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Google Workspace を効果的に活用いただくための企業向けの支援に携わ
る。POC 支援、チェンジマネジメント支援、教育支援、Google Workspace 
業務改善コンサルティングなどの支援実績あり。
講師として、経営層向けの説明会、社員様向けのトレーニングなど、登壇実績
多数。
Google Workspace パートナー（代理店）向けの「チェンジマネジメント教育」
「トランスフォーメーション教育」のトレーナーとして
認定。
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アジェンダ

● Google Workspace を効果的に活用すると手に入る 4 つの価値

● 企業の働き方がどう変わったのか

● 価値を獲得するための 4 つのステップとその概要
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Google Workspace の
効果的な活用で獲得
できる 4 つの価値



Google Workspace はチームで働くためのツール

Google Workspace は、ビジネスで必要となる、

シンプルで使いやすい生産性ツール（オフィスツール）群を、

統合した仕事環境です。

デバイスに依存しない柔軟なツー

ルにより、どこにいても

仕事が可能

AI も活用した便利なツールにより、限ら

れた時間を有効に活用

人を中心として設計されたシンプル

なツールにより、組織・スタッフを、より協

働的で生産性の高い働き方に

革新



Google Workspace の効果的な活用で獲得できる価値

高い生産性 革新性 協調性
優秀な人材の
獲得と保持

● 迅速な意思決定

● より効率的なプロセス

● 応答性の向上

● イノベーションの向上

● 新しい製品 / サービス

● 新しいアプローチ

● 会社全体での

コミュニケーション

● 社員同士のつながり

● ナレッジ共有

● 人材を惹きつける

● 人材が活躍できる

● 人材が長くとどまる
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企業の働き方が
どう変わったのか



事例に登場するお客様

A 社

全国に拠点がある小売業

約 1 万 2 千名が

Google Workspace を利用

B 社

グローバルのヘルスケア企業

日本法人は約 800 名



コロナ禍で Google Workspace がなければ仕

事ができなかった



業務データは Google 検索で瞬時にアクセス

キーワードで簡単検索 必要な資料・情報に
素早くアクセス



共同作業で効率的に資料を作成

Google ドキュメントエディタ

ドキュメント スプレッド
シート

スライド

Word・Excel・Powerpoint
と同じ感覚で使えます



会議運営が変わった

これまで Google Workspace 

● 日程調整はメールで時間がか
かる

● 資料は印刷
● 全員が集まって会議
● 会議が長い

● 日程調整は Google カレンダー
● 完全ペーパレス
● オンライン会議
● 事前にアジェンダを共有



部門横断のプロジェクトで新しいアイディアの創出



認識合わせやアイディア

出しを Jamboard アプリで



スライドなどを認識合わせのホワイトボードに

Jamboard を利用して、
図面を投影したり、概念図を手
書きしてディスカッション

Jamboard を画像にして、スライドに取り
込み、認識合わせした内容を
ベースに資料作成



各拠点のチェック・ノウハウの共有



情報伝達から情報共有へ

これまで（情報伝達） Currents （情報共有）

部門や拠点をまたいだ円滑な情報共有で

社内連携の強化・ノウハウの共有が可能に

① 報告

② 取りまとめ

③ 情報伝達

本部

Currents

複数ツールの利用や取りまとめ作業で

手間と時間がかかる



各店舗の VMD チェックやノ

ウハウ共有

1. ディスプレイの完成状況を画像で投

稿する

2. 本社 VMD 責任者は適宜指導する

3. 他店舗が参考にする



どこからでも働ける柔軟な働き方が実現



柔軟な働き方が実現

● 優秀な人材が長く働ける

● 単身赴任の人が本拠地に戻っ

て、これまでと変わらず働ける



Google Workspace の効果的な活用で獲得できる価値

高い生産性 革新性 協調性
優秀な人材の
獲得と保持

● 迅速な意思決定

● より効率的なプロセス

● 応答性の向上

● イノベーションの向上

● 新しい製品 / サービス

● 新しいアプローチ

● 会社全体での

コミュニケーション

● 社員同士のつながり

● ナレッジ共有

● 人材を惹きつける

● 人材が活躍できる

● 人材が長くとどまる



ツールの進化とともに

プレーヤーの進化

も必要



スタッフ全員が

同じ働き方のビジョンを共

有して仕事に取り組む
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価値を獲得するための
4 つのステップと
その概要



