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Google Workspace 
for Education 有料エ

ディションを活用するた

めの 30 以上の方法



この資料の使用方法

この資料では、Google Workspace for Education の有料エディションをご利

用のお客様に参考にしていただける代表的なユースケースをご紹介します。こ

こに記載されているツールを活用すれば、データ セキュリティの強化、教師によ

る指導の効率と生徒の参加意欲の向上、学校全体のコラボレーションの改善

などを実現できます。

この資料には、機能別に一般的なユースケースとわかりやすい使用手順が記

載されています。資料全体をお読みになり、Google Workspace for 

Education のさまざまな活用方法をご確認いただければ幸いです。 



機密 / 専有情報

Google Workspace for Education 有料エディション

Google Workspace for Education の 3 種類の有料エディションにより、組織の

ニーズを満たすための選択肢が増え、管理性と柔軟性が向上します。 

教育者向けの高度なツールで、コミュニケー

ションと授業を充実させ、学問的誠実性を促

進

Teaching and Learning Upgrade

高度なセキュリティ ツールと分析ツールで

学習環境の可視性と管理性を高め、リスク

と脅威を緩和

Google Workspace for 
Education Standard

包括的なソリューション（Education Standard 
と Teaching and Learning Upgrade にさらに

機能を追加）により、効果的で統一された学習

環境を教育機関コミュニティに提供

Google Workspace for 
Education Plus

   



目次

セキュリティと分析用のツール

Education Standard および Education Plus のツール

 

調査ツール 
● 共有されている不適切なコンテンツ

● 誤って共有されているファイル

● メールの優先順位付け  

● フィッシング  メールとマルウェア  メー
ル

● 悪意のある人物による不正行為の
阻止  

セキュリティ ダッシュボード 
● 大量の迷惑メール

● 外部とのファイル共有

● サードパーティ製アプリケーション

● フィッシング攻撃

セキュリティの状況 
● リスクの高い領域に関する推奨事項

● 最新のおすすめの対策

● おすすめのセキュリティ対策  

● 教育機関の拡大に伴うセキュリティの
強化

高度な管理機能 
● データに関する法規制

● 助成金に関する規制  

● アプリの制限  

● モバイル  デバイスの管理

● データの移行



目次

教育と学習用のツール

Teaching and Learning Upgrade および Education Plus のツール

独自性レポート

● 盗用の検出

● 盗用の検出を学びの機会に

Google Meet
● セキュアなビデオ会議  

● ビデオ会議のセキュリティ強化

● 授業の録画  

● 教職員会議の録画  

● 欠席した授業  

● 会議のライブ配信

● 学校行事のライブ配信

● 質問の投げかけ

● 意見の収集

● 生徒のグループ分け

● 出欠状況の確認

  



セキュリティと 
分析用のツール
脅威からの防御、セキュリティ インシデントの分

析、生徒と教職員のデータの保護に役立つ予防的

なセキュリティ ツールを使用して、ドメイン全体をよ

り細かく管理できます。

調査ツール

セキュリティ ダッシュボード

セキュリティの状況ページ

高度な管理機能

目次に戻る

 



