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Google のミッション

世界中の情報を整理し

世界中の人々がアクセスでき

使えるようにする



Proprietary + Confidential

持続的なイノベーションを追求
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９時５時
いつでも

オフィス 自宅や
どこでも

パソコン
あらゆるデバイス

ひとりで
みんなで

これからの働き方



コミュニケーション、コラボレーション、そして資料の作成

MeetGmail ドキュメント Todo リストChat ほかにも ...

すべてを 1 か所に。

カレンダー



必要なのは、ブラウザだけ（スマホからも！）



[議事録作成の簡素化 ]
メンバー全員で議論しながら、

アイディアやアクションアイテムなどをその

場で記入

[仕様書の同時編集 ]
誰かの作業完了を待つ必要なく、

複数名が同時進行で作成

[承認ワークフロー ]
承認機能を使って、

稟議や企画書の承認、

見積書や請求書のチェックも可能

Workspace 使い方

共同編集を使った業務の効率化



もし、共同作業の前提がなかったら・・・

連絡・共有 分担作業・確認 資料を結合・保管新規作成

従来の

資料作成の流れ



やりたいことは・・・資料の回覧ではなく

連絡・共有 分担作業・確認 資料を結合・保管新規作成

共同作業新規作成・共有

● 情報は 1 か所 (情報共有・検索性)

● リアルタイムの共同作業で業務効率化

● チームを超えたナレッジの共有

一箇所で完結する

資料作成

従来の

資料作成の流れ



連絡・共有 分担作業・確認 資料を結合・保管新規作成

共同作業新規作成・共有

● アイデアの創出

● 住民の声を聞く時間

● データの収集

● 情報は 1 か所 (情報共有・検索性)

● リアルタイムの共同作業で業務効率化

● チームを超えたナレッジの共有

一箇所で完結する

資料作成

従来の

資料作成の流れ

やりたいことは・・・資料の回覧ではなくスムーズな情報共有



Google カレンダーと Google Meet による
スムーズなビデオ会議



Google MeetGoogle Chat 

*現時点でいずれの機能も日本語は未対応です。

チャット内容の自動要約や会議の自動文字起こしによる
さらなる業務効率の改善



Google Cloud が提唱する
新たなセキュリティモデル
「Work Safer」
「Work Safer」はクラウドファーストのゼロトラストセキュリティモデル

によってあらゆる規模のビジネスと組織を保護。

このモデルは、フィッシング・マルウェア・ランサムウェア・その他のサ

イバー攻撃に対して常に最新の保護を提供します。



Work Saferのご紹介

サイバー攻撃から公共団体の皆様を保護することを目的としたオールインワンのプログラム

従業員同士が繋がり、コ
ラボレートし、創造する
上で最も信頼できるソ

リューション

セキュアなハイブリッドな働
き方を支える  Google のデ

バイスとサービス

3rd Party のデバイス、アプリ、及
びサービスと連携

+ +

Workspace のデプロイメント  サービスと  PANW のプロフェッショナル  デプロイメント  サービス+

Coming Soon

1Up to $40 in deployment funds per seat within 500+ Enterprise Plus licenses
PANW also offering free professional deployment services

reCAPTCHA Enterprise



Work Saferプログラム適用条件 

➢ 新規及び Workspace Enterprise Plus以外のお客様
➢ Workspace Enterprise Plus の購入が必須
➢ Workspace Enterprise Plus の購入と合わせて有償のプロダクトの購入が必須  (BeyondCorp 

Enterprise  もしくは Chrome Enterprise Upgrade) 
➢ 他のプログラム及びディスカウントとの併用不可

購入条件

契約期間と
契約期限

➢ 最低 1 年の契約となり, 上限はありません
注記: BeyondCorp Enterprise の購入は３年が上限

➢ 2023年 3月31日まで の契約、開通が必要



Work Saferに含まれるセキュリティ製品
BeyondCorp Enterprise

● Global Frontend による無制限帯域利用可能

● Google アカウントによる堅牢な認証基盤

厳密な本人確認手段 (多要素認証/リスクベース認証 )の提供

● アクセスコンテキスト /デバイスの状態に

応じた柔軟なルーティング制御

● 多様なバックエンドに対応



BeyondCorp Enterprise のご紹介 

Google アカウントによる堅牢な認証基盤
厳密な本人確認手段（多要素認証/リスクベース認証）の提供
Chrome ブラウザ機能拡張（Endpoint Verification）によるデバイスの状態確認

Google アカウント

Endpoint 
Verification

Corp

BYOD

G

スマートフォンによる本人確認

TITAN セキュリティキーによる本人確認

OS のバージョン
ブラウザのバージョン
ディスク暗号化の有無
デバイスのシリアル番号

● いつ

● だれが

● どこから

● どんなデバイスで

アクセスしようとしているかを

把握することができる

IP
ロケーション

IP

セッション
時間

時間

Global Frontend



BeyondCorp Enterprise による
データ漏洩からの保護

IP
ロケーション

IP

セッション
時間

時間

Google アカウント

Endpoint 
Verification

Access
Rules

Identity Aware
Proxy

Global Frontend

Corp

BYOD

DLP
Rules

マルウェア保護

機密データ保護

フィッシング保護

デバイスルール

ジオルール

サードパーティのルール

アプリやリソース
G

SaaS アプリケーション

Google Workspace

Cloud Identity 
Premium



ボット、詐欺、自動攻撃からビジネスを守り
ます

スクレイピング

アカウントハイジャック

不正トランザクション

ユーザ（本人）

偽アカウント

悪意のある投稿

マネーロンダリング

reCAPTCHA

Work Saferに含まれるセキュリティ製品
reCAPTCHA Enterprise



Work Saferに含まれるセキュリティ製品
Chrome Enterprise Upgrade

Chrome Enterprise Upgrade

ゼロタッチ・デプロイメント

先進的セキュリティ

デバイス状態の自動収集

きめ細かいデバイス制御

クラウドベースの管理

24時間365日サポート



Work Safer導入事例: 鹿児島県肝付町

Work Safer 活用により、自治体職員の柔軟な

ワークスタイルとセキュリティを両立

自治体 DX を通じてサステナブルな自治体像を構

築

アーキテクチャ：肝付町 Work Safer

BeyondCorp
Enterprise

業務アプリケーション環境

業務アプリケーションベンダープレゼンテーションにて本事例を詳しくご紹介

A 会場: 11/2(水) 11:45 ~ 12:25
Google とともに進める自治体DX
〜鹿児島県肝付町が目指すサステイナブルな自治体〜



Google 機密 / 専有情報

Thank you 42


