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01. メールとチャットの違いを理解する

● メールとチャットの違いをさぐる

● メールとチャットを比較する（機能面）

● メールとチャットを比較する（使用面）

02. メールとチャットの特性を活かす！

● メールの優れた特性を整理する

● チャットの優れた特性を整理する

03. 実践！メールとチャットの使い分け

● シーン別：メールとチャットの使い分け

○ 新規顧客や久しぶりの相手への連絡

○ 日常の業務連絡

○ エビデンス（証拠）が必要な連絡

○ 緊急時の連絡

○ お礼や感謝の連絡

○ テレワーク時の連絡

● 組織内で推奨する「方針」を決める

● ここまでのまとめ
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メールとチャットの違いをさぐる
コミュニケーションツールとして知られている「メール」と
「チャット」ですが、その違いは用途によってさまざまな比較の基
準が存在します。ここでは、組織や企業の中で利用される “視点” を
意識して解説していきます。

決定的な違いは、
コミュニケーションの相手を

「特定できるか・できないか」

メールとチャットの違いを「機能面」と「使用面」
　から比較し、理解の下地をつくりましょう。　　

端的にいうと「メール」は、不特定の相手に連絡を取ることができ
るため、組織や企業で利用する場合には、1対1での連絡を基本とし
ながらも、”メールマガジン” など不特定多数の相手への手段として
も利用されています。

一方「チャット」は、あらかじめ相手を特定して、コミュニケー
ションをはかるため、昨今話題となっている “サイバー攻撃” など、
第三者からの危険な行為を避けることができ、セキュリティ面で安
心できます。それぞれ “利用のメリット” があるため、備わっている
「機能面」と、実際の「使用面」から、改めてその違いや特徴をさ
ぐっていきましょう。

機能面 使用面
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メールとチャットを比較する（機能面）
メールとチャットの機能として備わっている特徴を、6つの側面から
比較しています。異なる特徴を理解していきましょう。

メール チャット

編集・削除

ファイル添付

セキュリティ

過去履歴

Mail Chat

外部連携

導入準備

機能面
　で比較！

基本的にメールサーバー
やソフトの設定が必要

ログインすることで、
すぐに利用可能

送信後の編集や削除が
できない

送信後、編集や削除が
できる

メールサーバーで容量制
限されている場合が多い

大容量のファイルを一度
に取り扱うことが可能

迷惑メールを受信する
などリスクが高い

二段階承認などに対応し
リスクが低い

案件・内容ごとに分けづ
らく履歴確認が困難

案件・内容ごとに分けら
れて履歴確認が明快

他のサービスと
連携しづらい

他のサービスと
連携しやすい
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メールとチャットを比較する（使用面）
メールとチャットの使用方法として想定されている、一般的な特徴
を以下に記載しました。それぞれの特徴を理解しておきましょう。

メール チャット

Mail Chat

使用面
　で比較！

リアルタイム即時性がむずかしく
期待しづらい

即時性を備えており
期待できる

エビデンス（証拠）

テキスト

レスポンス

緊急時

挨拶文・署名基本的には
1メールごとに毎回必要

あらかじめグループ分け
されており、省略可能

丁寧な長い文章で
用件を伝える

会話のような短い文章で
用件を伝える

送信・返信の文章作成に
手間がかかる

送信・返信の文章作成に
手間がかからない

証拠として信頼性があり
エビデンスの役割が可能

編集・削除できるため
エビデンスの役割は不可

緊急連絡の送信も
受信後の反応も遅い

一斉に連絡でき
受信後の反応も早い
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組織や企業で利用できない人が少ない

エビデンス（証拠）として活用できる

組織外・社外の相手に連絡がとりやすい

メールマガジンなど、情報発信ツールとして利用できる

メールは、組織や企業が職員に提供しやすいツールとして普及
率が高く、連絡手段の定番として広く認知されています。

メールで送信した内容は、あとから書き換えや削除ができない
ため、エビデンス（証拠）としての効力を保っています。
そのため、契約書や重要な文書などの “証拠” として取り扱う
ことが可能です。

メールの利用は一般的に浸透しているため、”共通の連絡手段” 
として、組織外や社外への使用が容易です。
「お互いに自分の都合がよいタイミングで対応できる」という
点で、相手に負担をかけずに連絡できます。

対象のメールアドレスがあれば、組織や企業情報を受け取りた
い不特定多数の相手に対して、メールマガジンの発行やイベン
ト告知などの “情報発信ツール” として活用できます。
広報活動の一手段として、有益な情報を届けられます。

02：メールとチャットの特性を活かす！
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メールの優れた特性を整理する
組織や企業での利用で押さえておきたい「メールの特性」を以下に
まとめました。特性としてあげられるポイントを把握しましょう。

