Google Apps コラボレーションツール

Google Apps について
Google Apps は、Gmail、Google カ レ ン

コラボレーションの概要
既存のデスクトップ アプリケーションに Google Apps を導入すると、従業員、顧客、ビジネス パート

ダー ( スケジュールの管理と共有 )、Google

ナーとの間でリアルタイムのコラボレーションを実現することができます。 オンラインで文書、スプレッ

トーク ( インスタント メッセージと IP 電

ドシート、プレゼンテーション、動画を保存するため、パソコンのほか BlackBeerry や iPhone などの

話 )、Google ドキュメント ( ドキュメントの

携帯端末を使用して、いつでもどこからでも情報にアクセスできます。 SAML ベースのシングル サイン

オンライン ホスティングとコラボレーショ
ン )、Google Sites ( チ ーム サイト の 作 成

オン (SSO) サービスにより既存のセキュリティ システムや認証システムとシームレスに統合し、どのコラ

と公開 )、スタートページ ( すべてのアプリ

ボレーション アプリケーションでも情報を簡単に共有できるため、企業のドメイン内外のユーザーを招

ケーションにアクセスできる、カスタマイズ

待して閲覧や共同編集を許可することができます。 これらの機能を使用するのに、追加のソフトウェア

可 能 な ホームペー ジ )、Google Security&
Compliance を含むアプリケーションスイー

やハードウェアを購入する必要はありません。

トです。 Standard Edition ( 小さなグループ
向け )、Education Edition( 教育機関向け )、
Premier Edition ( あらゆる規模の企業向け )
からニーズに応じたエディションをお選びい

Google Apps コラボレーション ツール
Google ドキュメント、Google Sites、Google Video for business

ただけます。
詳細については、次の URL をご覧ください :
http://www.google.com/a

Google ドキュメント ( 文書、スプレッドシート、プレゼンテーション )

リアルタイムの同時編集
複数のユーザーがオンライン ファイルを同時に変更、編集することができます。 リアルタイムの共同編
集は、同僚のほか社外のパートナーや顧客と行うこともできます。
添付ファイルは必要なし
文書、スプレッドシート、プレゼンテーションのオンライン コピーを社内で共有できます。 変更内容は
すべて保存され、元に戻すこともできるため、変更内容を照合する必要はありません。
ウェブページに埋め込み可能
文書、スプレッドシート、プレゼンテーションは数回のクリックで Google Sites で表示することができ
ます。指定の HTML コードを使用して、ウェブサイトやブログ、既存のイントラネットにプレゼンテーショ
ンを埋め込むことができます。
ウェブで公開
離れた場所にいる相手にプレゼンテーションを表示したり、従業員が閲覧できるよう社内のウェブペー
ジに文書やスプレッドシートを公開することができます。
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Google Apps コラボレーションツール
アンケートやウェブ フォームを簡単に作成
Google ドキュメントのスプレッドシートにあるフォーム機能を使用して、アンケートのデータや登録情
報を収集するフォームを簡単に作成することができます。 フォームはウェブページとして公開したり、ウェ
ブサイトに埋め込めるほか、メールで送信して、直接返信された回答を Google ドキュメントのスプレッ
ドシートに自動入力することもできます。
カスタマイズ可能なテンプレート
名刺やレターヘッド、従業員のタイムシートなど、Google ドキュメントのテンプレート ギャラリーでは
Google や他の会社が作成したビジネス テンプレートを提供しています。
オンラインでのファイルの管理とアクセス
Google ドキュメントのファイル ( 文書、スプレッドシート、プレゼンテーション ) はすべてウェブベース
の Google ドキュメント リストからアクセス、検索可能で、BlackBeerry や iPhone などの携帯端末も
含め、どこからでもファイルにアクセスできます。 並べ替えオプションやフォルダを使用して、ファイル
を簡単に一元管理できます。
従来のファイル形式を使用したシームレスな作業
.doc、.xls、.csv、.ppt、.txt、.html、.pdf などの形式のファイルをインポートして、共同編集、公開、
エクスポートすることができます。

