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概要
鳥取大学では、職員が利用するシステムとして文書管理システムを利用していたがサポート終了
を迎えたため更新する必要があった。スケジュールシステム、会議室予約システムも別々のシステ
ムとして運用していたが、これらについても統合し、全学での利用に拡充するため、サイボウズ ガ
ルーン 4 を用いてシステムを統合した。ライセンスコスト低減のため、ガルーンのアカウント配布
は対象者を限定していたが、拡充した施設予約やスケジュールシステムについてはアカウント配布
対象外の方にも利用させたいと考えた。そこで、Cybozu Advance によりユーザ名とパスワードを
入力することなく施設予約やスケジュール確認が行えるシステムを実現した。
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1

はじめに

別システムとして運用されていたが、これらについても
統合し、全学での利用に発展させたいと考えた。

大学では、業務を円滑にするため、業務システム（以
下、
「システム」という）を導入している。例としては、

そこで、それらの用途を満たすシステムについて所掌
の委員会で検討を行い、サイボウズ社製サイボウズ ガ

学生の成績入力・履修登録を管理するための学務支援シ

ルーン 4（以下、
「ガルーン」という。）というグループ

ステムや、物品の発注・納品を管理する物品請求システ

ウェアを導入した。

ム、等である。

その後、統合対象ではなかった施設予約やスケジュー

鳥取大学（以下、
「本学」という）でもさまざまなシス

ルシステムをガルーンで利用することを考えたが、それ

テムを導入しているが、その中の一つである、文書や画

らのシステムの利用者はガルーンのアカウント配布を

像等の電子情報を Web ベースで情報共有できる、文書

行っていなかった。（本学では、ライセンスコスト低減

管理システム（Fuji Xerox 製 ArcWizShare）が、2015

のため、ガルーンのアカウント配布は対象者を限定し

年 3 月 31 日にサポート終了を迎えたため早急に更新す

ていた。）ゲストアカウントでユーザ名とパスワードを

る必要があった。

入力して利用することは可能だが、さらに使いやすく

また、役職員等の予定を公開したスケジュールシステ

するため、サイボウズの連携 API を利用した Cybozu

ムや、事務職員のみが利用可能な会議室予約システムが

Advance を使ってユーザ名とパスワードを入力するこ
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図- 1: 連携 API の動作イメージ
図- 2: SOAP のリクエストメッセージ
となく施設予約やスケジュール確認が行えるシステムを
実現した。
本稿では、2 章において本学で導入したガルーンと Cybozu Advance の概要について述べる。次に、3 章では
ガルーンと Cybozu Advance の実装と効果について述
べる。最後に、4 章においてまとめと今後の課題につい
て述べる。

サイボウズ ガルーン 4

2

ガルーンは、300 人以上の規模向けを対象としたエン
タープライズ製品の国産グループウェアである。個人
やグループのスケジュールを登録・変更できる「スケ
ジュール」、メール送信・返信ができる「メール」といっ
た基本機能に加え、部署や組織ごとにカテゴリを分け
て連絡事項を伝えるこができる「掲示版」、施設・備品
ごとに予約可能者や予約可能時間を設定できる「施設
予約」、ファイルのバージョン管理ができる「ファイル
図- 3: SOAP のレスポンスメッセージ

管理」、申請・承認を電子決裁することができる「ワー
クフロー」等のさまざまな機能が備わっている。サイ
ボウズ Oﬃce と比較すると、ユーザー管理については、

り、他システムとのデータの送受信が可能となる。連携

役員・部長・秘書等の役職や派遣職員といった属性別の

API の動作イメージを図 1 に、ガルーンの連携 API 機

「ロール」を作成することができ、各機能ごとに「組織」

能例を表 1 に示す。

「ユーザー」
「ロール」単位でのアクセス権を設定するこ

例として、ガルーンの各アプリケーションの使用状況

とができる。また、認証については、LDAP 連携・AD

を確認するリクエストメッセージと、それに対するレ

連携やシングルサインオンに対応し、きめ細やかな管理

スポンスメッセージのサンプルをそれぞれ図 2、図 3 に

を行うことができるため、ガルーンを採用した。

示す。図 2 はメッセージ中の Username：xxxxxxxxxx、

Password：xxxxxxx（ログイン情報）と BaseGetApplicatinStatus （ガルーンのアプリケーションの使用状況
のパラメータ）を返すようリクエストメッセージを送信