調査ツール

共有されている不適切なコンテンツ 

誤って共有されているファイル

メールの優先順位付け

フィッシング / マルウェア メール

悪意のある人物による不正行為の阻止

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

ユースケース

概要 

調査ツールを使用すると、ドメイン内のセキュリティおよびプライバシーに関する問

題を特定し、優先順位を付け、対処することができます。

目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

Education PlusEducation Standard



共有されている不適切なコンテンツ

調査ツールを使ってドライブのログを調べると、ドメインにある不適切なファイルを検出、追跡、隔離、

削除することができます。ドライブのログでは、以下のことが可能です。

「不適切なコンテンツを含むファイル

が共有されていることがわかりまし

た。このファイルを作成したユーザー

と作成日、共有元と共有先のユー

ザー、編集したユーザーを確認し、

ファイルを削除する必要がありま

す。」

名前、特定の操作を行ったユー

ザー、オーナーなどで検索してド

キュメントを特定する

そのドキュメントに関連する

すべてのログ情報を確認する

● 作成日

● オーナー、閲覧者、編集者

● 共有された日時

対処として、ファイルに設定されて

いる権限を変更するかファイルを

削除する

詳細な手順

ヘルプセンターの関連記事

ドライブのログイベントの検索に使用できる条件 ドライブのログイベントに関する操作

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

調査ツール セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358


調査ツール

詳細な手順

誤って共有されているファイル

調査ツールを使ってドライブのログを調べると、ファイルの共有に関する問題を追跡して解決すること

ができます。 

ドライブのログでは、以下のことが可能です。「アクセス権限が付与されるべ

きではないグループと誤って

共有されているファイルがあり

ました。このグループがファイ

ルにアクセスできないようにす

る必要があります。」

名前、特定の操作を行ったユーザー、オーナーなどで検索してドキュメントを特定

する

詳細な手順

ヘルプセンターの関連記事

そのドキュメントに関連するすべてのログ情報（閲覧者、共有された日

時など）を確認する

対処として、ファイルに対する権限を変更し、ダウンロード、印刷、コピーを無効にする

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

ドライブのログイベントの検索に使用できる条件 ドライブのログイベントに関する操作

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358


調査ツール

調査する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [調査ツール] をクリック

● [ドライブのログイベント] を選択

● [条件を追加] > [検索] をクリック

対処する

● 検索結果から該当のファイルを選択

● [操作] > [ファイル権限を監査] をクリックして [権限] ページを開く

● [ユーザー] をクリックして、アクセスできるユーザーを確認

● [リンク] をクリックして、選択したファイルのリンク共有設定を確認

または変更

● [保留中の変更] をクリックして、保存する前に変更内容を確認

ヘルプセンターの関連記事

ドライブのログイベントの検索に使用できる条件

ドライブのログイベントに関する操作

手順: ドライブのログイベント

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358


調査ツール

メールの優先順位付け

調査ツールを使って Gmail のログを調べると、ドメインにある危険なメールや不適切なメールを特定

し、対処することができます。Gmail のログでは、以下のことが可能です。

「誰かが不適切なメールを送信しまし

た。 

送信者を特定し、受信者がメールを

開いたかどうか、返信したかどうかを

確認し、メールを削除する必要があり

ます。メールの内容も確認しなけれ

ばなりません。」

件名、メッセージ ID、添付ファイル、送信者などで検索してメールを特定する 

詳細な手順

ヘルプセンターの関連記事

Gmail のログとメールの検索に

使用できる条件

Gmail のメールとログイベントに

関する操作

メールの作成者、受信者、既読状況、転送の有無といった詳細な情報を確

認する

検索結果に基づいて対応する。Gmail のメールへの対処として、削除、復元、迷惑メー

ルまたはフィッシング メールへの分類、受信トレイへの送信、検疫への送信などがある

Gmail のメール コンテンツを閲

覧する手順

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=ja


調査ツール

フィッシング メールとマルウェア メール

「フィッシング メールまたはマルウェア 
メールがユーザーに送信されました。

メール内のリンクをクリックしたり添付

ファイルをダウンロードしたりすると、

ユーザーとドメインが危険にさらされる

可能性があるため、このような行為を

ユーザーがしていないかどうかを確認

する必要があります。」

詳細な手順

ヘルプセンターの関連記事

Gmail のログとメールの検索に

使用できる条件

Gmail のメールとログイベントに

関する操作

Gmail のメール コンテンツを閲

覧する手順

調査ツールを使ってGmail のログを調べると、ドメイン内の悪意のあるメールを特定し、隔離できま

す。Gmail のログでは、以下のことが可能です。

メールを検索して特定のコンテンツ

（添付ファイルなど）を見つける

特定のメールに関する情報（受

信者や既読状況など）を確認す

る

悪意のあるメールかどうかを判断するた

めにメールの内容とスレッドを確認する 

対処として、メールを迷惑メールまた

はフィッシングに分類するか、特定の

受信トレイまたは検疫に送信する

か、削除する

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=ja


調査ツール

手順: Gmail のログ

調査する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [調査ツール] をクリック

● [Gmail のログイベント] または [Gmail のメール] を選択

● [条件を追加] > [検索] をクリック

対処する

● 検索結果から該当のメールを選択

● [操作] をクリック

● [受信トレイからメールを削除] を選択

● [受信トレイから削除] をクリック

● 操作の結果を確認するには、ページ下部にある [表示] をクリック

● [結果] 列で、操作のステータスを確認

ヘルプセンターの関連記事

Gmail のログとメールの検索に使用できる条件

Gmail のメールとログイベントに関する操作

Gmail のメール コンテンツを閲覧する手順

Education PlusEducation Standard

セキュリティと分析用のツール 

目次に戻る

https://support.google.com/a/answer/7587832?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9043224?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9300435?hl=ja


調査ツール

詳細な手順

悪意のある人物による不正行為の阻止

調査ツールにあるユーザーのログを調べると、以下のことに役立ちます。

「不正な行為者がドメイン内の重

要なユーザーを絶えず狙ってい

て、阻止しようとしていますが、場

当たり的な対応になってしまいま

す。どうすれば解決できるでしょう

か？」

詳細な手順 ユーザーのログイベントを検索して

調査する

組織内のユーザー アカウントに

対する不正使用の試みを特定し

て調査する

組織内のユーザーがどの 2 段
階認証プロセスを使用している

かを監視する

組織内のユーザーが失敗

したログイン試行の詳細を

調べる

調査ツールを使用してアクティビティ 
ルールを作成する: 特定の人物による

メールや悪意ある行為を自動的にブ

ロックする

高度な保護機能プログラムで重要なユー

ザーを保護する

ユーザーを復元または停止する

調査ツールを使用してアクティビティ ルール

を作成する

Education PlusEducation Standard

セキュリティと分析用のツール 

目次に戻る

ヘルプセンターの関連記事

https://support.google.com/a/answer/9281640?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9281640?hl=ja&ref_topic=7563358
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9378686?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9275024?hl=ja


調査ツール

調査する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [調査ツール] をクリック

● [ユーザーのログイベント] を選択

● [条件を追加] > [検索] をクリック

ユーザーを再開または停止する

● 検索結果からユーザーを選択（複数可）

● [操作] プルダウン メニューをクリック 

● [ユーザーを再開] または [ユーザーを停止] をクリック

ヘルプセンターの関連記事

ユーザーのログイベントを検索して調査する

特定のユーザーの詳細を表示する

● 検索結果ページからユーザーを 1 人だけ選択

● [操作] プルダウン メニューから [詳細を表示] をクリック

手順: ユーザーのログイベント

Education PlusEducation Standard

セキュリティと分析用のツール 

目次に戻る

https://support.google.com/a/answer/9281640?hl=ja&ref_topic=7563358


大量の迷惑メール

外部とのファイル共有

サードパーティ製アプリケーション 

フィッシング攻撃 

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

概要 
セキュリティ ダッシュボードを使用すると、さまざまなセキュリティ レポートの概要を確

認できます。セキュリティ レポートの各パネルには、デフォルトで過去 7 日間のデータ

が表示されます。今日、昨日、今週、先週、今月、先月、さかのぼる日数（180 日まで）

を指定して、ダッシュボードに表示されるデータをカスタマイズできます。

ユースケース

Education PlusEducation Standard

セキュリティと分析用のツール 

目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード



大量の迷惑メール

「過剰なメールや不要なメールの

受信を制御し、本校のセキュリ

ティ上の脅威を減らす必要があり

ます。」

詳細な手順

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティ ダッシュボードについて 

セキュリティ ダッシュボードでは、Google Workspace for Education 環境における

次のようなアクティビティを視覚的に確認できます。 

迷惑メール

フィッシング

マルウェア

不審な添付ファイル

その他

Education PlusEducation Standard

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

目次に戻る

https://support.google.com/a/answer/7492330


手順: ダッシュボードの概要

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティ ダッシュボードについて 

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

ダッシュボードを表示する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [ダッシュボード] をクリック

● セキュリティ ダッシュボードではデータの詳細な調査、

Google スプレッドシートまたはサードパーティ製ツールへ

のエクスポート、調査ツールによる調査の開始が可能 

https://support.google.com/a/answer/7492330


外部とのファイル共有

セキュリティ ダッシュボードのファイルの公開レポートを使用して、ドメインにおける外部とのファイル共

有の指標を確認できます。確認できる指標には以下のようなものがあります。

「機密データが第三者と共有

されるのを防ぐために、外部と

のファイル共有の状況を確認

する必要があります。」

詳細な手順

指定した期間における、ドメイン外のユーザーとの共有イベント数

指定した期間に外部から受信したファイルの表示回数

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティの状況ページを使ってみる

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=ja


ヘルプセンターの関連記事

セキュリティ ダッシュボードについてファイルの

公開レポート 

レポートを表示する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [ダッシュボード] をクリック

● [ドメインの外部とのファイル共有の状況] パネルの右下にある 

[レポートを表示] をクリック

手順: ファイルの公開レポート

4

2

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7492330
https://support.google.com/a/answer/7491249
https://support.google.com/a/answer/7491249


