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リアルコム、Lotus Notes/Domino のセキュアな検索を可能にする、 

Google 検索アプライアンスのコネクタ製品、 

REALCOM GSA Extender for Notes V1.2 をリリース 

 

 

 

 

 

当社は、本日添付のプレスリリースを行いましたので、お知らせいたします。 

なお、本件に伴う平成 20 年６月期の業績への影響につきましては、軽微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
【報道関係者各位】           2008 年 4 月 17 日 

リアルコム株式会社 
 

 

 
リアルコム株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長兼 CEO：谷本 肇）は、Lotus Notes/Domino のアク

セス制御を考慮した検索を実現する、Google 検索アプライアンスのコネクタ製品、REALCOM GSA Extender for 
Notes V1.2 を、2008 年 4 月 21 日より出荷いたします。 

 
GSA Extender for Notes は、グループウェアのデファクトスタンダードである Lotus Notes/Domino（以下、

Notes/Domino）に蓄積された膨大な情報の中からアクセス制御を考慮した検索を可能とする、Google 検索アプライ

アンスのコネクタ製品です。 
 
Notes/Domino では、ドメイン構成やコンテンツのアクセス制御など多様な設定により、全社、部門、グループ単位

などお客様組織にあわせた運営が可能です。しかし、ユーザー企業では Notes/Domino に蓄積された数多くの

Notes データベースに格納された情報に対して、ドメイン・DB 横断検索が出来ない、欲しい検索結果が得られないと

いった課題を持っており、格納された膨大な情報を効率的に活用するための「横断的にかつ複雑なアクセス制御を

考慮して高速に検索する」ソリューションが強く求められています。 
 
今回発表する GSA Extender for Notes V1.2 は、お客様の多様な運用形態に合わせてご利用頂けるように、対

応可能な Notes/Domino 環境の多様化と安定した運用を実現いたしました。これにより、グループ企業、全社など組

織をまたがって Notes/Domino を運営頂いているお客様にも GSA Extender for Notes をご導入頂けるようになりま

した。 
 
■GSA Extender for Notes V1.2 の新機能 

 より多様な Notes/Domino 環境に対応 
複数 Domino ドメイン、複数 Domino ディレクトリのシステム構成にも対応可能となりました。これにより、組織を

またがって Notes/Domino を運営頂いているお客様にもご導入頂くことが可能になりました。 
 機能モジュールの分散配置に対応 

クローラ、アクセス制御モジュールなど、機能モジュール単位での分散配置が可能になりました。これにより、よ

りリアルタイムに近いインデキシング、安定、かつ高速な検索を実現いたしました。 
 
■グーグル株式会社からの推薦文 
グーグル株式会社 代表取締役社長 村上憲郎様 

「販売パートナーであるリアルコム株式会社の Google 検索アプライアンスのコネクタ製品、『REALCOM GSA 
Extender for Notes V1.2』の販売開始を楽しみにしていました。 
Google 検索アプライアンスと GSA Extender for Notes の組み合わせによる本ソリューションが、さらにユニバーサ

ル検索の可能性を拡大するものと期待しています。今後も Google は販売パートナーの協力を得て、お客様に安全

で最適な企業向けソリューションの提供を推進していきます。」 

リアルコム、Lotus Notes/Domino のセキュアな検索を可能にする、 
Google 検索アプライアンスのコネクタ製品、 
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■採用企業・事例のご紹介 

Google 検索アプライアンス、GSA Extender for Notes は下記お客様に採用、導入頂いております。また、お客様

からは一様に全社展開後、エンドユーザーからの不満の声、問合せが少なかったとのご評価を頂いております。 
 
◆山九株式会社様 

山九株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 中村 公一）様には、Google 検索アプライアンス、

GSA Extender for Notes をご導入頂くことで、かねてからの課題であった Notes 横断検索が可能となりました。検

索効率の向上により社内の情報が容易に発見、閲覧可能な環境になり、今後は社員による自発的な社内情報の

情報整理、情報品質の向上を目指しておられます。 
 
■発表概要 

製品名称： REALCOM GSA Extender for Notes V1.2 
情報ページ： http://www.realcom.co.jp/software/extender_index.html 
標準価格： 最小構成 50 万ドキュメント 248 万円（税別）～ 
出荷開始日： 2008 年 4 月 21 日(月) 
販売： 全国のリアルコム パートナーならびにリアルコム株式会社 
動作環境： 最新情報は随時 http://www.realcom.co.jp/ に掲載されます。 
 

■REALCOM GSA Extender for Notes の概要 
GSA Extender for Notes は、Google が提供する企業向け検索ソリューションである Google 検索アプライアンス

の Lotus Notes/Domino 用のコネクタ製品です。Google 検索アプライアンスと GSA Extender for Notes を導入する

ことにより、下記のような検索環境を実現します。 
 Lotus Notes/Domino の複雑なアクセス制御を考慮したデータベース横断検索 
 企業イントラネット、ファイルサーバーなどに保存された企業情報の統合検索 
 慣れ親しんだインターネット Google 検索のユーザーインターフェースを利用した検索 

 
■リアルコム株式会社について 

リアルコムは「人中心のエンタープライズコンテンツマネジメント」により、人・情報・ナレッジを有機的に結びつけ、

企業を活性化します。そのために、ソフトウェアとコンサルティングを一体として提供し、経営課題解決につながるソリ

ューション提供を実現しています。 
リアルコムは今日までに株式会社三菱東京 UFJ 銀行、ソニー株式会社、NTT ソフトウェア株式会社、丸紅株式会

社、三菱商事株式会社など 180 社を超える優良企業の 50 万人以上のユーザーに活用されています。 
 
■本件に関する報道関係お問い合わせ先：  

リアルコム株式会社 広報担当 伊藤 孔一（イトウ コウイチ） 
Tel：03-5835-3161 / FAX：03-5835-3181 （連絡可能な時間帯:9:30～18:30） 
E-mail： press@realcom.co.jp  Web サイト： http://www.realcom.co.jp/  

 
REALCOM、REALCOM ロゴは、リアルコム株式会社の登録商標です。 
その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 

以 上 


