Google Workspace と Microsoft Oﬃce の
使い分けの指針や互換機能
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制作・著作： 株式会社ストリートスマート

はじめに
こんにちは！ 株式会社ストリートスマートです。
私たちは、Google Workspace の効果的な活用をご支
援して ります。
これまでに多 の企業様の Google Workspace の導
入や効果的な利用をご支援して ました。
多 の企業様では、Microsoft Oﬃce を利用している
こと 一般的です。そして、現実的には、Google
Workspace 利用開始後も、（企業様によって重みは
異なります 、）ある範囲に いて、Microsoft
Oﬃce も利用し続けられること 多いです。
この小冊子は、これまで個別に 伝えしていた
Google Workspace と Microsoft Oﬃce の互換機能
や使い分けの指針についてまとめたものです。
すでにGoogle Workspace をご利用中の企業様にも有
益な情報と思います。
ぜひ、最後まで 読みいただけると幸いです。
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Google ドキュメントエディタ
の特徴
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Google Workspace はチームで働くためのツール
Google Workspace はチームで働 ための革新的な
ツールです。
どこ らでも、どのデバイス らでも、安全に、協働
的に生産性高 仕事 で るし け 、た さん組み
込まれています。
すべての情報・資料はクラウド上に一元的に管理され
ること、操作はシンプル・簡単であることにより、ス
タッフ全員 同じスタイルで再現性の高い仕事を行い
やす 、組織の生産性向上を可能にします。
この協働的で生産性の高い働 方を実現するための
”肝”となるサービス Google ドライブと、Google
ドライブに内包される Google ドキュメントエディタ
です。
この小冊子では、Google ドキュメントエディタに
フォーカスをあててご説明します。
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ファイルの一元管理
どこからでも安全に
常に最新
統制しやすい

マルチデバイス
URLで伝達・共有

オンライン型文書作成ツール「Google ドキュメントエディタ」
Google Workspace には、Google ドライブに同梱さ
れる、ビジネス文書の作成や編集をブラウザ ら直接
行うこと で るツール群「Google ドキュメントエ
ディタ」 あります。専用のソフトウェアは必要とせ
ず、Google Workspace と同様にブラウザ らアクセ
スで ます。複数のユーザーで同時に作業で 、すべ
ての変更 自動的に保存されます。
Google ドキュメントエディタ のユーザーインター
フェイスは、すでに多 の方 利用している
Microsoft Oﬃce を尊重して、設計・開発され提供さ
れています。（はじめて Google ドキュメントエディ
タ を扱う利用者の学習コストは小さ なるので。）
し し、ツールのコンセプトは異なりますので、利用
者はその違いを理解して利用すること 大切になりま
す。
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Google ドキュメントエディタ
ドキュメント

文書作成ツール

スプレッドシート

表計算ツール

スライド

プレゼンテーション
ドキュメント作成ツール

フォーム

ウェブアンケート

Google ドキュメントエディタと Microsoft Oﬃce の重なりや違い
下図は「Google ドキュメントエディタと Microsoft Oﬃce では、同じ機能もあるけれど、
それぞれの特徴やユニークな機能 ある」ということを伝えたい概念図です。
次ページ らの3ページでは、Google ドキュメントエディタ の特徴をご紹介します。

ドキュメント スプレッド
シート

スライド

● チームで働くためのツール
● 過度・華美な機能を
削 落としている
● バージョン・履歴管理に
優れている
● 不要なファイルの複製を
生まない
● 資料の”改ざん”を行いづらい
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ワード

パワー
エクセル ポイント

Google ドキュメントエディタの特徴 1 - 共同編集の”本家”であり”元祖”
チームメンバーや社外のユーザーと、1 つのドキュメ
ントを同時に編集で ます。”いま”、共同編集者 入
力している編集内容を確認したり、ドキュメントに組
み込みのチャット機能でドキュメント ら離れること
な 認識合わせのコミュニケーションをで たりしま
す。
また、コメント機能を活用し、メンバーに質問・確認
で ます。(右上図)
Google ドキュメントエディタのすべてのツールで
は、ドキュメント（ よびドキュメント内の指定箇所
やスプレッドシート内の指定セル）には、世界で1つ
のURL 生成されるので、そのURLをシェアして、ド
キュメントを共有することになります。
（右下図はスプレッドシートのセルのURLを取得する
様子）
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ドキュメント内でコミュニケーション

