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This presentation contains forward-looking statements about the Company’s financial and operating results, which may include expected GAAP and non-GAAP financial and 
other operating and non-operating results, including revenue, net income, earnings per share, operating cash flow growth, operating margin improvement, expected revenue 
growth, expected current remaining performance obligation growth, expected tax rates, stock-based compensation expenses, amortization of purchased intangibles, shares 
outstanding, market growth, environmental, social and governance goals, expected capital allocation, including mergers and acquisitions, capital expenditures and other 
investments, expectations regarding closing contemplated acquisitions and contributions from acquired companies. The achievement or success of the matters covered by 
such forward-looking statements involves risks, uncertainties and assumptions. If any such risks or uncertainties materialize or if any of the assumptions prove incorrect, the 
Company’s results could differ materially from the results expressed or implied by the forward-looking statements it makes. The risks and uncertainties referred to above 
include those factors discussed in Salesforce’s reports filed from time to time with the Securities and Exchange Commission, including, but not limited to: risks associated with 
our ability to successfully integrate Slack Technologies, Inc.’s operations; our ability to realize the anticipated benefits of the Slack Technologies, Inc. transaction; the impact of 
Slack Technologies, Inc.’s business model on our ability to forecast revenue results; disruption from the transaction making it more difficult to maintain business and 
operational relationships; the impact of, and actions we may take in response to, the COVID-19 pandemic, related public health measures and resulting economic downturn 
and market volatility; our ability to maintain service performance and security levels meeting the expectations of our customers, and the resources and costs required to avoid 
unanticipated downtime and prevent, detect and remediate performance degradation and security breaches; 
our ability to secure and costs related to data center capacity and other infrastructure provided by third parties; our reliance on third-party hardware, software and platform 
providers; the effect of evolving domestic and foreign government regulations, including those related to the provision of services on the Internet, those related to accessing 
the Internet, and those addressing data privacy; current and potential litigation involving us or our industry, including litigation involving acquired entities such 
as Tableau; regulatory developments and regulatory investigations involving us or affecting our industry; our ability to successfully introduce new services and product features, 
including any efforts to expand our services beyond the CRM market; the success of our strategy of acquiring or making investments in complementary businesses and strategic 
partnerships; our ability to compete in the market in which we participate; the success of our business strategy and our plan to build our 
business; our ability to execute our business plans; our ability to continue to grow unearned revenue and remaining performance obligation; the pace of change and innovation 
in enterprise cloud computing services; the seasonal nature of our sales cycles; our ability to limit customer attrition and costs related to those efforts; the success of our 
international expansion strategy; the demands on our personnel and infrastructure resulting from significant growth in our customer base and operations; our dependency on 
the development and maintenance of the infrastructure of the Internet; our real estate and office facilities strategy and related costs and uncertainties; fluctuations in, and our 
ability to predict, our operating results and cash flows; the variability in our results arising from the accounting for term license revenue products; the performance and fair 
value of our investments in complementary businesses through our strategic investment portfolio; our ability to protect our intellectual property rights; our ability to develop 
our brands; the valuation of our deferred tax assets and the release of related valuation allowances; uncertainties regarding our tax obligations in connection with potential 
jurisdictional transfers of intellectual property; uncertainties regarding the effect of general economic conditions; and risks related to our debt and lease obligations.
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Salesforce.org は、グローバルコミュニティと連携し

て世界の大きな問題に取り組むための Salesforce 

の社会的インパクトセンターです。 

 

私たちは  

ストーリーはこちら: salesforce.org/about-us/ 

https://www.salesforce.org/about-us/


学習者の 

成功 

学生募集と 

入学事務 

教育機関の 

成功 

社会連携と 

卒業生との関係構築 
学生体験 

教育機関の運営 

エンロールメント  

マネジメントと  

インサイト 

学生募集と入学事務  

志望者のターゲット設定  

および関係構築  

オンボーディング  

キャリア教育  

ワンストップの  

サービス  

マルチチャネル  

エンゲージメント  

一元化された指導  

卒業生および支援者との  

関係構築  

資金調達  

社会連携 運営  

教職員体験  

セントラル 

マーケティング  

施設管理 

 

経済的支援 

企業とのリレーション  

学習者とのエンゲージメントを一生続く関係に変える 

Education Cloud 



K-12
(初等中等)

大規模
私立

小規模
私立

大規模
国公立

小規模
国公立

ビジネス
スクール

スキルベース
コミュニティ

カレッジ
インター

ナショナル
社会人教育

 6,000 以上の
教育機関を

世界中で支援

あらゆるタイプ・規模の教育機関での成功



Education Data Architecture

195% Education Cloudの
ROI/投資回収期間は7か月

Forrester

学習者の成功

学生の
エクスペリエンス
優れたサービスを提供し、

定着率を向上させる

教育機関の
運営

マーケティングとコミュニケーションを一元化、
教職員のエクスペリエンスを向上、

プロセスを最適化する

学生募集と
入学事務

最適な学生を見つけ、働きかけ、
入学してもらう

社会連携と
卒業生エンゲージメント

卒業生および支援者との間に
一生続く関係を構築する

教育機関の成功

Education Cloud - Now With Slack
生涯を通じた学習のためにどこからでもつながる

たった一つのプラットフォーム



仕事が円滑に進めば、学生の成功が加速する

Digital Campus for Higher Educationの紹介

学生、教員、職員とつながる
どこからでもコミュニケーションとコラボレーションを可能な
デジタルキャンパスを構築し、全員が一致団結して正しい
方向に進むことを実現

必要なものを、必要なときに 
統合されたワークフローとデータにより、作業のスピード
アップと情報検索の時間短縮を実現

関係性を新たな次元へ

外部の支援者や企業などを会話のチャネルに含めること
で、エンゲージメントの方法を変革



若林 武敏

近畿大学

大学運営本部 通信教育部学生センター 
事務長

近畿大学

大学運営本部 通信教育部学生センター

技術課長補佐

DX推進ユニットプロジェクトマネージャー

経営戦略本部 デジタル戦略室

高木 純平

近畿大学様登壇者ご紹介



近畿大学通信教育部の最前線

近畿大学 通信教育部学生センター
若林 武敏/高木 純平

Success Anywhere World Tour



近畿大学について
Mission

＊2022年4月「情報学部 情報学科」、「理工学部 エネルギー物質学科」を開設予定
　「理工学部 電気電子工学科」を「理工学部 電気電子通信工学科」に名称変更予定（設置届出予定）

