最新のHourGuard作業時間管理ソフト
オンラインテクニカルサポートをご覧ください。それでも問題が解決されない場合は
、そのページに記載されているテクニカルサポートまで連絡してください。

ソフトウェアの提案

HourGuard作業時間管理ソフトの改善策または、必要な関連するソフトウェアへの提
案がございましたら、www.nch.com.au . の提案ページに書き込んでください。当社
のソフトウェアプロジェクトの多くは、ユーザーからの提案によって行われています
。お客様の提案が採用された場合、アップグレード版を無料で提供いたします。

www.nchsoftware.com/timesheet/jp/support.html
www.nch.com.au
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はじめに
HourGuardをインストールいただきありがとうございます。 

HourGuardはタスクの作業に費やした時間を記録し、作業時間などの報告書を簡単に
作成することができるソフトウェアです。作業時間は、実際に作業を行った時間の長
さのみを記録することも可能ですし、作業開始時間と終了時間を記録することも可能
です。作業時間の記録は自動化することができるので、記録漏れを防ぐことができま
す。 

また、記録した情報はビジネス仕様の報告書として簡単に出力することができます。
報告書は印刷はもちろん、電子メールやFAXでの送信もその場で行うことができます
。 

主な機能 

l 1つのタスクに複数の作業項目を作成。
l 作業時間の記録を自動化。
l 報告書の作成とプレビュー。
l 報告書をPDFまたはCSVで保存。
l 報告書を電子メールやFAXで送信。
l 毎日の作業に使いやすいシンプルな設計。

動作環境 

l Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8
l インターネット接続（報告書の送信用）
l プリンタ（報告書や請求書の印刷用）
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HourGuardの基本
HourGuardはフリーランスでお仕事をされている方の作業時間の記録や、従業員の作
業時間の記録など様々な目的でお使いいただけます。  
HourGuardをお使いいただくにはまず、クライアント情報の入力を行います。次に、
クライアント用のタスクを作成します。 
タスクは基本のタスク内にツリー形式で副タスクを作成する形で作成することができ
ます。タスクに対する作業が終わった時点で、タスクを完了または閉じることができ
ます。  
完了または閉じたタスクは必要に応じて再度記録を開始することができます。  
タイムカードには1日の作業内容と作業時間が表示されます。タイムカードには画面
右上の日付の欄で、作業記録を表示する日にちを選択することができます。  
タイムカードへの入力は作業時間のみ、もしくは開始時間と終了時間を指定する形で
の入力が可能です。作業項目のメモ欄を使って各作業に関する説明を記入することが
できます。  
現在の記録状況や記録中のタスク名などはHourGuardの画面下部に表示されます。 
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作業時間の記録を開始/停止
記録を開始するには画面下部の緑色のボタン（タスクの記録を開始）をクリックする
か、画面左のタスクツリーで記録を行うタスクをダブルクリックします（ダブルクリ
ックしたタスクが現在のタスクとして認識され記録を開始します）。記録を自動的に
開始する場合はオプション画面で設定を行います。画面下部の黒いボタン（タスクの
記録を停止）をクリックすると記録が停止します。コンピュータが一定時間アイドル
状態になった場合に記録を自動的に停止するようオプション画面から設定を行うこと
もできます。

タスクを実行中は作業開始時間（画面下部にある実行中/停止中を表すボタンの横）と
実行時間（画面右下部）が表示されます。また、現在実行中のタスク名が開始時間の
上に表示されます。
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作業時間の自動記録
HourGuardはユーザーによる入力が一定時間行われなかった場合、自動的に記録を停
止するよう設定することができます。入力の有無はキーボード入力とマウスクリック
により判断します。入力を開始すると停止中の記録が再開します。

こうした設定についての詳細はオプションをご覧ください。
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タスクの作業報告書を表示
各タスクの作業報告書を表示するには、ツールバーの報告書ボタンをクリックし、表
示する期間を指定します。