Google Sites

あらゆる種類のウェブサイトの作成 便利な機能を備えた使いやすいインターフェースで、企業イントラ
ネット、チーム サイト、プロジェクト サイト、部署のサイト、トレーニング サイト、ウィキなど、さまざ
まな種類のウェブサイトを作成できます。 作成したサイトは社内や社外のビジネス パートナーや顧客と
共有することができます。
リッチ コンテンツの埋め込み
文書、スプレッドシート、プレゼンテーション、動画、ウェブ フォーム、写真のスライド ショー、ガジェッ
トなど、すべて 1 か所にまとめて表示できます。プログラミングの知識は必要ありません。
コンテンツの分散管理
プログラミングやシステムの専門知識がなくても、新しいサイトを作成したり、ウェブページを更新でき、
技術面でのサポートが必要ないため、従業員は内容の充実に専念できます。 また、複数の従業員やチー
ム全体にサイトの編集権限を与えて、情報を最新の状態に保つことができます。
簡単に情報を検索
Google の検索技術が内蔵されているため、有益な社内サイトやウェブページをインターネット検索と同
じように簡単に見つけることができます。

2

Google Apps コラボレーションツール
Google Video for business
強力なメディア より多くの情報をすばやく共有できるため、社内トレーニングや経営陣からのメッセー
ジなどの社内コンテンツをより身近で魅力あるものにできます。サイズの大きい動画ファイルの管理は
不要 動画は Google で安全に管理、配信されるため、サイズの大きい動画ファイルをメールで送信した
り、ローカルで保存したり、動画共有ソリューションを導入する必要はありません。
誰でも参加可能
動画の共有は簡単で、特別なソフトウェアをインストールしなくても、標準のブラウザで再生できます。
どこでも埋め込み可能
Google Sites、既存のイントラネット、ウェブページなど、どこでも簡単に動画を表示できます。

コミュニティ機能
評価やコメントを付けたり、他の人が見つけやすいよう、タグを追加できます。 管理者は、講義、会議、
トレーニング、エンジニアリングなど、推奨するタグ リストを作成することもできます。
動画の一元管理
管理者はアップロードされた全コンテンツを確認し、必要に応じて動画を削除できます。 Premier
Edition のドメインでは、ユーザー アカウントあたり 3 GB の動画容量が割り当てられます。容量はドメ
イン全体で共有できるため、すべての動画のコンテンツを 1 か所でアーカイブすることもできます。
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Google Apps コラボレーションツール
管理者向けの情報
機能

詳細

価格

アカウントあたり年間 6,000 円含まれるアプリケーション
Gmail、Google トーク、Google カレンダー、Google ドキュメント、
Google Sites、Google Video for business
使用状況レポート、ディスク容量、アカウントのプロビジョニング（ア

管理者用コントロール パネル

カウント数の制限なし）
独自のユーザー管理システムを使用して、ユーザー アカウントを管

Provisioning API 		

理し、Google Apps ユーザーを同期できます。
独自のレポート作成システムを使用して、レポート（使用データ、ユー

レポート API 		

ザー情報、統計情報など）を表示、生成できます。
Google Apps では、すべてのアプリケーションに対して安全なユー

認証

ザー認証システムを提供します。SAML ベースのシングルサインオン
（SSO）サービスを使用して、独自の認証システムを Google Apps の
ウェブベースのログインに統合し、セキュリティを強化することもでき
ます。
ユ ー ザ ー が Gmail、Google カレンダー、Google ド キュメント、

SSL 			

Google Sites にアクセスする際は、自動的に SSL（SecureSocket
Layer）接続が使用されます。
サードパーティのアプリケーショ Google のメッセージ サービス、
コラボレーション サービス、
エンター
プライズ検索サービスを統合、拡張するソリューションを提供するベ

ンとサービス

ンダーを紹介しています。
BlackBerry や iPhone などの携帯端末から Gmail、Google カレン

モバイル アクセス

ダー、Google ドキュメント、Google Sites にアクセスできます。
ドメイン外でのコンテンツの共有を制限するなど、Google ドキュメ

共有管理 		

ント、Google Sites、Google カレンダーのユーザー共有権限のポリ
シーを設定できます。
オプションでテキストベースの関連性の高い広告を表示できます。こ

広告表示

のオプションはデフォルトで無効になっています。
オンライン サポート

グループ、管理者とユーザー向けヘルプセンターをご用意しています。

年中無休のサポート

システム上重大な問題にはメールと電話でのサポートを提供します。

対応ブラウザ

Internet Explorer 7 以降、Mozilla Firefox 3 以降、Safari 3.1 以
降をサポートしています。
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