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高等教育機関を含むパブリック セクターのお客様を担当。

現在、東日本の文教分野のお客様に教育/研究 DX 成功へ向け

ネットワークレイヤーからクラウドまで広く提案と支援を行う。
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Google の教育機関への取り組み



Google の教育への取り組み

誰もがどこからでも効果

的に教育、学習できるよ

うにする

170 M+*
全世界で  Google Workspace 

for Education を利用している児

童生徒と教育者の数

* 参考資料 : Google Workspace for Education の概要

https://edu.google.com/intl/ALL_jp/products/workspace-for-education/


実行段階に移行した教育機関の DX



大学は高等教育だけでなく、研究と業務についての DX 変革が求められている
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101001

10010110

教育 DX

学修者本位の教育、学びの質

の向上と、リカレント教育や

生涯学修が DX の高度化と

機能拡張で取得可能業務 DX

事務的処理のデジタル化による

高付加価値業務へのシフト

データの代々活用による諸機能

の高度化と新たな価値創出

研究 DX

DX による研究を高度化し

先見的な研究、オープン

サイエンスへと導く

機能拡張で産学官連携教育



Google とともに

教育 DX、業務 DX をスマートに実現



Google Workspace for Education でコラボレーションを促進

リアルタイム共同編集、作業 一元管理、保存と検索

場所を問わずグループと連携 簡単かつ安全に管理

Gmail
カスタムメール

Google Chat
情報共有やディスカッション

Google Classroom
課題の一元管理、コミュニケーション

Google カレンダー
予定管理、課題期限、会議イベント調整

Google Meet
オンライン授業、プレゼン、講義、会議

Google ドキュメント
メモから本格的なレポート作成

Google フォーム
アンケートやテスト作成

Google スプレッドシート
表作成から高度な関数を使用した集計

Google サイト
グループ独自のサイト

Google スライド
学習や研究結果の発表用プレゼン作成

Google ドライブ
クラウド  ストレージ

Cloud Search
Google 技術で情報をスマートに検索

アサインメント
採点にかかる時間を節約

Google 
管理コンソール
セキュリティと管理機能

電子情報開示
データの保持、アーカイブ、検索

セキュリティ センター
脅威を未然に防ぎ、監視を自動化

セキュリティ調査ツール
フィッシング、スパムなどを解決



業務 DX の推進: Google Workspace が役立てること

データの共有と活用

学びのデータをクラウドに集約して保存し、活

用することで学生間の連携を推進

Google 技術で情報を検索

教育機関で持つデータを横断的に検索、活用

することでより良い学びのための情報を利活

用

働き方の効率化

Google Workspace で教員の業務を効率化

し、長時間労働や不必要な残業を低減

教職員の研修

Google Workspace の Google Meet 機能

を利用して遠隔地からでも研修に参加、教職

員の知識やスキルを向上

オンライン授業

ニューノーマルの状況でも、学びを止めること

のないよう、Google Meet 使用のオンライン

授業で学生をサポート

世界とつながる教育

いつでもどこでも、世界とつながる教育を 
Google の強力なクラウドで実現



Google Workspace と Classroom で教育 DX、業務 DX をスマートに実現

 [ Society 5.0 を視野に入れた

    教育人材の育成推進 ]