現在表示されている日の報告書を表示する場合は、タイムカードメニューから「タイ
ムカードを印刷して送信」を選択します。

報告書には以下のようなオプションがあります： 

l 印刷前に報告書をプレビューする
l 報告書を印刷する
l PDFまたはCSV形式で保存する
l 電子メールで送信する（インターネット接続が必要です）
l FAXで送信する（受信者がFAXをお持ちの場合）
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ショートカットキー

l Ctrl+E  ：新規入力
l Ctrl+T ：新しい基本タスクを作成
l Ctrl+D ：入力項目を削除
l Ctrl+R  ：報告書を表示
l Ctrl+O ：プログラムのオプションを開く
l F1  ：使い方マニュアルを開く
l Alt+F4  ：HourGuardを最小化する
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データのバックアップと復元
HourGuardのデータは頻繁にバックアップを行うことをお勧めします。HourGuard
にはデータのバックアップ機能が搭載されており、データのバックアップと復元を簡
単に行うことができます。

データをバックアップするには、HourGuardメニューからデータをバックアップ…を
選択し、希望のバックアップ方法を選択します。 

データを復元するには、HourGuardメニューからデータを復元…を選択し、データの
復元を行うことを許可した後バックアップしたデータの保存場所を指定します。 

以下のページもご覧ください：

l  バックアップ （「各画面について」の項目）。 
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ソフトウェアライセンス規約

1.  このソフトウェアおよびソフトウェアと共に配布される音声およびビジュアル作
品の著作権はNCHソフトウェアおよび製品情報画面に記載されている他の著作権
者に帰属します。全ての権利は著作権者が保有します。このソフトウェアおよびこ
のソフトウェアに同梱またはこのソフトウェアによりオンデマンドでインストール
されるソフトウェアのインストールは以下の規約に則りライセンスされます。

2.  このソフトウェアをインストール、使用、または配布することで、ユーザーはユ
ーザー自身およびユーザーの雇用主または当事者に代わって、この規約に同意した
とみなされます。規約に同意しない場合はソフトウェアの使用、複製、送信、配布
およびインストールを行うことができません。返金が必要な場合はご購入後14日
以内に商品をご購入いただいた場所にご返品ください。

3.  このソフトウェアおよびソフトウェアに付随するファイル、データ、その他素材
は全て「現状のまま」で提供され、法により定められていない限りは、明示または
黙示を問わずいかなる保証も行われません。重大な影響を与える件にこのソフトウ
ェアを使用する場合は、使用前に十分なテストを行い、使用に伴うリスクは全てユ
ーザーが負うものとします。

4.  NCHソフトウェアはこのソフトウェアの使用により発生したいかなる損害 
（特別損害、付随的損害、派生的損害を含む）に対しても責任を負わず、当社製品
のご購入時にお支払いいただいた金額に対する返金以外への対応は一切いたしかね
ます。

5.  このソフトウェアの誤使用が人体に危害を加える可能性がある場合、また人命に
かかわる場合はソフトウェアを使用しないでください。こうした使用方法に対する
リスクは全てユーザー側が負うものとし、こうした方法での使用によるいかなるク
レームに対してもNCHソフトウェアを免責することに同意する必要があります。

6.  何ら手を加えられていない状態のソフトウェアのインストールを複製および配布
することはできますが、弊社ソフトウェアの登録コードの配布は、いかなる状況に
おいても弊社の書面による許可なく行うことはできません。許可されていないコー
ドの使用が行われた場合は、コードが使用された全てのロケーションに対して製品
の全額をお支払いいただきます。

7.  ソフトウェアによって限られた状況下でのみ自動的に匿名で収集された統計情報
は当社のプライバシー規約に則り使用されます。

8.  この契約書の内容はオーストラリア首都特別区の裁判所を管轄とし、同区の法に
準拠します。
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各画面について - クライアント一覧
クライアントの一覧画面にはHourGuardに入力済みのクライアント名と時給の一覧が
表示されます。一覧画面から新規クライアントの追加や既存のクライアント情報の編
集や削除を行うことができます。

クライアントを選択する 
クライアントメニューからクライアント一覧を選択するとクライアント一覧が表示さ
れます。一覧でクライアント名をダブルクリックするか、選択ボタン（ボタンが無い
バージョンもあります）をクリックするとクライアントが選択されます。