2.1

ガルーン連携 API

し、図 3 はそのリクエストに対して BaseGetApplicatin-

ガルーンの機能を外部のプログラムから利用する仕
組みとしてガルーン連携 API（以下、
「連携 API」とい
う）がある。SOAP（Simple Object Access Protocol）

StatusResponse（ガルーンのアプリケーションの使用
状況のパラメータ）が active（使用）か deactive（使用
停止）かを応答している。

形式のインタフェースで、メッセージの記述に XML を、
データ伝送に主に HTTP を用いる。この連携 API によ
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名称

表- 1: ガルーン連携 API の機能例
機能

スケジ

スケジュールの登録/変更/削除/検索

ュール

フォローの追加/削除

メッセ

メッセージの登録/変更/削除/検索

ージ

フォローの追加/削除
掲示一覧・詳細の取得

掲示版

掲示の作成/変更/削除/検索
添付ファイルのダウンロード、等

ファイル
の管理

図- 4: 大判プリンタの予約画面

フォルダ、ファイルの情報取得
ファイルの登録/取得/更新/削除、等

表- 2: 大判プリンタの予約状況（件数）
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度

メールアカウント情報の取得
アカウント単位でのメールの送信/削除

4月

20

47

43

フォルダの作成/変更/削除、等

5月

33

29

48

ワーク

申請データの承認/書出し

6月

24

35

55

フロー

添付ファイルのダウンロード、等

7月

27

38

62

8月

19

11

メール

2.2

9月

34

28

10 月

29

57

11 月

30

61

12 月

14

15

1月

17

20

2月

30

21

Cybozu Advance

連携 API を用いてプログラムを作成する場合、独自
で XML のエンコードやデコードが必要になる。しかし
ながら、JavaScript を用いて開発する場合は、サイボウ
ズ・ラボ社が連携 API にアクセスするための JavaScript
ライブラリとして Cybozu Connect を公開している。さ
らにスケジュール機能を拡張した Web アプリケーション
としては、Cybozu Connect や jQuery 等の JavaScript

3月

27

33

合計

304

395

227

ライブラリにより作成された Cybozu Advance が公開
されている。JavaScript や HTML を変更することで利

ガルーン導入に伴い、今年の 4 月中旬よりガルーン

用者の意図に合わせた Web アプリケーションを作成で

の施設予約に登録を行い、Web 上で予約できるように

きる。

変更した。これにより、利用者側では当センター職員が
不在でも予約可能になり、現在の予約の空き状況につい
ても Web 上で確認できるようになり、利便性が高まっ

Cybozu Advance の実装と効果

3
3.1

た。また、当センター職員の電話対応業務も軽減した。
平成 25 年度から平成 27 年度の大判プリンタの予約状

実装

況を表 2 に示す。昨年度と今年度では 5 月以降の利用実

アカウント配布対象外の方にも公開したい施設予約や
スケジュールはいくつかあり、試作として総合メディア

績が増えており、これは予約しやすくなったためと考え
られる。

基盤センター米子サブセンター（以下、
「当センター」）
の大判プリンタサービスの施設予約・スケジュールを公
開するための実装を行った。利用者側からの閲覧画面を

4

図 4 に示す。

まとめと今後の課題
職員向けのシステムとして、ガルーンというグループ

ウェアを導入した。このグループウェアの導入により、

3.2

文書や画像ファイルを Web ベースで共有、スケジュール

期待される効果

の登録・確認や会議室等の施設予約が、全学で利用できる

大判プリンタの利用予約は、昨年度まで電話での予約

ようにし、利便性を向上した。また、Cybozu Advance

受付を行っていたが、当センター職員が不在の場合に予

の実装により、大判プリンタの施設予約・スケジュール

約ができない、現在の予約の空き状況が見えないという

確認についてはアカウント発行対象外の方もユーザ名

問題があった。

とパスワードを入力することなく利用できるようにし、
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利便性を向上した。
今後の課題として、講義室や授業スケジュールについ
ても施設予約やスケジュール確認ができるよう、サービ
ス拡充に取り組みたいと考えている。また、予算の関係
上、一部の職員にライセンスが配布できていないため、
全職員がガルーンを利用できるように努めたいと考え
ている。
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