報道各位
2005 年 6 月 30 日
サイボウズ株式会社
システム管理機能を強化した「サイボウズ ガルーン 2」本日発売
〜パートナー企業との協業により様々なソリューションを提供〜
サイボウズ株式会社 (本社: 東京都文京区 代表取締役社長 青野 慶久) は、2002 年 9 月に出荷した
ポータル型グループウエア「サイボウズ ガルーン」のバージョンアップ版「サイボウズ ガルーン 2」
を本日、6 月 30 日 (木) から発売開始します。大規模な環境でグループウエアを利用すると、システム
管理者は煩雑な作業に多大な時間をとられ、また多くの情報を安全に管理するには高い IT リテラシー
が求められます。そこで「サイボウズ ガルーン 2」では、担当者が安心して簡単に管理できるように、
システム管理機能を強化しました。またパートナー企業が提供する様々なソリューションを利用するこ
とで、担当者の負担を更に軽減できるようになりました。
「サイボウズ ガルーン 2」では、担当者が安心して簡単に管理できるように「ロール設定機能」「ロ
グ管理機能」「管理権限委譲機能」の 3 つのシステム管理機能を搭載しました。
「ロール設定機能」では部署などの縦割りの属性だけでなく、「役員」や「派遣社員」などの横割りの
属性も「ロール」(役割) として設定できるようになりました。縦割りと横割りの属性を設定すること
で複雑な組織でも簡単にユーザーを管理することができます。また「ロール」の属性にはアクセス権を
設定することができます。これにより「営業部の正社員のみ閲覧可能とする」など複雑な設定が可能に
なり、より安全に情報を扱うことができるようになりました。
「ログ管理機能」ではユーザーのログイン情報、ダウンロード情報、書込み情報や、システム管理の設
定内容など、様々なログを簡単に記録できます。またシステムに問題が発生した際は、ログの詳細を参
照し、設定履歴を確認することもできるようになりました。ウェブ上でログを確認できるので、担当者
は高い IT リテラシーをもたなくても、安全に管理することができます。
「管理権限委譲機能」では「基本システムの管理権限」と「各アプリケーション (スケジュールや掲示
板など) の管理権限」を他のユーザーに委譲できます。大規模な環境になるほど、システム管理者が管
理しなければならない範囲は広がりますが、各システムの管理を他のユーザーに任せることでシステム
管理者の負担を大幅に減らすことができます。
「サイボウズ ガルーン 2」ではシステム管理者の負担を軽減できるように、パートナー企業と協業し
様々なソリューションを提供いたします。「サイボウズ ガルーン 2」は日本電気株式会社様の
「CLUSTERPRO」、株式会社テンアートニ様の「LifeKeeper」、東芝ソリューション株式会社様の「
DNCWARE
ClusterPerfect」のクラスタリングソフトと連係することができます。クラスタリングソフトを
ご利用いただくことで、複数のサーバでの分散処理が可能となりますので、1 台のサーバが停止しても
システムが止まることはなく修理や交換が行えます。またトレンドマイクロ株式会社様が提供するウイ
ルス対策ソフト「ServerProtect」もご利用いただけます。「ServerProtect」をご利用いただくことで、
ファイルサーバ上で共有されるデータをウイルスから守ることができます。今後もパートナー企業と協
業し、多くのソリューションを提供していきます。
また、本日 6 月 30 日 (木) から「サイボウズ ガルーン 2」の発売を記念し『なんでライオン？「1・2・
3 でガルーン通 (2)！」キャンペーン』を実施します。当キャンペーンでは、ホームページからご応募
いただいたお客様に抽選で豪華商品を差し上げます。このような様々なプロモーション活動を行い、6
月 30 日 (木) から 1 年間で「サイボウズ ガルーン 2」を 500 社に導入していただくことを目標といた
します。
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■発売日
2005 年 6 月 30 日 (木)
■サイボウズ ガルーン
「おてがる」「ひろがる」「つながる」をテーマに開発されたポータル型グループウエアです。企業ポ
ータルとして様々な情報を集約でき、ウェブブラウザーがあれば、簡単に社員のスケジュール管理や業
務連絡を行うことができます。2002 年 9 月から発売開始し、現在 30 万人を超えるユーザーにご利用い
ただいています。
■フレームワーク (アプリケーションの土台となる仕組み)
今までサイボウズでは、独自で開発したデータベースを内包したフレームワーク「CyDE」(サイド)
(Cybozu Database Engine) を採用してきましたが、「サイボウズ ガルーン 2」では大規模な環境でも
安定して使っていただくため、新フレームワーク「CyDE2」(Cybozu Development Environment) を採用
します。「CyDE2」は、データベースエンジン「MySQL」、スクリプトエンジン「PHP」、独自の拡張ラ
イブラリ、などを組み合わせ、開発されました。今後、サイボウズでは、「CyDE2」を使いウェブアプ
リケーションを開発していきます。また「CyDE2」のブランド価値を高めていくため、プロモーション
活動も行っていきます。
CyDE2 ロゴ
http://g.cybozu.co.jp/gr2/mass̲media/index02.html#other
■動作環境
□ウェブサーバ
Windows: Apache 1.3.x / 2.0.x
IIS 5.0 / 6.0
UNIX
: Apache 1.3.x / 2.0.x
□ウェブブラウザー
Windows