OAuth は、パスワードを開示することなく、ユーザーのアカウント情報へのアクセ

ス権をサードパーティのサービスに付与します。アクセス権を付与するサードパー

ティ製アプリは限定することをおすすめします

[OAuth 権限付与アクティビティ] パネルを使用して、権限付与アクティビ

ティをアプリ別、範囲別、またはユーザー別に監視し、権限を更新できま

す

サードパーティ製アプリケーション

「ドメインのデータにアクセス

できるサードパーティ製アプ

リケーションを確認する必要

があります。」

詳細な手順
ヘルプセンターの関連記事

OAuth 権限付与アクティビティ レポート

セキュリティ ダッシュボードの OAuth 権限付与アクティビティ レポートを使用して、ドメインに接続し

ているサードパーティ製アプリケーションと、それらがアクセスできるデータを監視できます。 

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7662899?hl=ja&ref_topic=7492004


ヘルプセンターの関連記事

OAuth 権限付与アクティビティ レポート

レポートを表示する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [ダッシュボード] をクリック

● 下部にある [レポートを表示] をクリック

● OAuth 権限付与アクティビティがプロダクト（アプリ）別、範囲別、ユーザー

別に表示される

● 情報をフィルタするには、[アプリ]、[範囲]、[ユーザー] をクリック 

● スプレッドシートのレポートを生成するには、[シートをエクスポート] をクリッ

ク

手順: OAuth 権限付与アクティビティ レ
ポート

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7662899?hl=ja&ref_topic=7492004


ユーザー レポートでは、ユーザーが特定の期間に行ったマーク付けの操作（迷惑

メール、迷惑メールではない、フィッシング）を確認できます

特定の種類のメール（内部に送信されたメール、外部に送信されたメー

ル、特定の期間に送信されたメールなど）に関する情報のみが表示され

るように、グラフをカスタマイズできます 

フィッシング攻撃

「フィッシング攻撃を受けたという報告

がありました。フィッシング メールを受

信した日時、メールの正確な内容、そ

れがもたらすリスクを確認する必要が

あります。」

詳細な手順

セキュリティ ダッシュボードの [ユーザー レポート] パネルでは、特定の期間にフィッシングまたは迷

惑メールに分類されたメールを確認できます。フィッシングに分類されたメールについては、受信者

や既読状況などの情報も確認できます。

ヘルプセンターの関連記事

ユーザーによるメールのマーク付け状況 ユーザー レポート

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7492330#users
https://support.google.com/a/answer/7490898


ヘルプセンターの関連記事

ユーザーによるメールのマーク付け状況

ユーザー  レポート

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティ ダッシュボードについてファイルの

公開レポート 

レポートを表示する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [ダッシュボード] をクリック

● [ユーザー レポート] パネルの右下にある [レポートを表示] 

をクリック

手順: ユーザー レポート パネル

4

2

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティ ダッシュボード セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7492330#users
https://support.google.com/a/answer/7490898
https://support.google.com/a/answer/7492330
https://support.google.com/a/answer/7491249
https://support.google.com/a/answer/7491249


リスクの高い領域に関する推奨事項

最新のおすすめの対策

おすすめのセキュリティ対策

教育機関の拡大に伴うセキュリティの強化

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

ユースケース

概要 

セキュリティの状況ページでは、Google Workspace 環境のセキュリティ対

策の概要を包括的に確認し、現在の設定を Google の推奨設定と比較し

て組織を予防的に保護することができます。 

Education PlusEducation Standard

セキュリティと分析用のツール 

目次に戻る

セキュリティの状況



セキュリティの状況

詳細な手順

リスクの高い領域に関する推奨事項

セキュリティの状況ページでは現在のセキュリティ設定が確認され、変更が推奨される領域にマーク

が付きます。セキュリティの状況ページを使用すると以下のことが可能です。

「ドメインのセキュリティ設定の状況

と、潜在的なリスクに対応するための

具体的な提案を確認する手段が必要

です。」

詳細な手順

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティの状況ページを使ってみる

Education PlusEducation Standard

セキュリティと分析用のツール 

目次に戻る

ドメイン内で潜在的にリスクがある領域を速やかに特定する 

セキュリティ効果を高めるための最適な設定に関する推奨事項を得る

推奨事項に関する詳細情報とサポート記事を参照する

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=ja


セキュリティの状況

最新のおすすめの対策

セキュリティの状況ページでは現在のセキュリティ設定が確認され、変更が推奨される領域にマーク

が付きます。セキュリティの状況ページを使用すると以下の情報を得ることができます。

「ドメインを管理していますが、

何を把握できていないかがわ

かりません。すべてが正しい

設定で保護されるようにサ

ポートしてください。」

詳細な手順

ドメイン内で潜在的なリスクがある領域に関する推奨事項

セキュリティ効果を高めるための最適な設定に関する推奨事項

詳細情報とサポート記事

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティの状況ページを使ってみる

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=ja


セキュリティの状況

おすすめのセキュリティ対策

セキュリティの状況ページを開くと、セキュリティ ポリシーに関する以下

のようなおすすめの対策情報を得ることができます。

「セキュリティ ポリシーのおすす

めの設定方法や推奨事項を教え

てください。」

詳細な手順

ドメイン内で潜在的なリスクがある領域に関する推奨事項

セキュリティ効果を高めるための最適な設定に関する推奨事項

設定に直接移動するリンク

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティの状況ページを使ってみる

詳細情報とサポート記事

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=ja


セキュリティの状況

推奨事項を確認する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [セキュリティの状況] をクリック

● 右端の列でステータス設定を確認

○ 緑のチェックマークは設定が安全であることを示す

○ 灰色のアイコンはその設定に推奨事項があることを示し、アイコン

をクリックすると詳細と手順が表示される

ヘルプセンターの関連記事

セキュリティの状況ページを使ってみる

手順: セキュリティに関する推奨事項

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7491656?hl=ja


セキュリティの状況

教育機関の拡大に伴うセキュリティの強化

IT 管理者向けにおすすめのセキュリティ対策をまとめましたので、教育機関のデータのセキュリティ

とプライバシー保護を強化するためにお役立てください。このチェックリストにあるおすすめの対策を

実施するには、Google 管理コンソールで各種の設定を行います。「教職員と生徒の数が増えても、可

能な限り学校のセキュリティを確保

する必要があります。」

詳細な手順

アカウントの不正使用を防止し、不正使用されたアカウントを保護するための推

奨事項

ドメイン外での共有と共同編集を制限する手順

サードパーティ製アプリによるコアサービスへのアクセスを見直すための

機能

ヘルプセンターの関連記事

中規模および大規模ビジネス向けのセキュリティ チェックリスト

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7587183?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/7587183?hl=ja