●  「教育」に「研究」の視点も

   含めた教育プログラムの推進

●   データ サイエンスにかかわる

   教育、研究組織の設置

次なる DX 計画の策定へ

『デジタル技術を積極的に

活用、教職員の教育活動に

変革をもたらし、学修、

教育効果の最大化を図る』

教育の DX 化 定義再確認 学生、職員の端末アプリへ

Google Workspace アプリ

Google Classroom を導入

SMS やメッセージ で学修

状況をリアルタイムで通知

学内のあらゆる利用者へ DX 革新

 今後の DX 化の新たな取組みの実現に向けて

► 既存の LMS に不足点があるか

どうか

► 使用者状況を集約、可視可能な

ツール

► 研究リアルタイム 分析の可能性

既存 DX への取り組みからの
改善への道を探る

必要な履修プログラムを必要な時に受講

今日の教育 DX 改革の課題

 新たな ICT 教育手法の開発

推進の根幹、土台となるデジタル環境の整備

学生の履修、学修エンゲージメント
のためのスマート アナリティクス

既存の ICT ツール（LMS 等）の増強

選択可能な対面授業と遠隔授業
（ハイブリッド、ハイフレックス）



教育機関へ向けた新たな取り組み　

Student Success Services



教育機関のライフサイクル全体にわたり、

差異化され、費用対効果の高い、心の通った学生体験を提供

パーソナライズされた 
オムニチャネル サポート

学生の洞察で

エンゲージメントを維持

素早いコンテンツの

生成と学習の支援

キャリア サービスと

卒業生との関係性の

維持

クラス プロファイルの学生

の獲得を最適化

アジリティの獲得と次世代のエンゲージメントへ向けた
パーソナライズされた体験を提供



► カスタマイズ可能なダッシュボード / セルフサービス

► 監査可能性ログ

► リアルタイムの分析と予測

一般的なデータモデルとコネクタに

関する業界のベスト プラクティスの活用

好みの視覚化ツールを使用する

すべてのユーザー向けの実用的な洞察

既存のアプリケーションを統合し、

教育機関自身のデータでモデルを

トレーニング

Student Success Services

未来のクラスルーム

業務の  DX

エンプロイ  アビリティと卒業生との
関係性の維持

学習者の洞察

必要なモジュールだけを

いつでもサブスクライブ

電話 / モバイルアプリ

SNS

インスタント メッセージ / SMS

Google Nest

Google アシスタント

Google Workspace アプリ

全ユーザーとのマルチ チャネル 
インタラクション

Student Success Services で学生の成功を後押し



お客様事例



東北大学: Chromebook とGoogle Workspace for Education の活用で
全学 DX を推進

職員用端末を Chromebook に置き換え、Google Workspace for 
Education も導入して、全学を挙げた業務改革に取り組んでいる

DX を通じた大学の価値の可視化を目指す

　　「大学ファンドの創設を受けて、本学も価値を高め、そ
の価値を可視化して、投資対象としての魅力をアピール
していく必要が出てきました。 DX はその価値づくりにお
いても重要なポイントになると考えています。デジタルに
よって今までできなかったことを可能にし、その成果を社
会に還元するとともに、本学の価値を向上させていく。こ
の意識を全学の職員で共有しているところです。 ”

東北大学
情報部  デジタル変革推進課  特命課長　藤本  一之 氏

“
成果

Google のソリューショ

ンを活用して学内照会

フォームを抜本的に見

直し、2 万 6,000 時間

分の業務削減効果が

あった

Chromebook の
導入により、働き場所フ

リーを実現、在宅勤務

の能率を格段に向上さ

せる

コロナ禍でオンライン授

業を行う土台を 
Google Apps Script 
と Google Classroom 
API により 1 ヶ月という

短期間で開発

東北大学では、東日本大震災の経験から BCP の観点で今後に備えるため

にも、2011 年に DX の検討を開始し、デジタル化クラウド化を進めてきた。

2020 年 6 月には「オンライン事務化宣言」を出し、「働き場所フリー」「窓口

フリー」「印鑑フリー」の「3 つのフリー」を次々と実現している

課題

出典: 2022 年 3 月 14 日 CloudOn Air セッション

「東北大学における Google Workspace の活用と DX の取組」

https://cloudonair.withgoogle.com/events/highedu0314/watch?talk=session1


広島大学：デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン

BigQuey を活用した、次世代オンライン教育を実現する「バーチャ

ル クラスルーム デジタル ラーニング（VCDL）」環境の構築

高速なデータ ウェアハウスにより LMS を強化

　　大学の  LMS は、試験の時に急激にロードが上がった

り、夏休みや春休みには量が少なくなったり、かなり振れ

幅の多いシステムですが、大きなマシンを抱えているよ

り、クラウドで調整できるのは、非常に理にかなったシス

テムであると思います。 ”