大学
短期大学部
通信教育部

学生数
33,350名

182名
3,249名

卒業者数

大学
短期大学部
通信教育部

501,719名
8,448名

47,469名
＊令和3年5月1日現在



近畿大学について
Mission

8年連続



近畿大学通信教育部の使命
Mission

近畿大学通信教育部について

大学名 通信教育部創立

法政大学 1947

日本大学・中央大学 1948

日本女子大学 1949

慶應義塾大学・玉川大学 1950

佛教大学 1953

近畿大学（短期大学部） 1957

近畿大学（法学部） 1960

東洋大学 1964

明星大学 1967

大阪学院大学 1970

卒業生数

法学部　　　13,977名
短期大学部　33,492名
合計　　　　47,469名

修了者数

図書館司書コース
（1971年創設）
　　　　　   21,727名

＊令和3年5月1日現在



近畿大学通信教育部の使命
Mission

学びたい者に学ばせたい

近畿大学創設者・初代総長　
世耕 弘一

場所や時間にしばられない学習環境

学びやすい学費で提供

多様なニーズに応えていく



近畿大学通信教育部の課題
Tasks

・入学時期、学年更新は年１度
・年２回の定期試験
・年２回の成績更新

・年間を通じての随時入学 
・定期試験も複数回
　（近畿大学は10回／年）
・都度、成績更新が必要 

通学課程 通信課程

どの大学も同じようなサイクル 

汎用性が高いシステムが存在 

大学ごとに異なる運用 

汎用的なシステムは存在しない

バージョンアップも容易ではない

＝



システム構成
優位点

新LMS（新KULeD）   新業務システム  



システム構成
優位点

Heroku 

Postgres 

Amazon S3 

学生 

教員 

職員 

メール  

オブジェクト 

オリジンサーバ  
CDNエッジサーバ  

（キャッシュ）  

Web Dyno 
（App） 

帳票  

Heroku Add-ons  

メディア 

コンテンツ  

Twilio SendGrid

Amazon CloudFront 

動画コンテンツ・属性情報登録、添付ファイル（試験・レポート）

 

新LMS（新KULeD）   新業務システム  



採用した製品群
優位点

・Sales Cloud Unlimited Edition
　(Data Storage10GB×２)
・Lightning Platform Plus 
　Unlimited Edition
・Event Monitoring
・Field Audit Trail
・SVF Cloud for Salesforce
・AWS(SQS)

・Heroku Dyno
・Heroku Postgres
・Heroku Add-on
・Heroku Connect
・Private spaces
・AWS(Cloudfront,S3)

業務システムLMS[学習管理システム]

DataSpider
Cloud



採用した理由
優位点

堅牢性
　WebベースのSaaS,PaaSでありながら強固な情報セキュリティ。

拡張性
　スピーディ・低コストで変化する業務への対応が可能。
　SalesCloudではたいてい標準機能（ノンプログラミング）で実装可。

PFのメジャーアップグレード
　年3回。常にモダンな環境を使うことができる。

最新の環境への対応
　OSやMW/ブラウザが新しくなっても対応しやすい。
　今回構築のシステムはほぼ標準機能で実現。



テスト導入～本格導入まで
Slack

電話、メール、メッセージアプリ…… 生産性/詐欺・情報漏えい

2016 20192017 2018

3人

総務・広報・ IT部門
約70人

東大阪キャンパス
全職員

約400人

全教員職員へ
2,000人↑

部署横断
プロジェクト

約150人

情報学科の学生
3,000人↑

2020

全学展開
　30,000人↑

Free Plan Plus Plan Enterprise Grid

UI、機能、将来性(コラボレーションハブ)
教育支援プログラム(85％OFF!!)



導入時の障壁
Slack

・コミュニケーションツールの複雑化
・現状踏襲派（保守派）

●個人メール（@***.kindai.ac.jp）

　外部との連絡。

● メッセージアプリ等の大学で提供していないツール

　 原則、業務での利用は禁止。

●ポータル伝言機能

　公文書・部署への事務連絡手段。

● Slack
　 メッセージアプリや電話の代わり。



用途
Slack

・学生WS→約10,000ユーザ
・教職員WS→約3,000ユーザ

職員）
・部署内、部署横断型PJの事務連絡
・企業とのやりとり（Slackコネクト）
・システムアラートの通知（AWS→Slack）

教員）
・学部間（教員間、教職員間）の事務連絡
・他大学や産学連携先の企業、海外を含む学外の研究機関とのやりとり
・Slack連携アプリの開発

学生）
・講義、研究室、クラブ、サークルチャンネル
・現状、アクティブユーザをさらに増やすため、Slack社と協同でキャンペーン等実施予定



アナリティクス（教職員WS）
Slack



将来展望
Vision

　  ライブからオンデマンドへ

　  問い合わせ対応の改善

　  通学と通信の垣根を超えた学修環境の創出