組織を保護するため、このチェックリストに記載されている設定の多くは、お

すすめのセキュリティ対策としてデフォルトで有効になっています。以下の設

定項目を特に詳しく確認することをおすすめします。

● 管理者: 管理者アカウントを保護する

● アカウント:  アカウントの不正使用を防止する、不正使用されたアカウントを保

護する

● アプリ:  サードパーティ製アプリによるコアサービスへのアクセスを見直す

● カレンダー:  外部カレンダーの共有を制限する

● ドライブ:  ドメイン外での共有と共同編集を制限する

● Gmail:  認証とインフラストラクチャを設定する

● Vault:  Vault アカウントを管理、監査、保護する ヘルプセンターの関連記事

セキュリティ設定の状況を確認する

手順: セキュリティ チェックリスト

セキュリティの状況

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7492006?hl=ja&ref_topic=7492190


アニメーション GIF をここに配置してください。

デザイナーが後で体裁を整えます
データに関する法規制

助成金に関する規制

アプリの制限

詳細な手順

詳細な手順

詳細な手順

ユースケース

概要 

ドメインとデータにアクセスできるユーザーとデバイスを監視、管

理できます。

モバイル デバイスの管理 詳細な手順

データの移行 詳細な手順

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 
高度な管理機能



一部のユーザーのデータ リージョンを同じにしたり、特定の部門またはチームに別の

データ リージョンを指定したりできます

データ リージョンを部門ごとに設定するには、対象のユーザーを組織部門に追加しま

す。複数部門をまたいで、または部門内の一部のユーザーを対象にデータ リージョンを

設定するには、対象のユーザーを設定グループに追加します

Education Standard または Education Plus のライセンスが割り当てられていないユー

ザーは、データ リージョン ポリシーの適用対象になりません

データに関する法規制

「法規制により、生徒と教職

員のデータを米国国内に保

管する必要があります。」

詳細な手順

管理者はデータ リージョン ポリシーを設定することで、データをどの地理的エリア（米国、ま

たは英国 / ヨーロッパ）に保管するかを指定することができます。

ヘルプセンターの関連記事

データの地理的な保管場所を選択する

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=ja


データ リージョン ポリシーの適用対象となるのは、こちらの一覧にある大多数の 
Google Workspace for Education コアサービスのプライマリ保存データ（バック

アップを含む）です

データ リージョン ポリシーを設定する前にトレードオフを考慮しましょう。データが保管さ

れているリージョン外のユーザーにとって待ち時間が長くなる場合があります

助成金に関する規制

「助成金に関する規制によ

り、教職員の研究データを

米国国内に保管する必要が

あります。」

詳細な手順

管理者はデータ リージョン ポリシーを設定することで、教職員の研究データをどの地理的エリア（米

国またはヨーロッパ）に保管するかを指定することができます。

ヘルプセンターの関連記事

データの地理的な保管場所を選択する

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/9223653?visit_id=637293088395616997-808819668&rd=1
https://support.google.com/a/answer/9223653?visit_id=637293088395616997-808819668&rd=1
https://support.google.com/a/answer/9223653?visit_id=637293088395616997-808819668&rd=1
https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=ja


ヘルプセンターの関連記事

データの地理的な保管場所を選択する

データ リージョンを指定する

● 管理コンソールにログイン

○ 注:  特権管理者としてログインする必要があります

● [会社プロフィール] > [すべて表示] > [データ リージョン] をク

リック

● リージョンを制限する組織部門または設定グループを選択

するか、すべての部門とグループを含める場合は列全体を

選択

● [指定しない]、[米国]、[ヨーロッパ] からリージョンを選択

● [保存] をクリック

* データ  リージョン機能で特定のリージョンを指定してデータを保管できるのは、

Education Standard または  Education Plus をご利用の教育機関に限られます。

手順: データ リージョン*
高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7630496?hl=ja


アプリの制限

「ユーザーがネットワークに

接続しているときに、アクセ

スを特定のアプリに制限す

る必要があります。」

詳細な手順

コンテキストアウェア アクセス*を使用すると、ユーザー ID、アクセス元の地域、デバイスのセキュリ

ティ状況、IP アドレスなどの属性に基づいて、アプリに対する詳細なアクセス制御ポリシーを設定で

きます。ネットワーク外からのアプリへのアクセスを制限することも可能です。

コンテキストアウェア アクセス ポリシーを Google Workspace for Education の
コアサービスに適用できます 

たとえば、ユーザーが学校で Google Workspace のコアサービスにログインした

後でカフェに移動すると、そのサービスのコンテキストアウェア アクセス ポリシー

が再確認されます

ヘルプセンターの関連記事

コンテキスト アウェア アクセスの概要 アプリにコンテキストアウェア アクセスレベルを

割り当てる

* コンテキストアウェア  ポリシーを適用できるのは、 Education Standard または  Education Plus をご利用の教育機関に限られます。

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/9275380?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=ja&ref_topic=9262521
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=ja&ref_topic=9262521


手順: コンテキストアウェア アクセス

ヘルプセンターの関連記事

コンテキスト アウェア アクセスの概要 
アプリにコンテキストアウェア アクセスレベルを

割り当てる

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

コンテキストアウェア アクセスを設定する

● 管理コンソールにログイン

● [セキュリティ] > [コンテキストアウェア アクセス] > [割り当てる] を選

択

● [アクセスレベルの割り当て] を選択してアプリのリストを表示

● 組織部門または設定グループを選択してリストを並べ替える

● レベルを調整するアプリの横にある [割り当てる] を選択

● アクセスレベルを選択（複数可）

● ユーザーが複数の条件を満たすことを必須にする場合は、

複数のレベルを設定

● [保存] をクリック

https://support.google.com/a/answer/9275380?hl=en
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=en&ref_topic=9262521
https://support.google.com/a/answer/9261439?hl=en&ref_topic=9262521