: Internet Explorer 5.5 / 6.x
Firefox 1.x
Netscape 7.x (7.0 を除く)
Macintosh (※): Safari 1.x
Firefox 1.x
Netscape 7.x (7.0 を除く) ※Mac OS 9 以上。
動作環境
http://garoon.cybozu.co.jp/product/environment/
■販売方法
パートナー企業様経由による販売
パートナー様のご紹介ページ
http://garoon.cybozu.co.jp/price/partner/
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■価格
□新規ライセンス (税別)
0 〜50 ユーザー:
51 〜249 ユーザー:
250 〜499 ユーザー:
500 〜999 ユーザー:
1000〜2499 ユーザー:
2500〜4999 ユーザー:
5000 ユーザー〜
:

¥ 600,000
¥ 11,000
¥ 10,000
¥
9,000
¥
8,000
¥
7,500
別途相談

/
/
/
/
/
/

50 ユーザー
1 ユーザー
1 ユーザー
1 ユーザー
1 ユーザー
1 ユーザー

価格
http://garoon.cybozu.co.jp/price/
■パートナー企業様のコメント
□クラスタリングソフト
・日本電気株式会社
NEC は「サイボウズ ガルーン 2」の発売開始を心より歓迎いたします。弊社はこれまでも、
「CLUSTERPRO」と「サイボウズ ガルーン」とを組み合わせたソリューションを数多く提供した実績
を有しております。「CLUSTERPRO」は既に「サイボウズ ガルーン 2」との共同検証を完了しており、
本日からお客様へ提供することが可能です。NEC は今後もサイボウズ社様との連携により、信頼性の
高いグループウエアのクラスタリングソリューションを提供してまいります。
日本電気株式会社
第二コンピューターソフトウェア事業部事業部長

赤津 素康

・株式会社テンアートニ
株式会社テンアートニは、サイボウズ株式会社の「サイボウズ ガルーン 2」の発売開始を歓迎いた
します。当社は、HA クラスタ・ソリューションである「LifeKeeper」を「ガルーン 2」 での Linux /
Windows の両環境でサポートします。今後もサイボウズとのアライアンスにより、ビジネスクリティ
カル用途でのグループウエアの普及に貢献して参ります。
株式会社テンアートニ
代表取締役社長 喜多 伸夫
・東芝ソリューション株式会社
東芝ソリューション株式会社は「サイボウズ ガルーン 2」の発売開始を歓迎いたします。当社はこ
のたび、小規模から大規模システムまで適用可能な統合クラスタソフトウエア「ClusterPerfect」シ
リーズで、「ガルーン 2」の稼動検証を完了しました。企業グループウエアシステムの信頼性と可用
性を大幅に高めるものと確信しています。当社は引き続きサイボウズ株式会社との連携を深め、両社
で技術協力を継続するとともに、共同マーケティング活動を通じて販売拡大に努めてまいります。
東芝ソリューション株式会社
プラットフォームソリューション事業部長
□ウイルス対策ソフト

栗原 高明
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・トレンドマイクロ株式会社
トレンドマイクロは、「サイボウズ ガルーン 2」の発売を心より歓迎いたします。企業の情報共有の
土台となるグループウエアにとって、サーバのウイルス対策は必須と考えております。今回サイボウ
ズ株式会社様との密接な協業関係の下に弊社の「ServerProtect」をご提供することにより、
「サイボ
ウズ ガルーン 2」をご利用のお客様にも、より安全なソリューションを展開できるものと確信してお
ります。
トレンドマイクロ株式会社
マーケティング統括本部 バイスプレジデント

沢 昭彦

■キャンペーン
・『なんでライオン？「1・2・3 でガルーン通 (2)！」キャンペーン』
ホームページからご応募いただいたお客様に抽選で豪華商品を差上げます。
期間: 2005 年 6 月 30 日 (木）〜 2005 年 8 月 31 日 (水)
キャンペーン紹介ページ
http://garoon.cybozu.co.jp/campaign/lion/
■その他資料
マスコミ各社様向け画像ページ
http://g.cybozu.co.jp/gr2/mass̲media/index02.html
サイボウズ ガルーン 2 ウェブサイト
http://garoon.cybozu.co.jp/
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
《本件に関するお問い合わせ先》
サイボウズ株式会社 〒112‑0004 東京都文京区後楽 1‑4‑14 後楽森ビル 12 階 http://cybozu.co.jp/
■マスコミ各社様からのお問い合わせ先
マーケティングコミュニケーション部 PR 担当 村松

pr@cybozu.co.jp

■一般の方からの製品・購入についてのお問い合わせ先
サイボウズ インフォメーションセンター contactus@cybozu.co.jp
TEL：03‑5805‑9011（平日 9：00〜12：00 / 13:00〜17:30 土日祝日、年末年始を除く）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
※サイボウズ、Cybozu は、サイボウズ株式会社の登録商標または商標です。
※MySQL は、MySQL AB 社の登録商標です。
※CLUSTERPRO は、日本電気株式会社の商標です。
※SteelEye Technology、SteelEye、LifeKeeper は米国およびその他の国で SteelEye Technology, Inc.
の登録商標です。
※DNCWARE および ClusterPerfect は、日本およびその他の国における東芝ソリューション株式会社の商
標または登録商標です。
※ServerProtect は、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
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