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Zimbra
Collaboration
オープンソース・メッセージ発信とコラボレーション

Zimbra Collaborationとは？

主な利点

Zimbra Collaborationとはオープンソースメッセージ発信とコラボレーション
ソリューションであり、５０００以上の会社、公共セクタ顧客、１４０カ国以上
で１億人以上のエンドユーザーを持つ。ZimbraはEメール、
アドレス帳、
カレン
ダー、
ファイル共有や’タスク管理を総合的に備えている。
また、Zimbra Webク
ライアント、MS Outlook、Mozilla Thunderbird、その他の基準に基づくEメール
クライアントやモバイルデバイスからアクセスが可能。Linuxの従来のバイナリ
インストールとして、あるいはZimbraのいずれかのホスティングプロバイダー
を通して展開することができる。

• オープンソース・メッセージ発信と、
完全機能のEメール、
カレンダー、
電話帳、
ファイル共有やタスク管理
を含んだコラボレーションソリュー
ション

主な利点

• 豊富で定期的なWebと、複数のプ
ラットフォームでのオフライン経験

Eメールとコラボレーションソリューションの高可用性を確保

Zimbraは洗練されたEメール、カレンダーやコラボレーションの機能を持つ
と同時に、展開や管理する上で単純化され、Microsoft Exchangeの半額であ
る。Zimbraはあらゆるクラスのサービスを様々なユーザーに提供しているた
め、特に多様な大手の会社や組織にとって魅力的である。Zimbraは、
仮想化、
オンラインでのバックアップや修復でのサポートの高可用性を確保している。
それは、個人のメールボックスレベルも含む。

最高のエンドユーザーエクスペリエンスを提供

オンラインのWebブラウザー
（Firefox,Chrome,Internet Explorer, Safari)を通
して、
またはMS Outlookを通して、全ての主要なプラットフォーム
（Windows,
Mac, Linux)の豊富で、定期的なユーザー経験を提供している。合理的なブラ
ウザーインターフェースは、
自然な会話を可能にし、豊富な創作やカット＆ペ
ーストトを可能にし、洗練された容易で適用可能なフィルターを提供する。ユ
ーザーは、Eメールの大量のインポックスやボイスメールのメッセージ、多数の
カレンダー、連絡先やタスク管理リストを簡単に管理したり’検索したりするこ
とができる。

• ライセンスやハードウェア、オペレ
ーションの貯金により、Microsoft
Exchangeより50％低価格になる

• 非常に大きなメールボックスに対
する強力な検索能力とサポート
• シンプルで強力なWebベースや
CLI管理
• 方針管理を含む、携帯機器（タブレ
ットやスマートフォン）へのサポート
• Microsoft Outlookとの完全同期
• Eメールの暗号化やデジタル署名
のためのS/MIME、
Department
of Defence Common Access
Card (CAC)に対するサポート

単純化されて統合した統一コミュニケーション

音声電話の発呼、ボイスメール、チャットとユーザーの配置を提供するため
に、IT管理者は簡単にZimbraを統一コミュニケーションソリューションに接続
することができる。Zimbraはシスコとミッテルへの統合を含み、オープンAPIを
通して他の統一コミュニケーションソリューションをサポートしている。
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管理とメンテナンスを減らす

Zimbraは、いつでもどこでもIT管理者が安全にアクセスでき、使いやすいWeb
ベース管理コンソールを持つ。
コンソールを通して、管理者は大きな組織内で
の多種多様なユーザーのアクセスとポリシーを容易に管理できる。Zimbraは
エンドユーザー自己管理サービスによりエンドユーザを強め、IT管理やオーバ
ーヘッドを少なくし、エンドユーザーの満足度を高める。
Zimbraは階層ストレージ管理とマルチ・テナント型の両方をサポートする。階
層ストレージ管理は、段階ストレージを通してストレージのコストを最適化す
る。マルチ・テナント型は、ホストされた環境の中でサービスプロバイダーがコ
スト効率よく、複数の事業をサポートすることを可能にする。

主な特徴
高度なWebクライアント

• ドラッグやドロップ、
タグ付けや会話表示などのアプリケーション機能を
持つブラウザベースインターフェース
• 認証されて暗号化されたEメールのメッセージを送信・受信する機能を
持つ。
• 広範囲での検索ベースのインボックス。保存された検索フォルダー
• 革新的なカレンダー・ウィザードは、大きな会議のための最適時間と場所
を数秒で検索することができる。
• インボックス、連絡先、カレンダーやタスク管理などを効果的に同僚と共
有し、
コラボレーションすることができる。