モバイル デバイスの管理

「Chromebook に限らず iOS 
や Windows 10 など、学区内で

使用されているあらゆる種類の

デバイスを管理し、ポリシーを

適用する必要があります。特

に、デバイスが不正使用されて

いる場合には必須です。」

詳細な手順

モバイルの詳細管理機能を使用して、モバイル デバイスから組織のデータへのアクセスをより詳細

に制御できます。モバイル デバイスの機能を制限したり、デバイスの暗号化を必須にしたり、

Android デバイスや iPhone、iPad にあるアプリを管理したりできるほか、デバイスからデータをワイ

プすることも可能です。

管理コンソールからデバイスの承認、ブロック、ブロック解除、削除を行えます

ユーザーがデバイスを紛失した場合や学校を離れた場合、その管理対象モバイル デバ

イスからユーザーのアカウント、プロファイル、全データをワイプできます。このデータはそ

の後もパソコンまたはウェブブラウザで使用できます 

ヘルプセンターの関連記事

モバイルの詳細管理を設定する

デバイスを承認、ブロック、ブロック解除、削除する

デバイスからデータを削除する

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7396025?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/7543044?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/173390?hl=ja&ref_topic=6079327


手順: モバイルの詳細管理を有効にする

有効にする

● 管理コンソールにログイン

● 管理コンソールの [デバイス] に移動

● 左側で [設定] > [一般設定] をクリック

● [全般] > [モバイル管理] をクリック

● 全ユーザーに設定を適用する場合は最上位の組織部門を選択

したままにし、それ以外の場合は子組織部門を選択

● [詳細] を選択

● [保存] をクリック 

ヘルプセンターの関連記事

モバイルの詳細管理を設定する

デバイスを承認、ブロック、ブロック解除、削除する

デバイスからデータを削除する

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/7396025?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/7543044?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/173390?hl=ja&ref_topic=6079327


データの移行

「現在 Google Workspace 

に切り替え中で、すべての

データを新しい Google 環

境に移行する必要がありま

す。」

詳細な手順

移行ガイドを使用すると、メール、カレンダー、連絡先、フォルダ、ファイル、

権限といった組織のデータ全体を Google Workspace に移行できます。

サービスの一覧を参照して、教育機関

のニーズに最適なソリューションを検

討できます 

Google Workspace Migrate を使

用して、大量のデータを効率よく移

行できます 

ヘルプセンターの関連記事

組織のデータを Google Workspace に移行する

Google Workspace 移行サービスの一覧

Google Workspace Migrate の概要

Google Workspace Migrate のインストールと設定

1,000 人未満のデータ 1,000 人以上のデータ

詳細 詳細

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

https://support.google.com/a/answer/6251069?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9413033
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=ja&ref_topic=9223062
https://support.google.com/workspacemigrate/topic/9225768
https://support.google.com/a/answer/9413033
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=en&ref_topic=9223062


手順: Google Workspace Migrate
始める前に

ベータ版に申し込み、システム要件を満たしていることを確認します。

手順

ヘルプセンターの関連記事

Google Workspace Migrate の概要

Google Workspace Migrate のインストールと設定

組織のデータを Google Workspace に移行する

Google Workspace 移行サービスの一覧

高度な管理機能

Education PlusEducation Standard
目次に戻る

セキュリティと分析用のツール 

1. Google Cloud コンソールの設定

API を有効にする

OAuth ウェブ クライアント ID を作成

Google Workspace のサービス アカウ
ントを作成

1. 管理コンソールの設定

管理者のロールを設定

クライアント ID を承認

3. ダウンロードとインストール

インストーラをダウンロード

データベースをインストール

プラットフォームをインストールしてセット
アップ

ノードサーバーをインストール

（省略可）TLS を使用するようにノード
サーバーを設定

3. 移行サービスの設定

暗号鍵を設定

データベースを設定

コールバック アドレスを設定

ノードサーバーを追加

プロジェクトを作成

サポートが必要な場合、Google Cloud パートナーにお問い合わせください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3NWF7ayOWl7jY2VXa1w7atuOIy8IaJCGkI7rYyxpaIl0vkA/viewform
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222864
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222862?hl=ja&ref_topic=9223062
https://support.google.com/workspacemigrate/topic/9225768?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/6251069?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9413033?hl=ja
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222865?hl=ja&ref_topic=9222923
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222992?hl=ja&ref_topic=9222923
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222993?hl=ja&ref_topic=9222923
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222993?hl=ja&ref_topic=9222923
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222924?hl=ja&ref_topic=9222994
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222866?hl=ja&ref_topic=9222994
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9272742?hl=ja&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223065?hl=ja&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222927?hl=ja&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222927?hl=ja&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223067?hl=ja&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223068?hl=ja&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223068?hl=ja&ref_topic=9222925
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9380686?hl=ja&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9380687?hl=ja&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9380688?hl=ja&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9222929?hl=ja&ref_topic=9222928
https://support.google.com/workspacemigrate/answer/9223069?hl=ja&ref_topic=9222928
https://cloud.withgoogle.com/partners/?specializations=COLLABORATION_SPECIALIZATION&sort-type=RELEVANCE


教育と学習用
のツール
動画での高度なコミュニケーション、授業を充実させる

機能、学問的誠実性を培うためのツールなど、デジタ

ル学習環境の追加機能を教育者の方々に提供しま

しょう。

目次に戻る

独自性レポート

Google Meet

  



盗用の検出を学びの機会に

盗用の検出

詳細な手順

詳細な手順

概要 

教師と生徒は独自性レポートを使用して、提出物にオリジナルではないコンテ

ンツが含まれていないかどうかを確認できます。独自性レポート機能は、

Google 検索により生徒の提出物と膨大な数のウェブページや書籍とを比較

し、引用表記のないテキストを、検出したウェブページとリンクして報告します。

ユースケース

独自性レポート

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  



盗用の検出 

「生徒の提出物に盗用や正しく

ない形式での引用がないかを

確認する必要があります。」

詳細な手順 ヘルプセンターの関連記事

独自性レポートを有効にする

Teaching and Learning Upgrade または Education Plus をご利用の場合は、独

自性レポートを無制限に使用できます 

現在、独自性レポートには以下の利用条件があります

● Google アカウントの言語を英語に設定していること

● 作業が Google ドキュメント内で完結していること

● Google for Education アカウントを使用していること

教師は独自性レポートを使用して、生徒の提出物にオリジナルではないコンテンツが含まれていない

かどうかを確認できます。独自性レポート機能は、Google 検索により生徒の提出物と膨大な数の

ウェブページや参考文献とを比較します。

独自性レポート

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335816?hl=ja


手順: 提出後の教師による確認

課題で独自性レポートを有効にする

● classroom.google.com で Classroom アカウントにログイン

● リストから該当するクラスを選択し、[授業] を選択

● [作成] > [課題] を選択

● [盗用（独自性）を確認する] チェックボックスをオンにして、有効にす

る

ヘルプセンターの関連記事

独自性レポートを有効にする

生徒の提出物の独自性レポートを作成する

● 該当する生徒のファイルをリストから選択し、クリックして採点ツールで

開く

● 生徒の提出物の下にある [独自性を確認する] をクリック

独自性レポート

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335816?hl=ja


独自性レポート

盗用の検出を学びの機会に

「提出物に盗用がないかどうかを

生徒が確認できるようにして、不

正の検出を学びの機会にしたい

と考えています。」

詳細な手順

生徒は独自性レポートを課題ごとに最大 3 回作成して、引用表記のないコンテンツや意図しない盗

用が提出物に含まれていないかどうかを提出前に確認できます。独自性レポート機能は、生徒の 
Google ドキュメントをさまざまな参考文献と比較し、引用表記のないテキストを報告します。これに