新規クライアントを追加する 
新規クライアントを追加するには、ツールバーの追加ボタンをクリックするか、新規
クライアントを追加をクライアントメニューから選択します。

クライアントを削除する 
クライアントを削除するには、まずクライアント一覧を開き一覧からクライアントを
選択して削除ボタンをクリックするか、このクライアントを削除をクライアントメニ
ューから選択します。

クライアントを編集する 
クライアントを編集するには、まずクライアント一覧を開き一覧からクライアントを
選択して編集ボタンをクリックするか、このクライアントを編集をクライアントメニ
ューから選択します。
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各画面について - タスクの作業報告書
タスクの作業報告書画面には、特定の期間内に特定のクライアントに対して行ったタ
スクの一覧が表示されます。報告書に表示するクライアントと、報告書を作成する期
間は、報告書を表示する前に選択することができます。報告書画面では報告書の印刷
や保存のほか、電子メールやFAXでの送信を行うことができます。

報告書を印刷する
報告書を印刷するにはツールバーの 印刷 ボタンをクリックするか、 印刷 
ボタンを報告書メニューから選択します。 印刷 
はキーボードのCtrl+Pキーを押すことでも行うことができます。

報告書のプレビューを表示する
報告書のプレビューを表示するには、ツールバーのプレビューボタンをクリックする
か、印刷プレビューボタンを報告書メニューから選択します。

報告書を保存する
PDFフォーマットで保存するには 保存 ボタンをクリックするか、 PDF形式で保存 
ボタンを報告書メニューから選択します。 PDF形式で保存 
はキーボードのCtrl+Sキーを押すことでも行うことができます。

CSVフォーマットで保存するにはCSV形式で保存ボタンを報告書メニューから選択し
ます。

報告書を電子メールで送信する
報告書を電子メールで送信するにはツールバーの 電子メール 
ボタンをクリックするか、 電子メール送信 
ボタンを報告書メニューから選択します。 電子メール送信 
はキーボードのCtrl+Eキーを押すことでも行うことができます。

報告書をFAXで送信する
報告書をFAXで送信するにはツールバーのFaxボタンをクリックするか、FAX送信ボ
タンを報告書メニューから選択します。
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各画面について - 請求書の期間
書類を作成するクライアントと期間を選択します。ここをクリックして Express 
Invoiceへのエクスポートに関する詳細をご覧ください。 

クライアント宛ての請求書を作成

クライアントを選択：

請求書を作成するクライアントを選択します。

タスクを選択：

報告するタスクを選択します。全て 
のクライアントを選択した場合、または選択したクライアント用のタスクが存在しな
い場合はタスクを選択することができません。

特定の期間の請求書を作成 
期間を選択：

請求書を作成する期間を選択します。今月、先月、今年、去年など一定の期間を選択
することもできます。特定の期間を選択する場合はプルダウンメニューで「選択」を
選択し、開始日と終了日を入力します。

開始日：

選択する期間の最初の日を選択します。日にちを直接手入力するか、下向き矢印をク
リックすると表示されるカレンダーを使って日にちを選択します。

終了日：

選択する期間の最後の日を選択します。日にちを直接手入力するか、下向き矢印をク
リックすると表示されるカレンダーを使って日にちを選択します。
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メイン画面 - メイン画面のレイアウト
メイン画面には以下の3つの領域があります： 

