報道各位
2008 年 2 月 14 日
サイボウズ株式会社

サイボウズ、新たに SNS 的機能を搭載した お手軽社内ブログを販売開始
～ 2008 年 3 月の正式版公開前に、ホームページでベータ版を 60 日間無償で提供 ～
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 (戸籍名：西端 慶久) 以下サ
イボウズ) は、2006 年 10 月に発売開始し、約 5 千人ものユーザー様にご利用いただいている、お手軽
社内ブログ「サイボウズブログ」の最新版「サイボウズブログ 2.0」のベータ版を本日 2008 年 2 月 14
日 (木) から公開いたします。今回、当製品には、
「グループウェア」にはない SNS (Social Networking
Service (注 1)) 的な機能を新たに搭載いたしました。これによりユーザー様は一層楽しくお使いいた
だくことができ、社内のコミュニケーションが更に活性化いたします。
■サイボウズブログ 2.0 ベータ版 トップページ■

※上記の画像は開発中のものです。機能、仕様は変更になる可能性があります。

「サイボウズブログ」は、イントラネットで利用する社内専用ブログです。当製品をご利用いただくこ
とで、組織や立場の枠を超え、経営者から現場の社員までが日々感じている疑問や業務に関係するニュ
ース、知恵などを気軽に発信でき、企業の風通しを更に良くすることが可能になります。しかし、当製
品の効果を最大限に引きだすには、社員全員が利用しなくてはなりません。そこで今回、IT スキルのレ
ベルに関係なく、誰でも楽しんでご利用いただけるよう「サイボウズブログ 2.0」に多くの SNS 的機能
を搭載いたしました。具体的には、情報を発信する「書き手」と情報を受け取る「読み手」の利用を促
進するため、
「書くたびハッピー」と「読むたびワクワク」をテーマに開発を行っています。
1 つ目のテーマ「書くたびハッピー」では「Good!/共感! ボタン」と「あしあと」機能を搭載していま
す。「Good!/共感! ボタン」は「読み手」が記事の内容に納得、又は同感した際に、ボタンを押すこと
で簡単にその意思を「書き手」へ伝えることができます。また「あしあと」とは「書き手」が自分の記
事を読んだ人を把握することが可能になる機能です。これらの機能により「書き手」は記事に対する反
応を簡単に掴むことができますので、情報発信のモチベーションが大幅に向上されます。
2 つ目のテーマ「読むたびワクワク」では「人気ランキング」と「プロフィール統計」機能を搭載して
います。「人気ランキング」では「どの記事が読まれているのか」「どの記事にコメントが多いのか」「ど
の記事に Good!/共感! ボタン が押されているのか」などを把握でき、社内で注目されている情報を簡
単に得ることが可能になります。また「プロフィール統計」では、利用者の「性別」や「出身地」「血
液型」などをカテゴリーごとに集計することが可能です。その際にプロフィールの詳細も確認できます
ので、他の利用者に対する好奇心が更に高まり、利用が促進されます。このように「サイボウズブログ
2.0」では、社員が楽しみながら利用できるSNS的機能が多く搭載されています。
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更にこの度、利用を促進するため、携帯端末からでもアクセス可能な「モバイル機能」も搭載いたしま
した。どの企業でも営業などの担当者は頻繁に外出がありますが、今後は PC だけでなく、携帯端末か
らでも当製品にアクセスできるようになりますので、利用頻度は格段に向上いたします。
なお今回は利用を促進する機能だけでなく、導入の手軽さにもこだわり、製品を開発しています。当製
品はホームページからダウンロードすることでご利用いただけますが、今回からダウンロードとインス
トールを同時に進める方式を採用しますので、今までのようにファイルがダウンロードされるのを待つ
手間が省かれます。また以前は、構築の際に「サイボウズブログ」のソフトウェアとは別にデータベー
ス管理システム「PostgreSQL (ポストグレスキューエル)」もインストールしなくてはなりませんでし
たが、今回から必要なシステムは 1 つのアーカイブにまとめて提供いたします。更に製品の設定なども
一層シンプルになりましたので、煩雑な作業にかける時間を大幅に削減することが可能になりました。
「サイボウズブログ 2.0」の正式版は 2008 年 3 月末までに公開する予定ですが、いち早くシステム管
理者の方にご試用いただき、効果を実感してもらえるよう、 本日からホームページ <
http://g.cybozu.co.jp/blog/download/> にてベータ版を最長 60 日間無償で提供開始いたします。ま
た、2008 年 2 月から 3 月の間には、サイボウズ東京本社にて、「サイボウズブログ 2.0 イブニングセミ
ナー」を 6 回開催いたします。このセミナーでは、専門の担当者が「サイボウズブログ 2.0」の導入や
運用、操作方法などについてデモを交えながら詳しくご説明させていただく予定です。更に、本日から
「サイボウズブログ 2.0 リリースキャンペーン」も実施いたします。当キャンペーンは、2008 年 2 月
14 日 (木) から 3 月 31 日 (月) までにご発注をいただいたお客様に対し、ライセンスを特別割引価格
(注 2) にてご提供するものです。このようにサイボウズでは様々な販売活動を行い、ベータ版公開から
1 年間で新たに 1 万人以上の方にご利用いただくことを目標にして取り組んでまいります。
注 1) 人と人とのつながりを促進するコミュニティ型の Web サイトです。コミュニケーションを円滑
にする手段や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、などのつながりを通じて新たな人間関
係を構築する場を提供することができます。
注 2) 特別割引価格については、下記「本製品価格 - 新規ライセンス」を参照。
■「サイボウズブログ 2.0β」公開日
2008 年 2 月 14 日 (木)
■「サイボウズブログ 2.0」製品版 公開日
2008 年 3 月
■サイボウズブログ 2.0 ホームページ
http://g.cybozu.co.jp/blog/
■主な新機能
□Good!/共感! ボタン
・「読み手」が記事の内容に納得、又は同感した際に、ボタンを押すことで簡単にその意思を「書き
手」へ伝えることができます。
□あしあと
・「書き手」が自分の記事を読んだ人を把握することが可能になります。
□人気ランキング
・「どの記事が読まれているのか」「どの記事にコメントが多いのか」「どの記事に Good!/共感! ボタ
ンが押されているのか」などを把握でき、社内で注目されている情報を簡単に得ることができます。
□プロフィール集計
・利用者の「性別」や「出身地」「血液型」などをカテゴリーごとに集計することが可能です。その
際にプロフィールの詳細も確認できます。
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■サイボウズブログ概要
・イントラネットで利用する社内専用ブログです。当製品をご利用いただくことで、組織や立場の枠
を超え、経営者から現場の社員までが日々感じている疑問や業務に関係するニュース、知恵などを
気軽に発信でき、企業の風通しを更に良くすることが可能になります。なお、当製品はホームペー
ジ <http://g.cybozu.co.jp/blog/download/> からダウンロードでき、無償で最長 60 日間ご試用
いただけます。
■動作環境
□サーバー
サーバーOS
Web サーバー