より、生徒は学習の機会を与えられ、誤りを訂正したうえで自信を持って課題を提出できます。 

Teaching and Learning Upgrade または Education Plus をご利用の場合、教師が独

自性レポートを有効にできる回数に制限はありません。Education Fundamentals を
ご利用の場合、有効にできる回数はクラスあたり 5 回に限られます

課題の提出後、Classroom によりレポートが自動作成され、その結果は教師のみが

確認できます。生徒が課題の提出を取り消して再提出した場合、教師向けに独自性

レポートがもう一度作成されます

ヘルプセンターの関連記事

提出物の独自性レポートを作成する

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335819?hl=ja


手順: 提出前の生徒による確認

生徒が独自性レポートを作成する

● classroom.google.com で Classroom アカウントにログイン

● リストから該当するクラスを選択し、[授業] を選択

● リストから該当する課題を選択し、[課題を表示] をクリック

● [あなたの課題] で、ファイルをアップロードまたは作成

● [独自性レポート] の横にある [実行] をクリック

● レポートを開くには、ファイルの課題名の下で [独自性レポートを表示] を

クリック

● 問題がある文を書き直すか適切に引用を表記して課題を修正するに

は、下部にある [編集] をクリック

ヘルプセンターの関連記事

提出物の独自性レポートを作成する

独自性レポート

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9335819?hl=ja


セキュアなビデオ会議

ビデオ会議のセキュリティ強
化

詳細な手順

詳細な手順

概要 

Google Meet の高度な機能には、ライブ配信、ブレイクアウト ルーム、

会議の録画と Google ドライブへの保存、出席レポート、最大 250 人が

参加可能な会議の開催などがあります。 

ユースケース

授業の録画

教職員会議の録画

詳細な手順

詳細な手順

欠席した授業

会議のライブ配信

詳細な手順

詳細な手順

学校行事のライブ配信 詳細な手順

出欠状況の確認 詳細な手順

生徒のグループ分け 詳細な手順

質問の投げかけ 詳細な手順

意見の収集 詳細な手順

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  



「Google Meet は本当に安全でしょうか？」

セキュアなビデオ会議

Google Meet を使用すると、Google がユーザーの情報とプライバシーの保護に

使用しているのと同じ、安全性重視のインフラストラクチャ、組み込みの保護機

能、グローバル ネットワークを活用できます。Google Meet には、以下のようなセ

キュリティ対策が講じられているため安心です。 

プライバシーとコンプライアンス: 教育現
場を対象とする厳格なセキュリティ基準を
遵守し、生徒と学校の
データをより安全に保護します

暗号化: クライアントから Google に
送信されるデータはすべて暗号化さ
れます

セキュアな導入、アクセス、管理: 会議のプラ
イバシーとセキュリティを確保するためのさま
ざまな対策を講じています

インシデント対応: インシデント対応は 
Google の総合的なセキュリティおよびプラ
イバシー対策プログラムの一部であり、グ
ローバルなプライバシー規則を遵守するた
めの重要な要素でもあります

信頼性: 多層型かつクラウドネイティブの
インフラストラクチャは、スケーラビリティ
を念頭に構築されており、使用量の急増
にも対応します

不正使用対策: 会議に参加できるの
が適切なユーザーのみとなるよう、会議
の管理者が参加条件を管理できます 

詳細な手順 

参加できるユーザーの管理: ノック機能が改善さ
れ、複数の参加リクエストをまとめて管理できる
ほか、特定の条件を満たす参加リクエストがブ
ロックされるようになりました

ロック制御: 会議の管理者は、バーチャル
会議中のチャット、画面共有、発言が可能
なユーザーを制御できます

詳細な手順 

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  



ビデオ会議のセキュリティ強化

「本校で今以上に安全にビ

デオ会議を開催するにはど

うすればよいですか？」

詳細な手順

Teaching and Learning Upgrade と Education Plus には、不正行為対策が追加されています。外

部からの参加者に対して承認を必須にしたり、会議をさらに詳細に管理したり、会議をニックネーム

付きにして終了後の再利用を防いだりすることが可能です。すべての参加者が退出した会議に参加

者が再参加することはできません。ニックネーム付きの会議の場合、教師が再開するまで生徒は再

参加できません。

ニックネーム付きの会議からすべての参加者が退出すると、参加者は再参加で

きなくなり、10 桁の会議コードは無効になります 

教師がニックネーム付きの会議を再開するまで生徒は再参加できません

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet の教育機関向けのセキュリティと

プライバシー

Google Meet でビデオ会議を開始する

教師は会議を終了して全員を退出させることができるため、教師が退出した

後に参加者が会議を続ける状況を防止できます

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=ja
https://support.google.com/meet/answer/9302870#meet


ヘルプセンターの関連記事

Google Meet の教育機関向けのセキュリティと

プライバシー

Google Meet でビデオ会議を開始する

仕組み

教師がニックネーム付きの会議を開始する

と、10 文字の会議コードが作成され、その

コードがニックネームに一時的に関連付けら

れます。

最後のユーザーが会議から退出するか教

師が会議を終了すると、一時的な会議コー

ド、およびそのコードとニックネームの関連

付けが期限切れになります。

手順: ニックネーム付きの会議

ニックネーム付きの会議を作成する

● g.co/meet/<ニックネーム> のような短縮リンクを使用

● meet.google.com に移動するか Google Meet モバイルアプリを開き、

[ミーティングに参加または開始] に会議のニックネームを入力

生徒に会議を作成する権限が与えられて

いない場合、生徒はニックネームや会議

コードを使用できません。 

教師はニックネームを再利用できます。そ

の場合、一時的な会議コードが新しく作成

され、その時点で生徒はニックネームを

使用して再参加できるようになります。

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=ja
https://support.google.com/meet/answer/9302870#meet
http://meet.google.com