Mail

メールの特性
を整理する！
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チャットの優れた特性を整理する
組織や企業での利用で押さえておきたい「チャットの特性」を以下
にまとめました。特性としてあげられるポイントを把握しましょう。

組織・企業で導入しやすい

送受信の相手が整理されていてわかりやすい

コミュニケーションが活発化しやすい

テキスト以外の連絡手段を備えている

ビジネス利用のチャットは、組織や企業単位で導入すること
で、セキュリティの強化をはかりながら、内部のコミュニケー
ション手段を統一、業務の効率化をはかるツールとして役立ち
ます。DX（デジタルトランスフォーメーション）の第一歩とし
ても、比較的安価な費用での導入が可能です。

あらかじめ案件やグループごとに連絡する相手を決められるた
め「関係者」が明確です。いつでもメンバーの追加・削除が可
能なため、途中からの参加でも履歴を閲覧したり、退職にとも
なうアクセス権の取り消しなども簡単におこなえます。

複数人での会話のようなコミュニケーションを実現するため、
アイデアや気軽なテキストでの発言がうながされます。
関係者間のコミュニケーションが活発化しやすくなります。

チャットの特性
を整理する！

よりよいコミュニケーションを強化する機能として、業務の 
“タスク管理” や関連する “ファイル管理”、オンラインでの 
”ビデオ／音声通話” を実現する基本機能が備わっています。
複合的に利用することで、効率のよい協働を可能にします。



03実践！メールとチャット
の使い分け
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シーン別：メールとチャットの使い分け
具体的なシーンを想定した、「メール」と「チャット」の使い分け
を紹介します。日々のコミュニケーション業務に役立ててください。

□　新規顧客や久しぶりの相手への連絡 ・・・

組織や企業で、はじめて接触する相手や取引先に対しては、”相手の
状況” をまだ十分に把握していないため「メール」での連絡を基本に
利用するとよいでしょう。
「最初の印象が肝心」と言われるように、初回の印象は相手に強く
残ります。そのため丁寧な文章で伝えられる「メール」でのコンタ
クトが妥当です。

また、久しぶりに連絡する相手や取引先についても、十分な信頼関
係が構築されていない場合には、基本的に「メール」での第一報が
無難です。

あらかじめ連絡手段が「チャット」で指定されている場合でも、初
回からカジュアルすぎて失礼な印象を与えないように、配慮するこ
とが大切です。

□　日常の業務連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

迅速なやりとりが期待されている「日常の業務」で利用する “連絡手
段” としては、「チャット」が適しています。

送受信でタイムラグが発生しやすく、業務が比較的とどこおりやす
い「メール」よりも、挨拶文や署名などを省いてすぐに “本題” を伝
えやすい「チャット」が仕事の能率を高めます。

「メール」の場合は、「いつ返信がくるのか？」「もしかしたら見
落とされていないか？」といった懸念が生まれる可能性があり、
「先ほどのメールは読まれたでしょうか？」のような、無駄なメー
ルの再送もおこりえます。

   Mail

   Chat
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シーン別：メールとチャットの使い分け

□　エビデンス（証拠）が必要な連絡 ・・・・・・・・・

組織や企業間でかわす “契約文書” や “重要な取り決め” などは、
送信後の編集や削除ができない「メール」の活用が適しています。

本文や添付ファイルの内容証明としてだけでなく、いつかわされた
のか ”送受信の日時” なども明確であるため、不明瞭な事由による
トラブルを回避することができます。
他のメールとは別のフォルダに振り分けたり、ブックマーク機能を
利用することで、いつでも確認しやすく便利です。

「チャット」でおおまかな “取り決め” や “交渉” をしたのちに、改
めて ”正式文書” として「メール」を活用するケースもあります。
エビデンス（証拠）を残す必要のある内容は、最終的に「メール」
で連絡するとよいでしょう。

□　緊急時の連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

急な予定変更や病欠など、緊急性をともなった連絡が必要な場合に
は、「チャット」での連絡が効率的です。「メール」の場合は、
他の用件メールの合間にまぎれこんだり、件名で緊急性が伝わらな
かった場合、確認を後まわしにされるなど、 “遅延する要因” が多く
存在します。何より関係者が多ければ多いほど、メールでの送受信
が複雑化し”宛先漏れ” などがおこる可能性があります。

「チャット」は連絡したいグループ全員への連絡が容易なだけでな
く、”タスク管理機能” を利用した返信が利用できたり、”ビデオ/音
声通話” でコンタクトをとることも可能です。

突発的な災害など、非常時に備えた “BCP（事業継続計画）対策” と
しても活用できます。

   Mail

   Chat
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シーン別：メールとチャットの使い分け

□　お礼や感謝の連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相手にお礼や感謝を伝える “特別なシーン” では、これまでビジネス
においても、手書きの「手紙」などが用いられてきました。
感謝の気持ちが伝わりやすいツールとしては、電子化された手紙、
「メール」のほうが「チャット」よりも適しています。