1.  ツールバー  

l オプション
l 新規タスク
l 新規入力
l 報告書

2.  タスク タスク一覧はメイン画面の左側に表示され、HourGuardに入力されてい
る基本タスクと副タスクの一覧が表示されます。

タスクの追加や編集、削除などを簡単に行うことができます。 

タスク一覧の下にあるチェックボックスを使い、表示されるタスクを制限すること
ができます。

3.  タイムカード 
タイムカードはメイン画面の右側に表示され、現在選択されている日の作業項目や
時間などの情報が表示されます。

画面下部にあるボタンを使って記録の開始や停止を行います。

l 緑色のボタンをクリックすると記録を開始します。
l 黒いボタンをクリックすると記録を停止します。
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メイン画面 - タスクについて
基本タスクや副タスクを新しく作成する場合は、「タスク」メニューから「新規基本
タスク」または「新規副タスク」を選択します。またはツールバーの「新規タスク」
ボタンをクリックする方法でも作成することができます。また、タスク一覧のタスク
を右クリックすることでもタスクの作成や編集、削除などを行うことができます。  
いずれかの方法で新規タスクの作成を選択すると、タスクのプロパティダイアログが
表示されるので、ここに新規タスクのタスク名等の情報を入力します。  
タスク一覧を右クリックし、「タスクを編集」を選択した場合も、タスクのプロパテ
ィダイアログが表示されます。このダイアログを使って必要な変更を行ってください
。  
タスクメニューやタスク一覧での右クリックメニューから、「このタスクを開始」、
「タスクを完了する」、「タスクを閉じる」、「タスクを削除」など様々な作業を行
うことができます。  
タスク一覧でタスクをダブルクリックすると、クリックしたタスクの記録が始まりま
す。 

14



メイン画面 - タイムカードの入力
メイン画面のタイムカードの欄には、選択した日の作業記録が表示されます。日付欄
の左右にある青い矢印をクリックすると、日付を前後に移動することができます。

また、日付欄のカレンダーを使って特定の日にちを選択することもできます。日付欄
の下向き矢印をクリックするとカレンダーが表示されるので、このカレンダーを使っ
て希望の日にちを選択してください。カレンダー上の右/左矢印をクリックすると1つ
前/後ろの月のカレンダーが表示されます。

タイムカードへの新規入力や入力項目の編集、削除などは、タイムカードメニューか
ら「新規入力」、「入力を編集」、「入力を削除」をそれぞれ選択して行います。ま
た、タイムカードを右クリックすることでも同様の作業を行うことができます。新規
入力はツールバーの新規入力ボタンをクリックすることでも行うことができます。

タスクの記録を停止すると自動的に新規入力が行われます。

メモ：複数の入力項目を選択した状態で「入力を削除」を選択すると、選択した入力
項目を一度にまとめて削除することができます。
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メイン画面 - 請求書を作成
タスクをExpress 
InvoiceエクスポートするにはHourGuardメニューをから請求書を作成を選択します
。ダイアログが開くのでクライアントと期間を選択します。データがExpress 
Invoiceに転送されます。

Express 
Invoiceが既にインストールされている場合は自動的に起動します。Express 
Invoiceの請求書作成画面で必要な項目をすべて入力します。
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各画面について - データをバックアップ
万が一のアクシデントに備え、頻繁にデータのバックアップを行うことをお勧めしま
す。以下のいずれかの方法でバックアップを行うことができます。 

バックアップのオプション

ネットワークフォルダにバックアップ

オフラインで作業を行っている際に最適な方法です。共有サーバー上に安全なフォル
ダを作成してください（フォルダの作成は必要に応じてネットワークの管理者に依頼
してください）。このフォルダを保存先に指定しバックアップボタンをクリックしま
す。プログラムの全てのフォルダが保存先のフォルダにコピーされます。将来的に何
らかの問題（ハードドライブのクラッシュなど）が発生した場合は、保存したフォル
ダを元の場所にコピーしなおすだけで保存してあった全ての情報が復元されます。

Express Burnを使ってCDまたはDVDにバックアップ

Express 
Burnディスク書き込みソフトを使ってデータをディスクに書き込む形でバックアップ
する場合に選択します。www.nch.com.au/burn/jp からExpress 
Burnの詳細をご覧いただけます。

着脱式ドライブにバックアップ

USBドライブやUSBメモリなどに保存する形でバックアップを行うこともできます。
外付けメディアに保存を行う場合はMEO無料暗号化ソフトを使うことをお勧めします
。
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各画面について - Fax設定
電子メールプロトコルを使ってPCから直接Faxを送信するには、電子ゲートウェイが
必要です。詳細は、オプション画面の「お勧めゲートウェイを見る…」のリンクから
ご覧になることができます。

ゲートウェイのドメイン(＠マークの後）：

FAXを送付するにはまずゲートウェイのドメイン（@マークの後）を入力します。例
えば[ファックス番号]@sample.com宛てに送信する場合は、sample.comをドメイン
として入力します。
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各画面について - Fax番号
FAXを送信する相手の番号を入力します。