価値を獲得するための 4 つのステップ

● Step1. ゴール設定

● Step2. 現状把握

● Step3. ゴールに到達するための方針・計画の立案

● Step4. ゴールに到達するための各種施策実施と評価



4 つのステップを”登山”に例える

Step1.

 ゴール設定

● なぜゴールを目指すのか？

● 頂上で見える景色は？

私たちは

● どんな人？

● どこにいる？

● ゴールとの距離は？

Step2.

 現状把握

Step3.

 方針・計画の立案

ゴールに到達するために

● どんな手段？

● どんなルート？

● どんなスケジュール？

● どんな装備？

● どんな準備？

Step4.

 各種施策の実施と評価

● 登っている道は間違っていないか？

● 全員登ってこれているか？

● 疲れた時の山小屋での食事は生き返る〜。

● 応援があると頑張れる！



Step1. ゴール設定



● Google Workspace を効果的に利用し
ている業務の姿を視覚化する

● 「なぜ、Google Workspace を全員で
効果的に使う必要があるのか？」

という問いに答える



Step2. 現状把握



組織の利用者グループ（ 部署・職種・業務）の把握

利用者グループの
メンバーの勤務場所は？

利用者グループのメンバーの 
Google Workspace 利用における
課題・躊躇がありそうな
パーソナリティは？

情報や通知はどのように
連絡するか？

どのようなトレーニング
提供形態が望ましい？

情報やトレーニング提供に利
用する言語は日本語のみで 
OK？

利用者グループのメンバー数・規
模は？



Google Workplace の
効果的な利用を

阻みそうな要因の一覧



Step3. ゴールに到達するための方針・計画の立案



検討すべき観点・対象

A. 働き方のマインドセット（”当たり前”感）、組織・企業文化の最適化

B. Google Workspace の効果的な利用を阻害する要因とその排除

C. 利用者の教育

D. この活動の広報

E. Google Workspace の効果的な利用の測定



A. 働き方のマインドセット、組織・企業文化の最適化

● これからの経済活動の中心になってくる若手・中堅スタッフのから見て、

仕事の仕方が堅苦しかったり、ちょっと古かったりしない？

● 企業・組織文化が”封建的”だったりしない？

● ドキュメント化・テキスト化を行わない。口頭でのコミュニケーション中心であり、言っ

た・言わないが絶えず、リモートワークでも電話が多い。



C.利用者の教育計画 

　- 全体設計の例



D.この活動の広報

動画メッセージ -社長からの

Google Workspace の活用への期待

「なぜ、Google Workspace を効果的に

活用し、協働的で生産性の高い働き方に

移行していかないといけないのか」につ

いて、社長に臨場感たっぷりに語ってい

ただいたメッセージを、

動画で発信します。



Step4. ゴールに到達するための各種施策実施と評価



Google Workspace 利用開始後も 
自律的・継続的な変革を支援する

イノベーション推進組織を設立

利用の浸透、協調した働
き方、ビジネスへのイン
パクトを測定

成功事例を把握・
フォーカスし広報す
る

利用者は継続的に
学習の機会がある

エグゼクティブが継
続的にスポンサード
することの大切さを
理解

現場で自律的な変
革が起こるような施
策

組織横断の協調し
た働き方を促進する

施策やイベント

イノベーション推
進組織の活動



本日お話した内容が小冊子

になっております。



Thank you