「チャット」は気軽なコミュニケーションを意識した連絡手段のた
め、簡潔な文章でのやりとりが好まれます。特別なお礼や感謝の気
持ちは、少々助長的でも気持ちのこもった「メール」での文章が印
象に残ります。また「チャット」の場合は “関係者全員が閲覧できる
状態” のため、かしこまったお礼や感謝の場合は、個別に「メール」
で受け取るほうが好まれる傾向にあります。
“特別感” を演出するのは、タイムラインで流れていく「チャット」
よりも、「メール」での連絡が優れています。

   Mail

□　テレワーク時の連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

同じ組織・企業の職員やスタッフ同士であっても、”テレワーク” 
など “遠隔地での協働” が必要な場合には、充実した機能がそろって
いる「チャット」に軍配があがります。

組織外・社外での連絡手段として、これまで紹介した「新規顧客へ
のアプローチ」や「エビデンス（証拠）」などのシーンでは「メー
ル」の活用が有効ですが、”テレワーク” をはじめとする、働き方の
多様性や、DX（デジタルトランスフォーメーション）が推奨される
時代の流れから、「チャット」を中心としたコミュニケーション環
境を確立していくことが効率的です。

組織内・企業内の連絡を可能な限り「チャット」に集約すること
で、時間を有効に活用できます。

   Chat
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組織内で推奨する「方針」を決める

内部コミュニケーションは「チャット」に統一！
 〜 組織・企業全体の業務効率化が加速する 〜

メールとチャットの柔軟な使い分けが、情報伝達に「差」を生みま
すが、組織・企業の「内部コミュニケーション」は、業務効率の観
点から「チャット」に統一することがポイントです。
手段を一元化することで、より円滑なコミュニケーションがはかれ
るため、この点においては “ルール” として義務化したほうがよいで
しょう。タスクやファイル管理、ビデオや音声による通話など、
チャットならではの利点をフル活用し、効果を実感してください。

Chat

組織や企業では「使い分け」自体を強制するのではなく、それぞれ
の特徴を活かして “柔軟” に活用していく余地を残した「方針」を、
“選択の目安” として示し、個人の最終判断を尊重しながらも、組織
や企業全体として “統一感のある利用” を目指すとよいでしょう。

たとえば、コミュニケーションが与える “印象” を基準に、目安とな
る “考え方” を情報共有していくなど、柔軟な使い分けの感覚が身に
つく方向性を示しましょう。

実際にツールを利用する職員や従業員が「円滑なコミュニケーショ
ン」をはかれるように “導く” ためには、組織や企業が “使い方” に
ついて、ある程度「方針」固めて知らせることがポイントです。

＜例＞
● 「丁寧であらたまった印象」を与えたい場合には、メールの

特徴を生かしたコミュニケーションが適している
● 「会話のようにテンポが軽快な印象」を与えたい場合には、

チャットを生かしたコミュニケーションが適している、など

Mail

Chat
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01章：メールとチャットの違いを理解する
まず最初に「メール」と「チャット」の違いを把握するため

に、備わっている「機能面」と実際の「使用面」から特徴を

比較し、理解を深めるための内容を紹介しました。

02章：メールとチャットの特性を生かす！
次に、組織や企業の “連絡手段” として活用する点で押さえ

ておきたい特性について、それぞれ4つのポイントに整理し

て掲載しました。「使い分け」の判断となる条件や考え方を

明示することで、柔軟な対応が求められるコミュニケーショ

ンの各場面で、”使える知識” として応用できることを想定

しています。

03章：実践！メールとチャットの使い分け
“実践で使える項目” として、組織や企業で起こっている 

“シーン” での利用を掲載しました。

6つのシーン内容をもとに、組織・企業としての「方針」を

固め、柔軟さを保ちながらも “統一したコミュニケーション

手段を定義” することについて、最後に提起しています。

職員やスタッフの皆さまが迷いなく活用できるような参考資

料となれば幸いです。
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社名 Chatwork株式会社

所在地
〒105-0003 
東京都港区西新橋１丁目１-１
WeWork 日比谷FORT TOWER

設立 2004年11月11日（創業：2000年7月15日）

資本金 1,374,906,693円

代表者 山本正喜

事業 Chatworkの開発運営
ソフトウェア販売（ESETセキュリティソフト）

URL https://corp.chatwork.com/ja/
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本資料についての問い合わせや相談は
以下まで連絡ください。

問い合わせフォーム

Chatwork製品サイト
https://go.chatwork.com/ja/
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https://mpages.chatwork.com/CW-JP-form_contact_Introduction.html
https://go.chatwork.com/ja/