このFax番号を記憶する

｢このFax番号を記憶する」にチェックを入れると、後日また使う際に備え番号が保存
されます。
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各画面について - 電子メールアドレス
送信先の電子メールアドレスを入力します。電子メールアドレスはアドレス全体を入
力してください（例：taro.yamada@sample.com）。複数のアドレス宛てに一度に送
信する場合は、各アドレスを半角カンマで区切って入力します。電子メールの送信に
関する問題についてはこちらのページをご覧ください。

この電子メールアドレスを記憶する

「電子メールアドレスを保存」にチェックを入れると、後日同じアドレスを使う場合
に備えアドレスが保存されます。
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各画面について - 印刷プレビュー
プレビュー画面には各ページの印刷プレビューが表示されます。 

印刷（プリンタに接続されている場合） 

印刷ボタンをクリックすると書類を印刷することができます。

印刷ボタンをクリックするとプリンタの選択と設定ダイアログが表示され、印刷する
ページ番号などの指定を行うことができます。 

「前へ」ボタンと「次へ」ボタン 

複数のページがある場合は「前へ」ボタンと「次へ」ボタンを使ってページの移動を
行います。 

閉じる 

閉じるボタンをクリックするとプレビュー画面が閉じます 

21



各画面について - タスクのプロパティ
タスクのプロパティ画面でタスクの詳細を設定します。 

タスク名：

タスク名を入力します。タスク名はタスクの作業報告書などに表示されます。タスク
名は後から変更することができます。

クライアント名：

このタスクのクライアントを選択します。

クライアントの時給を使う

クライアント用に事前設定した時給を使う場合はここにチェックを入れます。クライ
アントの時給：

このタスクの時給です。

この時給を使う

事前設定された時給とは異なる時給を選択する場合はここにチェックを入れます。時
給：

このタスクの時給です。

状況

状況欄を使ってこのタスクの現在の状況を設定/変更します。

タスク完了（新しい作業を追加できません）

タスクを完了する場合はここにチェックを入れます。タスクを完了すると新しい作業
を追加することができなくなります。

タスクを閉じる（一覧に表示されません）

タスクを閉じる場合はここにチェックを入れます。タスク完了の次のステップがタス
クを閉じるという作業です。

タスクのメモ

タスクについてのメモやコメントなどをタスクのメモ欄に入力することができます。
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各画面について - クライアントのプロパティ
クライアントのプロパティ画面でクライアントの詳細を設定します。 

クライアント名：

クライアント名を入力します。クライアント名はクライアントへの作業報告書などに
表示されます。クライアント名は後から変更することができます。

デフォルトの時給：

このクライアント用の時給です。
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各画面について - タイムカードの入力
コンピュータを使わない作業を行っていた際や、記録するのを忘れた際などは、タイ
ムカードに手入力で記録を行うことができます。タイムカードの入力ダイアログを開
くには、ツールバーの新規入力アイコンをクリックするか、キーボードのCtrl+Nを押
します。作業時間は開始時間と終了時間を指定するか、作業を行った時間の長さのみ
を記入する形で入力することができます。 

タスク  

下向き矢印をクリックして、このタイムカード入力のタスク名を選択します。タイム
カードの入力項目は必要に応じて後から別のタスクに変更することもできます。

日付：

このタイムカード入力の日付を選択します。下向き矢印をクリックすると表示される
カレンダーを使って日にちを選択します。

タイムシートの入力は複数に跨って行うことができません。複数の日数を費やした作
業は1日ごとに別々に入力する必要があります。 

時間を指定

作業の開始時間と終了時間を選択します。開始時間：

作業の開始時間を選択します。

終了時間：

作業の終了時間を選択します。終了時間は開始時間より前には設定できません。

作業時間を指定（開始/終了時間の指定無し）

開始時間や終了時間を特定しない場合は、作業に費やした時間を入力します。

メモ 

メモ欄を使って特定の作業に対する詳細を記録することができます。メモ欄に記入し
た内容はメイン画面に表示されます。
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各画面について - 報告書の期間
クライアントの報告書を作成