授業の録画

「本キャンパスでは大規模なオン

ライン授業を実施しており、遠隔

学習用や、出席できない学生の

ために、授業を録画する必要が

あります。」

詳細な手順

Teaching and Learning Upgrade または Education Plus をご利用の場合、ユーザーは会議を録画し、自

動的に無期限でGoogle ドライブに保存できます。 

この機能により、授業やワークショップ、作業セッションのアーカイブと共有が容易になります。 

Classroom を使用している教師は、Google Meet との連携機能によっ

てクラスごとに固有の Meet リンクを作成し、Classroom の [ストリーム] 
ページと [授業] ページに表示できます

このリンクは各クラス専用の会議スペースとして機能し、教師と

生徒による会議への参加が容易になります

ヘルプセンターの関連記事

遠隔学習に備えて Google Meet を設定する

この連携機能を活用して授業をシームレスに録画できます

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=ja


教職員会議の録画

「職員会議をオンラインで定期的

に開催しており、すべての会議を

録画する必要があります。また、

教職員向けの

研修や理事会も録画したいと考え

ています。」

詳細な手順 

Teaching and Learning Upgrade または Education Plus をご利用の場合は、ビデオ会議の録画

が自動的に Google ドライブに保存され、ユーザーが必要とする期間、録画を保管しておくことがで

きます。この機能により、会議、教職員向けの研修、理事会などのアーカイブと共有が容易になりま

す。 

ヘルプセンターの関連記事

遠隔学習に備えて Google Meet を設定する

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

IT 管理者の方には、教職員に対してのみ録画機能を有効にすることをおすすめしま

す

教職員用と生徒用に別々の組織部門を作成し、それぞれに個別のアクセスルー

ルを適用することができます

教育機関ですでに Classroom を使用していて、教師であることを確認済みのユー

ザーがいる場合は、教師のグループに対してアクセスを有効にできます

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=ja


手順: 録画

会議を録画する

● カレンダーから会議を開き、[Google Meet に参加

する] を選択

● 会議の確認ページの右下にあるその他アイコン（縦

に並んだ 3 つの点）を選択し、オプション メニューを

開く

● [ミーティングを録画] をクリック（画面の右下に、会議

が録画中であることを示す赤い丸印が表示される） 

● 会議の動画ファイルが自動的に Google ドライブに

保存される

ヘルプセンターの関連記事

遠隔学習に備えて Google Meet を設定する

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=ja


欠席した授業

「欠席した授業を録画で

見られたら助かります。」

詳細な手順 

すべてのユーザーは、学校のドメインにある Google ドライブ ストレージにアクセスできます。

Teaching and Learning Upgrade または Education Plus をご利用の場合は、ビデオ会議の録画が

会議の主催者の Google ドライブに自動的に保存されます。会議の録画を再生するには、主催者に

録画へのリンクを提供してもらうか、カレンダーの予定からアクセスします。

録画は会議の主催者の Google ドライブに保存されます 

会議の主催者と同じ組織部門に属する参加者には、録画ファイルへのアクセス

権が自動的に付与されます

主催者が変更された場合、録画へのリンクは予定の元の作成者に送信されます

ヘルプセンターの関連記事

ビデオ会議を録画する

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ja&ref_topic=7290350


手順: 録画の閲覧と共有

録画を共有する

● ファイルを選択 

● 共有アイコンをクリック

● 閲覧を許可するユーザーを追加

ヘルプセンターの関連記事

ビデオ会議を録画する

● リンクアイコンを選択

● メールまたはチャット メッ

セージにリンクを貼り付け

る

録画をダウンロードする

● ファイルを選択

● その他アイコン > [ダウンロード] をクリック 

● 再生するには、ダウンロードしたファイルをダブルクリック

録画を Google ドライブから再生する

● Google ドライブで録画ファイルをダブルクリックして再生（ファイ

ルがオンラインで閲覧できる状態になるまでは「処理中」と表示

される）

● 録画をマイドライブに追加するには、ファイルを選択して [マイド

ライブに追加] をクリック

ま
た
は

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=ja&ref_topic=7290350


会議のライブ配信

「教職員の会議を、他の関係者や

保護者にライブ配信できる機能が

必要です。」

詳細な手順 

Teaching and Learning Upgrade をご利用の場合はドメイン内の最大 1 万人のユーザーが、

Education Plus をご利用の場合はドメイン内の最大 10 万人のユーザーがライブ配信を視聴できま

す。参加者は、主催者からメールまたはカレンダーの招待状で受け取ったライブ配信用リンクを選択し

て視聴を開始します。ライブ配信の権限があることを IT 管理者にご確認ください。 

IT 管理者の方には、教職員に対してのみライブ配信を有効にすることをお

すすめします 

大規模なイベントの場合は、インタラクティブなビデオ会議よりもライブ配信を

使用する方がスムーズです

ライブ配信を見逃したユーザーは、会議の終了後に録画を再生できま

す

ヘルプセンターの関連記事

遠隔学習に備えて Google Meet を設定する
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学校行事のライブ配信

「スポーツ イベントや卒業式、学園祭

などの重要な行事を、現地に来られ

ない方々のためにライブ配信したい

と考えています。」 

詳細な手順 

学校コミュニティへライブ配信を行うことができます。ユーザーは、主催者からメールまたはカレン

ダーの予定で受け取ったライブ配信用リンクを選択するだけで視聴を開始できます。ライブ配信の

権限があることを IT 管理者にご確認ください。権限がない場合は、会議の終了後に録画を再生でき

ます。 

ヘルプセンターの関連記事

遠隔学習に備えて Google Meet を設定する

Education PlusTeaching and Learning Upgrade
目次に戻る

教育と学習用のツール  

Google Meet のライブ ストリーム機能を使用して卒業式、スポーツ イベント、

PTA 会議などをライブ配信すれば、学校コミュニティ全体でつながることができま

す

Teaching and Learning Upgrade をご利用の場合はドメイン内の最大 1 万人の

ユーザーが、Education Plus をご利用の場合はドメイン内の最大 10 万人のユー

ザーがライブ配信を視聴できます

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9784550?hl=ja


手順: ライブ配信

ライブ配信の権限を付与する

● Google カレンダーを開く

● [作成] > [その他のオプション] を選択

● 予定の詳細（日時、説明など）を追加

● ビデオ会議に完全な権限で参加できる最大 250 人のゲストを追加

（他の組織の参加者も追加可能。完全な権限があると、自分の映像

と音声が会議に配信され、画面共有を行える） 

● [ビデオ会議を追加] > [Meet] をクリック

● [Google Meet に参加する] の横にある下向き矢印 > [ライブ スト

リームを追加] を選択

● ご利用の有料エディションで許可される人数のドメイン内ユーザーを

招待するには、[コピー] をクリックしてからライブ配信用の URL を

メールまたはチャット メッセージで共有

● [保存] を選択

● 会議中にその他アイコン > [ストリーミングを開始] を選択（ストリーミ

ングは自動的には開始しません）

ヘルプセンターの関連記事

遠隔学習に備えて Google Meet を設定する

注:  ライブ配信を視聴できるのは組織内のゲストのみです
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質問の投げかけ