スプレッドシートのセルもURLで認識・共有

Google ドキュメントエディタの特徴 2 - 一元管理が実現できる理由
Microsoft Oﬃce のファイルをチームで取り扱う場
合、パソコンにダウンロードしてデスクトップアプリ
で作業した際に、ファイル名にバージョンを識別する
文字（名前や日付など）をつけて管理する経験はあり
ません 。この場合、以下のような不便さや非合理を
経験したこと あると思います。

スライドでのバージョン管理の様子

● 間違って古いバージョンを成長させてしまった。
● 最新のマスタファイル

、なぜ ○○さんのパソコンに。

Google ドキュメントエディタは、オンライン版し
ありません。そして、Google ドキュメントエディタ
自体にバージョン（版）管理の機能 あります。バー
ジョンごとに誰 どこを更新した を確認で ます。
また、バージョンには任意の名前を付けられ、どの
バージョンにも即時に戻すこと で ます。
このため、不要なファイルの複製を生まず、ファイル
の一元管理 実現で ます。
Google ドライブにもバージョン管理の機能 あり、Microsoft Oﬃce ファイル、
Adobe ファイルもバージョン管理で るようになります。(右下図)
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Google ドライブでPDFをバージョン管理

Google ドキュメントエディタの特徴 3 - ”気が利いている” 機能たち
どこ らでも、どのデバイス らでも、安全に、協働的に生産性高 仕事 で るし け 、
まだまだ沢山あるのです 、紙面の関係上、3つご紹介してこのセクションは終わりたいと思います。
1. 承認後に編集ロック

2. 画面右上の利用者アイコン

3. 実際に資料作成できるスマホアプリ

Google ドキュメントエディタ に
は、簡易的な承認ワークフロー機能
あります。
承認プロセスに入ると、編集で な
なります。また、承認後には、確
定として編集不可とすることもで
ます。

Google ドキュメントエディタの画面
右上に現れる、今アクセスしている利
用者アイコンの表現には、意味 あり
ます。” っ り”表示の利用者は、い
ままさに何 している人。
そして、そのアイコンをクリックする
と、カーソル ある位置にジャンプ。

Google ドキュメントエディタのスマ
ホアプリは優秀です。一 ら新たに体
裁を整えな ら資料を作るのは難しい
もしれません 、テンプレートを複
製して資料を作成してい ような手法
であれば、外出先での隙間時間で資料
作成 で てしまいます。
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2
Google ドキュメントエディタと
Microsoft Oﬃce の互換機能の特徴
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互換機能の概要
先にも述べました 、Google ドキュメントエディタ
は、すでに多 の方 利用している Microsoft Oﬃce
を尊重して、設計・開発され提供されています。
具体的には、Microsoft Oﬃce ファイルを Google ド
ライブに格納することで、ブラウザ ら内容を閲覧・
編集で るようになります。
[Google ドキュメントエディタ ⬅ Microsoft Oﬃce]

また、Google ドキュメントエディタで作成したド
キュメントは、Microsoft Oﬃce のファイルに変換で
ます。
[Google ドキュメントエディタ ➡ Microsoft Oﬃce]

し し、ツールは別ものですので、100%の互換性
あるわけでないの 現状です。
参考資料では、弊社での利用の経験や検証 ら、（弊社の観点
になります ）互換性の品質について 伝えします。
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Google Workspace で Microsoft Oﬃce ファイルを扱う3つの方法
[Google ドキュメントエディタ ⬅ Microsoft Oﬃce]
Google ドライブに格納した Microsoft Oﬃce ファイルを取り扱う方法は3つあります。
1. プレビュー
例えば、ドライブに保存されている
エクセルや Gmail に添付されたエク
セルを、ブラウザ上で閲覧で る機
能です。
ドライブに保存されているエクセル
であれば、コメント機能も利用で
ます。
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2. Oﬃce ファイルの編集
例えば、ドライブに保存されているエ
クセルを、スプレッドシートの機能を
通じて閲覧のみならず編集・保存する
機能です。
補足資料では、この機能での互換性を
評価しています。

