
Gmail との機能比較

Outlook と

Outlook Web App (OWA)

受信トレイ

賢い自動
優先順位づけ

オフライン
アクセス

連絡先

予定表

代理人アクセス

リアルタイム
コミュニケー
ション

エンタープライズ
ソーシャル

セキュリティと
コンプライアンス



受信トレイ

• 電子メールの並び替え

• ルールの作成

• 色分け、
分類、フラグ設定

• 電子メールに
ドラッグアンドドロップで
ファイルを添付

• 会議への返信

• メールヒント

受信トレイ

色分けによる分類を各種電子メール
アイテムに割り当て 分類、並び替え

フラグ設定 Outlook のフォルダーと
Gmail のラベルの比較

メールヒントで
電子メールの連絡先の
詳細情報を表示



賢い自動優先順位づけ
OWA でのリリースを発表

賢い自動
優先順位づけ

• Clutter –ユーザーの操作から学習して
メールボックスを整理

• Gmail では受信トレイで手動での優先度フラグづけ

• [連絡先] ビュー (OWA でリリース) –

主要な連絡先からの電子メールを
すばやく表示して優先順位づけ

• Gmail にはこのようなビューはありません

• 検索候補 –ユーザーの意図を解釈し、
それに合わせた候補を提示

Clutter

[連絡先] ビュー

検索候補



オフラインアクセスオフライン
アクセス

• Outlook –オフライン時もフルアクセスが可能

• OWA

• IE 10、Safari 5、Chrome に対応
• 3 日分のコンテンツまたは 150 件の
アイテムのうちどちらか大きい方を表示

• Gmail

• Chrome のみ
• 過去 30 日以内の
電子メールのみを表示

• 連絡先の編集や追加は行えない
• 不在時の自動返信



連絡先
連絡先

• 企業のアドレス帳からチームや
組織の階層の情報を表示

• 連絡先を追加、編集、検索

• ソーシャルネットワーク
(LinkedIn や Facebook など) から
連絡先をインポート

豊富な機能を持つ Outlook の
連絡先カード

Gmail でも連絡先カードの
機能強化が進んでいますが、
(従業員 ID、会社名、役職、
マネージャーが表示可能に)

まだ十分ではありません



予定表
スケジュールの設定、共有、および代理人アクセス予定表

• 電子メールとの緊密な連携

• 会議室の検索

• 会議室から自動的に
空き時間情報を返信

• 会議の時間を新たに提案

• 高度な代理人アクセスおよび
共有のオプション

Outlook の会議室検索機能

Gmail では会議室の空き状況を
確認できません



リアルタイムコミュニケーション

• インスタントメッセージとプレゼンス

• 連絡先のプレゼンス状態と
使用可能なコミュニケーション機能を表示

• インスタントメッセージングから 1 クリックで
「全員に返信」

• ユニファイドメッセージングの統合 (ボイスメール)

• 音声メッセージと電子メール メッセージを
1 つのメールボックスに統合

• 多種多様なデバイスからのアクセスに対応

• ボイスメールを任意の再生位置に早送り

いつでもそれぞれの状況に
合わせて連絡がとれる

リアルタイム
コミュニケー
ション

Lync に Outlook および
OWA の電子メール、
ボイスメール、
インスタント
メッセージを統合



エンタープライズソーシャル
OWA で新たにリリース

エンタープライズ
ソーシャル

• グループ – Office 365 アプリケーション
全体で連絡先、プロファイル、会話、
電子メール、予定表、ファイルを統合

• ドキュメントの共同編集 – OWA の
ブラウザー内でドキュメントを編集し、
編集後のドキュメントを電子メールに
添付して送信

OWA のグループ

OWA 内でのドキュメントの共同編集



セキュリティとコンプライアンスセキュリティと
コンプライアンス

• 配信レポート

• DLP ポリシーのヒント

• DLP ポリシーの強制適用の管理

• DLP ポリシーのヒントに関するユーザー教育

• DLP によるドキュメントフィンガープリントを
サポート

• Information Rights Management (IRM)

• ボイスメールの保護

• アイテム保持ポリシー
(エンドユーザーが制御可能)

コンプライアンス –アイテム
保持ポリシー、ポリシーヒント



Gmail と Outlook 2013、OWA の比較

Gmail

Outlook

Web App

Outlook

2013

受信箱のトリアージ

エンドユーザーの生産性の向上

連絡先カード

予定表の共有

予定表の代理人アクセス

検索

S/MIME のサポート

コンテンツへのオフラインアクセス

UC およびソーシャル機能の統合

アクセス権管理

配信レポート

コンプライアンス機能

Gmail では使用できない基本機能 (フィールドごとの並べ替え、フラグのフォローアップ、

低重要度の設定、スレッドの無視、計算式の挿入など) があります。

メールヒント -受信者数、配信リストの制限、OOF メッセージなど。

Gmail の連絡先カードの基本機能には勤務先の所在地、役職、社内の階層情報などが

含まれていません。

Google カレンダーでは詳細情報の一部のみを共有することができません。

Outlook では予定表のアクセス許可をきめ細かく設定できます。

Gmail の検索機能は優秀ですが、検索対象が不明な場合は対処法がありません。

しかし、Outlook では他の方法でアイテムを検索できます。

OWA では S/MIME がサポートされています。

オフラインモードの場合、OWA では最大で過去 3 日分、Gmail では最大で過去 30 日分

(ただし Chrome のみ)、Outlook ではすべてのメッセージにアクセスできます。

Outlook ではソーシャルフィード統合に関連した機能が充実しています。
一方、Gmail では Google Plus のみをサポートしています。

Gmail では FTE のみなどの電子メールへのアクセス許可の付与はできません。

Gmail では既読の受信者は把握できますが受信者に配信されたかどうかは把握できません。

Gmail にはアイテム保持ポリシーやポリシーヒントなどのコンプライアンス機能がなく、

サードパーティの DLP ツールが必要です。

備考
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