□Web ブラウザー
Windows

□ミドルウェア
データベース
AP サーバー
サーチエンジン

Windows 2000 Server(SP4)
Windows Server 2003 Standard Edition
IIS 5.0
IIS 6.0

Internet Explorer 7.0
Firefox 2.0

PostgreSQL 8.2
Tomcat5.5/JBoss3.2/James2.2
Lucene

※詳細 http://g.cybozu.co.jp/blog/product/environment.html
■本製品価格 - 新規ライセンス (税別)
ユーザーライセンス数
価格
10 ユーザー版
¥128,000
50 ユーザー版
¥580,000
100 ユーザー版
¥980,000
200 ユーザー版
¥1,680,000
300 ユーザー版
¥2,300,000

キャンペーン価格
¥79,800
¥380,000
¥698,000
¥1,280,000
¥1,800,000

※詳細 http://g.cybozu.co.jp/blog/price/
※「キャンペーン価格」とは「サイボウズブログ 2.0 リリースキャンペーン」の価格になります。
■販売方法
□ホームページでのご購入
・オンラインでご購入いただけます。
□ファクシミリ・郵送でのご購入
・お客様様式の注文書や弊社指定注文書をファクシミリや郵送にてご注文いただけます。
□パートナーからのご購入
・サイボウズ公認の「サイボウズ オフィシャル パートナー」からご購入いただけます。
※詳細 http://g.cybozu.co.jp/blog/price/sales.html
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■現行製品 (サイボウズブログ 1.0) からのバージョンアップ
・「サイボウズブログ 1.0」と同じサーバーに「サイボウズブログ 2.0」ベータ版をインストールす
ると、データが上書きされますので、試用される際は、「サイボウズブログ 1.0」とは別のサーバ
ーにインストールしてください。
・「サイボウズブログ 1.0」をご利用されている方は「サイボウズブログ 2.0」の正式版がリリース
された際に無償でバージョンアップが可能です。その際には、コンバータは不要です。
■キャンペーン
名称
期間
内容

お申し込み
■セミナー
名称
日時

場所

内容

お申し込み

サイボウズブログ 2.0 リリースキャンペーン
2008 年 2 月 14 日 (木) ～ 3 月 31 日 (月)
キャンペーン期間中にご発注をいただいたお客様に対し、ライセンスを特別割引
価格にてご提供いたします (価格については、上記「本製品価格 - 新規ライセ
ンス」を参照)。
http://g.cybozu.co.jp/blog/price/
サイボウズブログ 2.0 イブニングセミナー
2008 年 2 月 22 日（金）16:30 ～ 18:00
2008 年 2 月 27 日（水）16:30 ～ 18:00
2008 年 3 月 5 日 （水）16:30 ～ 18:00
2008 年 3 月 10 日（月）16:30 ～ 18:00
2008 年 3 月 19 日（水）16:30 ～ 18:00
2008 年 3 月 28 日（金）16:30 ～ 18:00
サイボウズ株式会社
東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 セミナールーム
http://cybozu.co.jp/company/info/map_tokyo.html
専門の担当者が「サイボウズブログ 2.0」の導入や運用、操作方法などについて
デモを交えながら詳しくご説明いたします。セミナー後には、お酒を飲みながら
お客様との交流を深める交流会も実施する予定です。
http://g.cybozu.co.jp/blog/knowhow/seminar/

■協力企業からのコメント
フィードパス株式会社は、「サイボウズブログ 2.0」最新バージョンのリリースを歓迎・支持いたし
ます。弊社の「blogengine」は「サイボウズブログ 2.0」のベースとなり、現在多くの企業にご利用
いただいております。この度の「サイボウズブログ」のバージョンアップで新たに搭載された SNS 機
能などにより、社内のコミュニケーションが更に活性化することを確信しており、また、より多くの
企業に導入いただけることを期待します。 私たちは、今後も「サイボウズブログ」への継続したサ
ポートを含むテクニカル支援を実施してまいります。
フィードパス株式会社

代表取締役社長 CEO 津幡 靖久

■マスコミ各社様向け画像ページ
製品のロゴやキャプチャ画像をダウンロードいただけます。ご自由に利用ください。
http://cybozu.co.jp/mass_media/blog20/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

《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 グループ 村松 pr@cybozu.co.jp
TEL: 03-5805-9037 FAX: 03-5805-9036
■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 (月～金 9:00～12:00 / 13:00～17:30 (祝日、年末年始を除く))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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