3. Google ドキュメントエディタの
ファイルに変換
例えば、ドライブに保存されているエ
クセルをもとに、新しいGoogle スプ
レッドシートを作成します。
Google スプレッドシートとして成長
させてい ます。

Google ドキュメントエディタの文書を Microsoft Oﬃce に変換
[Google ドキュメントエディタ ➡ Microsoft
Oﬃce]
Google ドキュメントエディタ では、Microsoft
Oﬃce ファイルに変換してダウンロードで る機能
ついています。（Google スライド では、パワーポイ
ントファイルに変換）
弊社での利用の経験や検証 ら、互換性の品質につい
ては、後続の補足資料をご参照 ださい。
また、「変換してダウンロードすると、フォント
し なる。」とご相談をいただ こと あります。
これは、パソコン側のフォントに対応するフォント
ない場合 多いです。次ページで解説します。
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Google スライド を パワーポイント に変換

ご参考 - ダウンロードした際に、意図しないフォントになる理由
Google ドキュメントエディタ ではフォントを選択で
ます。
右上図では、Google スライド内で Arial フォントを
指定しています。し し、Arial は日本語フォント
ないため、半角英数字は Arial 効いています 、日
本語は、このブラウザで設定されている游明朝体フォ
ントで表示されています。
この状態で、PDFに変換してダウンロードすると、
PDFでは游明朝体フォントを持っていないため、日本
語のフォントの雰囲気 変わってしまいます。
フォントは、Google 提供する日本語にも対応した
ウェブフォントを利用することを すすめします。
弊社ストリートスマートでは、M Plus 1p を利用して
り、この小冊子もこのフォントを利用しています。
Google ドキュメントエディタをメインとして利用す
る場合、この方針で特に不都合は起こっていません。
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Google スライド を パワーポイント に変換

凡例

Arial フォント
ブラウザ設定の游明朝体フォント

PDFに変換すると、日
本語 ゴシックぽ
なっている。

Google の日本語対応のウェブフォントを利用
テキストを編集で る状態で現れる
フォントのプルダウンメニュー >
[その他のフォント]をクリックする
と、左のポップアップ 現れます。
[文字]プルダウンメニュー > [日本
語]を選び、日本語にも対応した
ウェブフォントを選択します。

3
Google ドキュメントエディタと
Microsoft Oﬃce の使い分けの指針
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Google ドキュメントエディタを “主” とする場合の使い分け
このセクションでは、「今後は Google ドキュメント
エディタをメインとしてい たい」場合の、現実的な
Microsoft Oﬃce の使い分けを検討した実例をご紹介
したいと思います。
2021年時点に いて、「Microsoft Oﬃce をまった
利用しない」ということは現実的ではないと思って
います。
私ども 推奨する進め方は以下です。
1) 外部との共有の有無、そのファイルを利用する人
数、そのファイルの所有者は外部？ などの観点
で、合理的な方針案を作成
2) 上記方針案に基づ 、既存の Microsoft Oﬃce 資
産の現状を把握。必要に応じて、利用者にインタ
ビューも。
3) 上記活動に基づ 方針を最終化。利用者には、利
用者 理解・判断しやすいディシジョンツリーな
どで示す。
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事例1 現状把握（利用者へのヒアリング）前に使い分けの方針を検討
1.組織内でのドキュメントの作成・編集の観点
※ドキュメント

2.組織外との共有の観点

組織内のみでの利用の場合、右側の検討は不要

ドキュメントの複雑性
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どうしても Microsoft Oﬃce
にし ない機能を利用する必
要あり

1人

A

C

複数人

B

D

A

Google ドキュメントエディタへ速や に移行

B

Google ドキュメントエディタへ速や に移行

C

今後も Microsoft Oﬃce である必要性を確認
内容によっては、今後も Microsoft Oﬃce で継続

D

今後も Microsoft Oﬃce である必要性を確認
内容によっては、システム化 適切な可能性もあるはず

参照のみ

提供元（オーナー）

作成・編集に関与する人数

シンプル

提供先での操作

自社

他社

入力

必要

x

z

y

w

x

提出（オーナー 移管）するものは Google ドキュメントエディタ らPDFに変換し
てメール添付などで提供。
提出ではな オーナー 自社のままで、他社には閲覧してもらいたい目的の場合は、
Google ドキュメントエディタ形式で提供。「PINコードを用いたビジター共有」も活
用。

y

Google ドライブのプレビューをと

z

Google ドキュメントエディタ形式で提供。「PINコードを用いたビジター共有」も活
用。

w

Microsoft Oﬃce ドキュメントの複雑性による 、Microsoft Oﬃce での編集
になる場合、Google ドライブ上で入力・編集ですむ場合 ある。