「質問を投げかける、生徒の理解度を

測る、生徒と対話して授業に積極的

に参加させるといったことを手早くで

きる手段が必要です。」 

詳細な手順 

Google Meet の Q＆A 機能を使用すると、授業への積極的な参加を生徒に促し、クラスの対話を

活発にすることができます。バーチャル授業の最後に、すべての質問と回答をまとめた詳細なレ

ポートが教師に送信されます。 

会議の管理者による質問の数に制限はありません。質問のフィルタや並べ替え、回

答済みのマーク付け、非表示や、優先順位付けを行うこともできます

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet で参加者に質問する

質問が有効になっている会議が終わるたびに、質問レポートが会議の管理者に

メールで自動送信されます
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手順: Q＆A

質問する

● 会議画面の右上にあるアクティビティ アイコン > [質問] を選択

（Q＆A 機能を有効にするには [Q＆A を有効にする] をオンに

する）

● 質問するには、画面右下にある [質問を入力] をクリック

● 質問を入力 > [投稿] を選択

質問レポートを表示する 

● 会議の終了後、会議の管理者に質問レポートがメールで届く

● メールを開き、レポートの添付ファイルをクリック

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet で参加者に質問する
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意見の収集

「授業や職員会議を主催していると

きに、生徒や他の先生方から簡単

に意見を集められる手段が必要で

す。」 

詳細な手順 

バーチャル会議を設定または開始したユーザーは、参加者向けにアンケートを実施できます。この

機能を使用すると、会議の出席者全員（生徒など）から参加型のアプローチですばやく情報を集め

ることができます。 

会議の管理者はアンケートを保存し、後から会議中に投稿できます。 
アンケートにはバーチャル会議画面の [アンケート] セクションから簡単にアクセスで

きます 

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet でアンケートを実施する

会議の終了後、アンケート結果のレポートが会議の管理者にメールで自動送

信されます
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手順: アンケートの実施

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet でアンケートを実施する

アンケートを作成する 
● 会議画面の右上にあるアクティビティ アイコン > [アンケート] を選択 
● [アンケートを開始] を選択

● 質問を入力

● [公開] または [保存] を選択

アンケートを管理する

● 会議画面の右上にあるアクティビティ アイコン > [アンケート] を選択 
● 参加者にアンケート結果をリアルタイムで見せるには、[全員に結果を表

示する] の横にあるスイッチをオンにする

● アンケートを終了して回答の受け付けを締め切るには、[アンケートを締め

切る] をクリック  
● アンケートを完全に削除するには、削除アイコンを選択

アンケートのレポートを確認する  
● 会議の終了後、会議の管理者にレポートがメールで届く

● メールを開き、レポートの添付ファイルを選択
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生徒のグループ分け

「本校は完全リモート学習を実施してい

ます。そのため、対面式の授業で行うよ

うに、生徒をグループに分ける、教室を

歩き回って生徒の会話に耳を傾ける、

話し合いに加わる、グループからクラス

全体に戻すといったことを、リモートでも

簡単にできる手段が必要です。」 

詳細な手順 

教師はブレイクアウト ルームを使用して、バーチャル授業の生徒を少人数のグループに分けること

ができます。ブレイクアウト ルームは、パソコンでビデオ会議を行っている最中に、会議の管理者が

開始する必要があります。現在のところ、ブレイクアウト ルームをライブ配信したり、録画したりする

ことはできません。

管理者は、教職員のみにブレイクアウト ルームの開始を許可できます 

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet でブレイクアウト ルームを使用する

バーチャル会議ごとに最大 100 個のブレイクアウト ルームを作成できます

教師は必要に応じてブレイクアウト ルーム間を簡単に移動し、各グループを指導できます
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手順: ブレイクアウト ルームの開始

ブレイクアウト ルームを開始する 

● ビデオ会議を開始 

● 画面の右上にあるアクティビティ アイコン > [ブレイクアウト 

ルーム] を選択

● [ブレイクアウト ルーム] パネルで、必要なブレイクアウト ルー

ムの数を選択 

● 生徒が各ルームに分かれる（会議の管理者は必要に応じてメ

ンバーを手動で別のルームに移動可能） 

● 右下の [セッションを開く] をクリック 

それぞれのブレイクアウト ルームで質問に答える

● 会議の管理者の画面下部に参加者からのサポート リクエスト

通知が表示されたら、[参加] を選択してその参加者のブレイク

アウト ルームに入る 

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet でブレイクアウト ルームを使用する
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出欠状況の確認

「オンライン授業の出席状況をう

まく把握できず、困っています。ド

メイン全体における授業の出席状

況を報告できる簡単な手段が必

要です。」 

詳細な手順 

出席状況の確認機能により、5 人以上が参加した会議の場合は出席レポートが自動的に作成され

ます。レポートには、参加者の名前とメールアドレス、バーチャル授業に参加していた時間が記載さ

れます。

ライブ配信イベントの参加者に関する情報は、ライブ ストリーム レポートで確認で

きます 

ヘルプセンターの関連記事

Google Meet で出席状況を確認する

会議の管理者は、会議画面上またはカレンダーの予定から、出席状況の確認機

能とライブ ストリーム レポート機能を有効または無効に設定できます 
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手順: 出席レポート

会議画面上で有効または無効にする 

● ビデオ会議を開始 

● 画面下部のその他アイコンを選択

● 設定アイコン > [主催者用ボタン] を選択

● [出席状況の確認] をオンまたはオフにする

カレンダーで有効または無効にする 

● カレンダーの予定で Google Meet の会議を有効にする

● 右側で設定アイコンを選択

● [出席状況の確認] チェックボックスをオンにし、[保存] をクリック

出席レポートを取得する 

● 会議の終了後、会議の管理者にレポートがメールで届く

● メールを開き、レポートの添付ファイルを選択
ヘルプセンターの関連記事

Google Meet で出席状況を確認する
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ありがとう

ございました