クライアントを選択： 報告書を作成するクライアントを選択します。

タスクを選択： 報告するタスクを選択します。全て 
のクライアントを選択した場合、または選択したクライアント用のタスクが存在しな
い場合はタスクを選択することができません。

特定の期間の報告書を作成

期間を選択：  
報告書を作成する期間を選択します。今月、先月、今年、昨年など特定の期間を選択
することもできます。特定の期間を選択する場合はプルダウンメニューで「選択」を
選択し、開始日と終了日を入力します。 

開始日：

選択する期間の最初の日を選択します。日にちを直接手入力するか、下向き矢印をク
リックすると表示されるカレンダーを使って日にちを選択します。

終了日：

選択する期間の最後の日を選択します。日にちを直接手入力するか、下向き矢印をク
リックすると表示されるカレンダーを使って日にちを選択します。
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各画面について - オプション ~ 一般
起動と同時に実行

HourGuardはユーザーがコンピュータにログインすると同時に起動するよう設定する
ことができます。

ログインと同時にこのプログラムを自動実行

ログイン時に自動的に起動を行う場合はこのオプションにチェックを入れます。 
どのユーザーがログインした際に自動起動を行うかをプルダウンメニューを使って指
定します： 

l どのユーザーがログインしても実行する 
：誰がログインしても必ず自動起動を行います。

l 特定のユーザーがログインした時のみ実行する 
：現在作業中のユーザーがログインした時のみ自動実行を行います。

Windows 
VistaにインストールしたHourGuardでこの設定を行った際に正しく作動しない場合
は、HourGuardを管理者として実行してください。 
HourGuardの起動用アイコンを右クリックし、「管理者として実行」を選択すること
で管理者とし実行することができます。 

起動時に前回のタスクを再開する

HourGuardを前回閉じた際に記録していたタスクを起動時に自動的に再開する場合は
ここにチェックを入れます。

アイドル時の自動スタート/停止

コンピュータを使った作業が一定時間行われない場合はタスクを自動的にアイドル状
態にすることができます。

アイドル時は実行中のタスクを停止する

一定の時間コンピュータが使われなかった場合は自動的にタスクの記録を停止する場
合はここにチェックを入れます。アイドルと見做す時間（分数）：

ここで指定した分数コンピュータが使われなかった場合、タスクの記録が自動的に停
止します。10～120の間の数字を入力することができます。

コンピュータの使用を再開すると前回のタスクを再開する

タスクの記録が自動停止された後、再度コンピュータを使用した際に自動的に記録を
再開する場合はここにチェックを入れます。
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デフォルトオプション

新規クライアントのデフォルト時給：

新しいクライアントのタスクを作成する際にデフォルトで使われる時給額です。

最初の入力のデフォルト開始時間：

一日の最初の作業入力時にデフォルトで使われる開始時間です。
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各画面について - オプション ~ その他
地域形式設定

通貨記号（￥記号は全角で入力）：

記録に使われる通貨です。デフォルトではドルに設定されていますのでご注意くださ
い。

通貨記号の表示位置：

通貨記号が表示される位置を指定します。例えば￥500と表示したい場合は通貨記号
を前に表示するよう設定し、500円と表示したい場合は後ろに表示するよう設定しま
す。

金額の桁数：

金額欄の小数点以下の位を指定します。例えばドルなどの通貨をお使いの場合は小数
点以下2位まで表示することで、＄19.99などのように表示することができます。

小数点記号：

小数点を表す記号です。通常はドット（.）が使われますが、ヨーロッパなど一部の国
ではカンマ（,）が使われます。

千単位の区切り記号：

千単位の区切りに使う記号を選択します。通常はカンマ（,）が使われます。

用紙サイズ：

PDF形式で保存する際や、プリンタを使って印刷する際に使われる用紙サイズです。

送信設定

電子メール設定…

詳しくは当社ソフトウェアから電子メールを送信する際の問題のページをご参照下さ
い。 

Fax設定…

FAXの設定を変更します。

ホットキー

作業記録の開始や停止を簡単に行うためのホットキーを設定することができます。
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