して閲覧

必要

事例2 利用者に ディシジョン・ツリー で使い分けの方針を示す
✔ 既存の Microsoft Oﬃce ファイルの場合
シンプルな
ファイル？

YES

No

● マクロあり
● データセットのセル
の数 500 万個以上
など

共同編集
するか？

YES
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● Microsoft Oﬃce ファイル
をドライブに保存

● Microsoft Oﬃce ファイル
をドライブに保存

No

● ドライブ上で Microsoft
Oﬃce ファイルのまま編集
しても良い
● Google ドキュメント
エディタへ移行を推奨
● チームに共有し、共同編集

参考資料

Google Workspace の
Microsoft Oﬃce との
互換機能の参考情報
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変換の互換性・品質の全体感
ご支援の際に 客様 ら必ず質問されるの 、
Google ドキュメントエディタ と Microsoft Oﬃce
ファイルの変換の互換性の品質です。
作成している文書のリッチさや特性により一概に語る
ことは難しいのです 、あ まで1つのご参考情報と
して弊社の利用の経験と検証 ら、各ツールごとの互
換性の品質を示してみたいと思います。
右表は、双方のツールの変換の方向を示し、それぞれ
の互換性の品質を、ざっ り 優・良・可 で示してみ
ました。
次ページ らは、Google ドライブに格納した
Microsoft Oﬃce ファイルを直接開いて扱う場合(*1)
の機能レベルでの互換性を評価してみた情報を示しま
す。
*1. 「Google Workspace で Microsoft Oﬃce ファイルを扱う3つの方法」
のセクションで示した「2.Oﬃce ファイルの編集」です。
*2. このセクションの情報は、2021年12月時点の状況に基づ ます。
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変換の互換性・品質の全体感
変換の対象と方向
Google 側

Microsoft 側

←
ドキュメ
ント

→
→
←

スプレッ
ドシート

スライド

評価

→

良

ワード

可

PDF

優
良

エクセル

優

→

PDF

優

←

良

→

パワーポイ
ント

→

PDF

優

評価の定義
優: 変換後、ほぼ何の手直しな
良: ある程度の手直し 必要
可: 多 の手直し 必要になる

とも利用で

優

る

ワード を Google ドライブ で直接扱う際の互換性
検証機能

フォント

評価

B

備考
フォントサイズ：設定値同じだ 見た目変わる
フォント種別：近いフォントになる、対応フォント
ければ標準になる
既存依存文字：●など見た目サイズ 異なる

検証機能
な

評価

備考

画像

A

図形

B

図形内のフォント

校閲

B

校閲機能はあるものの、チェック箇所

維持されない

表

A

コメント

B

表の色付け

A

数式

C

そのまま表示される

表の枠線

B

余白

D

余白等、印刷設定情報は保持されない

スタイル

A

D

変換対象外

ヘッダーとフッ
ター

マクロ（スクリプ
ト）

D

ヘッダー、フッターともに設定で ない

ページ番号

C

高度な設定はエラーになる

ページ縦横比

A

改ページ

A

縦書

D

縦書 機能はない

脚注／文末脚注

B

機能はあるものの、レイアウトは崩れる

目次

D

画像

A

横書
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空白時の点線は出ない

評価の定義
A.
むね互換性あり（80〜100％）
B.
そこそこ互換性あり（50〜79％）
C.
一部互換性あり（10〜49％）
D.
互換性なしと思われる（0〜9%）
注意事項
※古い拡張子(dox)のファイルは互換性 ない。
※マクロ専用ファイル(docm) は変換対象外
※パスワード付 ファイルは開けない。