主な利点
• 階層式の保管および管理は、
コス
トを削減し、
より大きなユーザー・
メールボックスを展開する
• シスコとミッテルのボイスメールと
統一なコミュニケーションを統合
• Zimletsにより他のアプリケーショ
ンやサービスに接続する上で拡
張性が高まる
• KVMとvSphereの仮想化をサ
ポート
• OpenLDAP、Jetty、MySQL、NGI
NX、Postfix、Apache Luceneなど
のオープンソースコンポーネント
を導くために使用され、Red Hat
Enterprise LinuxやUbuntu、他
のLinuxディストロに作動する
• Linuxの固有のインストール
か、Zimbra SaaSプロバイダーを
通してかを柔軟に選択することが
できる

• 自由な時間や忙しい時間にも企業カレンダーを堅固なものにすることが
できる。MS Exchangeと互換できる
• マッシュアップまたはアプリケーション・タブなどの第三者のサービスを
集積するコミュニケーション「ハブ」を更新する。

Webベース管理

• リアルタイムでメールボックスをバックアップし、修復する。ネイティブ
階層ストレージ管理
• 法令遵守のためのクロス・メールボックスの発見と削除
• 統合したスパム対策、
ウイルス対策とディレクトリサービス(LDAP、
ア
クティブディレクトリ）

• オープンWebサービスAPIsとRESTインターフェース

統合した統一コミュニケーション

• 音声電話の発呼、ビジュアル・ボイスメール、着信暦、在席情報とイン
スタントメッセージングにおける、
シスコとミッテルとの統合
• eZuceなどの第三者統一コミュニケーションソリューションとZimbraが
働くようにZimbra SDKをサポートする
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柔軟なデプロイメントオプション
専用かマルチテナント
• ホスティングとサービス・プロバイダーのマルチ・テナント型と委任され
た管理をフル・サポート
• 各アカウントの制限の設定管理や領域設定を作ることを役割ベースとし
た委任された管理
• カスタマイズ可能なWebクライアント経験
• CoS機能を使用したエンドユーザの特徴、割当と保管の方針の管理

「Zimbraはクラウドの完全
なコラボレーションプラットフ
ォームであり、立証されたス
ケーラブルなコスト削減ソリ
ューションである。Zimbraは
ITを簡素化し、
ユーザーの生
産性を大幅に向上。」
Joe Trifogli、CIO、ZipRealty

サーバーまたはSaaS
• Zimbra SaaSパートナーを通して、またはLinuxの従来のバイナリ・インス
トールとして展開するオプション

他のデスクトップEメール・クライアントのサポート
• Messaging Application Programming Interface(MAPI)とMS Outlook
2013/2010/2007/2003を同期させ、S/MINEに対する全面的な権限、オフ
ライン・アクセスとサポートを提供する

• すべてのPOP3,IMAP4,Webに分散されたオーサリングとバージョニング
(CalDAV)カレンダー延長、そしてWebに分散されたオーサリングとバージ
ョニング(CardDAV)クライアントのvCardの延長をサポートする。

携帯アクセス
• iOS, Android, BlackBerryと Windowsのスマートフォンやタブレットと同
期できる

• ユーザアカウントのデバイス消去、PINとデバイス管理特徴を含む携帯セ
キュリティ・ポリシーをセットする能力
• どのスマートフォンやどのタブレットでも経験できる豊富なブラウザベース
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「Zimbraを導入することに
よって、
ワールドクラスのコミ
ュニケーションサービスを社
員に提供することができる。
ま
た、
コストを削減し、
その分を
患者の世話や医療器具へ再
投資することが可能となる。」
ケビン・スーコプ、
シニア・システ
ム管理者、モンロークリニック

Zimbraについて
Zimbraは、約5,000以上の会社から信頼を得ており、その中にはNTTコミュニケー
ション、
コムカスト、
デル、
カドベリー、
インベストテック、
ラックスペース、
レッドハ
ット、H&R ブロックやボーダフォンなどの世界的な企業も含む。力強いオーペン
ソースのコミュニティーと世界的なパートナーネットワークにより、Zimbraは世界
3番目に大きな協同プロバイダーである。Zimbraの会社本部はフリスコ・テキサ
スにあり、事務所はカリフォルニア州サンマテオ、
ロンドン、
シンガポール、東京と
インドのプネーにある。更に情報を得たい方は次のサイトを参照Zimbra.com あ
るいは、次のサイトにてご連絡ください：Twitter, Facebook と LinkedIn
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