広島大学

情報メディア研究センター  教授　隅谷  孝洋 氏

“
成果

オープンソース

ソフトウェアである 
Moodle の活用によ

り、利用者数に依存し

ないスケーラブルな教

育・学習支援

環境の構築

Google Cloud の
活用により、コスト効

果、信頼性の高い運用

が可能に

Big Query をデータ分

析基盤とし、学習データ

の利活用に向け活用す

ることで高速に学習

データを分析できる基

盤を構築

オンライン授業の増加により、教育のデジタル化が拡大し、様々な学習デー

タが蓄積されつつある。これらを学習者に効果的にフィードバック、教育方

法の改善に結びつけたい

コンテンツは大学以外でも活用できるようにしたい

オンライン授業の増加により LMS の増強が必要で、学内外でのコンテンツ

活用が困難で、現状のデータ分析基盤では不十分

課題

出典: 2022 年 3 月 14 日 CloudOn Air セッション

「広島大学における Google Cloud 上での L=MS 運用の実現と Google Cloud を選

ぶメリットについて」

https://cloudonair.withgoogle.com/events/highedu0314/watch?talk=session2
https://cloudonair.withgoogle.com/events/highedu0314/watch?talk=session2


高知県教育委員会: 教育データの効果的な分析、利活用のための基盤

Google Cloud を活用した、

フルマネージドかつサーバー

レスで柔軟なデータ分析基盤

高知県学習支援プラットフォームのデータ分析アーキテクチャ

高知県市町村教委

学校・生徒の多様なデータ

構造化

Cloud SQL

ETL アプリ

App Engine
抽出･変換・読込

Google Workspace for Education  
Chromebook

拡張機能Admin SDK

・MEXCBT（連携）

・定期考査や小テスト

・デジタル教科書利用ログ

・その他教材やアプリのログ

※ライフログ・アシストログ

校務支援システム

データ連携（API 経由)

学習履歴

分析エンジン

BigQuery
　可視化レポートと共有

　教育データ分析

機械学習

Cloud ML

・個別最適化教材提示

・問題の早期発見

・声かけアラート等

　学習支援・指導支援

前処理・加工 蓄積・管理 分析・判断仮説立案・データ収集 利活用

知見から自動化

国
が
指
定
す
る
標
準
化
仕
様
※
で
連
携

※ 文科省教育データ標準、学習要素リスト、学習 e ポータル標準仕様、  OneRoster（IMS）等の標準化仕様に対応して NGDLE の理念を実現できるよう設計

学習支援プラットフォーム

高知家まなびばこ

レコメンド AI
Recommendations AI

データ保管

Cloud Storage

出典: 高知県教育委員会「高知家まなびばこ」 2021 年 7 月

https://sites.google.com/corp/g.kochinet.ed.jp/kochi-gigaschool/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E5%AE%B6%E3%81%BE%E3%81%AA%E3%81%B3%E3%81%B0%E3%81%93


Best of Google でデジタル変革を実現し、学習体験を向上

Google Cloud では、Google が提供するサービスとともに、 IaaS、FaaS、
Workspace 等クラウドの最新技術にもとづいたベスト  プラクティスをお客様

に提供し、お客様の生産性向上をサポートしています

Google Cloud
Google 社内で使用していると同じインフラ上で稼働する、
Google のノウハウを生かしたクラウド 
コンピューティング サービス

Google Workspace
コミュニケーションとチームの共同作業をより効果的に行え
る、学び方・働き方改革を支援するクラウドベースのソリュー
ション

BigQuery
ビジネスのアジリティに対応して設計された、サーバーレスで
スケーラビリティと費用対効果に優れたマルチクラウド データ 
ウェアハウス
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