、編集で

ない

異なる

エクセル を Google ドライブ で直接扱う際の互換性
評価

備考

フォント

B

フォントサイズ：設定値同じだ 見た目変わる
フォント種別：近いフォントになる、対応フォント なければ
標準になる
既存依存文字：●など見た目サイズ 異なる

セルの書式

A

日付書式などの表示

セルの結合

A

セルの色付け

A

セルの枠線

B

セルの入力規
制

A

画像

A

図形

B

全般的に印刷設定

SmartArt

D

変換時にデータ

グラフ

B

Google ドキュメントの機能の範囲内に制限される

フィルタ

A

並び替え

B

検証機能
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異なる

斜め線 反映されない

保持で

ない

検証機能

評価

備考

並び替え

B

変換される

ピボットテーブル

B

小計の表示位置 異なる、グラフ
機能の範囲内に制限される

条件付

A

書式

、色並び替えなどの機能はない
表示されないなど

コメント

B

メモとコメントのうちコメントに変換される

関数

B

変換されないものもある

ページレイアウト
／印刷設定

D

ヘッダー・フッター情報等、印刷情報は保持されない

ウィンドウ枠の固
定

A

マクロ用オブジェ
クト

D

変換時にデータ

失われる

失われる

変換される 、色並び替えなどの機能はない

評価の定義
A.
むね互換性あり（80〜100％）
B. そこそこ互換性あり（50〜79％）
C. 一部互換性あり（10〜49％）
D. 互換性なしと思われる（0〜9%）

注意事項
● 古い拡張子(xls)のファイルは互換性 ない。
● マクロ専用ファイル(xlsm) は変換対象外
● パスワード付 ファイルは開けない。

パワーポイント を Google ドライブ で直接扱う際の互換性
検証機能

フォント

評価

A

画像

A

テキストボックス

A

グループ化

A

動画

D

図形

A

表

B

グラフ

C

ワードアート

B

備考
フォントサイズ：設定値同じだ 見た目変わる
フォント種別：近いフォントになる、対応フォント な
ければ標準になる
既存依存文字：テキストボックス内だと見た目変わらず
変換される

動画は削除される
尚、サイズ 大 なファイルはそもそも開けない(サイズ
上限100MB)

アニメーション
コメント

A

Ⓒ 2021 Street Smart

評価

備考

コメント

A

スライド番号

A

リンク

A

非表示スライド
／スライドをス
キップ

A

SmartArt

B

フォントレイアウト

ヘッダーとフッ
ター

C

フッターはテキストボックスに変換される、ヘッダー情
報は失われる

校閲

B

校閲機能はあるものの、チェック箇所

操作：スライド
ショー

A

異なる等変化あり

異なる

画像として貼り付けられる、色調に変化あり

テキストとして貼り付けられる、デザインに変化あり
その他注意事項
A ※古い拡張子(ppt)は互換性 ない
※パスワード付 ファイルは開 こと で ない
C
一部を除いて対応なし

線

検証機能

評価の定義
A.
むね互換性あり（80〜100％）
B. そこそこ互換性あり（50〜79％）
C. 一部互換性あり（10〜49％）
D. 互換性なしと思われる（0〜9%）

注意事項
● 古い拡張子(ppt)のファイルは互換性 ない。
● パスワード付 ファイルは開けない。

最後に
最後まで

読みいただ あり

とうございました。

当冊子 、貴社での Google Workspace の導入や効果的な利用をご支援で
て

る内容となっ

りましたら幸いです。

また、より詳し

確認されたい際は、私どものウェブサイトをご確認いただ

とともに、

問い合わせをいただければと思います。
＜ 問い合わせ先＞
株式会社ストリートスマート
Enterprise事業部 担当者あて
info@street-smart.co.jp
https://street-smart.co.jp/
https://master-apps.jp/

※社内利用以外の二次利用は禁止されたコンテンツです。
※本資料に記載されている弊社の商号（株式会社ストリートスマート）以外の商号は第三者の商号です。
また、本資料に記載されているシステム名及びサービス名等、並びにシステムのアイコン及びユーザーインターフェースのスクリーンショット等に関する
商標権及び著作権等の一切の権利は第三者に帰属しているため、原則として、当該第三者の許諾な 利用することはで ません。
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