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様々な課題に対して対応できる

データソリューションとして選定されていた。

● キャパシティは気にしなくて良い

● コンピュートリソースも気にしなくて良い



従来のビッグデータ環境

✔ 2013 年よりオンプレミスで稼働

✔ アスクルの各システムが保持する  

業務ビジネスデータを集約

✔ 様々な販促施策、レポーティング、

分析業務に活用

✔ ビッグデータにダイレクトにアクセスす

るツールは主に  SAS

データ分析システム

(オンプレミス)
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プラットフォームの課題 1  : キャパシティの課題

各種システムからの連携データが増え続けていたが、オンプレミスの為、拡張が困難であり、

ディスク使用率が  90 % 前後を推移  (約 32 TB)

  物流データをマーケティングに活用したいが、

  これ以上データ連携できない

ディスク使用率

年月



プラットフォームの課題 2  : 分析処理スピードの課題

ユーザ数の増加に伴い多重実行が高頻度に発生し、分析処理スピードが劣化。

  業務ピーク時は 40 を超える多重実行が発生

  3 分で終わる処理が 1 時間かかる

処理時間[分]

多重実行数



プラットフォームの課題 3  : データ鮮度の課題

連携システム・データの増加に伴い処理数が増加したことにより、ユーザの使用開始までに

データの更新が間に合わない。実質  2 日~ 3 日前実績で各種施策や分析を実施。

  鮮度が高いデータをマーケティング施策や

  データ分析に活用できない

バッチ処理数



3 つの課題を個別解決するためにプラットフォームが分散

オンプレミス環境

SAS

システム データ分析ツール

SAP
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クラウド環境

クラウド環境

クラウド環境

プラットフォームのコスト増やデータ  バケツリレーによるデータ鮮度の劣化に拍車





データの民主化にスコープ

● 誰でもデータが使える環境

（にもっていく）

● やりきる → 情熱



スケールしない

データ分析専門チームが全社の様々な

分析案件を担当することはそもそも

不可能。また現場から離れた場所で

分析をすると兎に角スピードが

落ちる。



CoE 駆動

現場と CoE が連携して
フォーカス領域で
結果を出す

現場 / CoE 協働

現場内コア人材が CoE 
と連携しながら各々の
現場で結果を出す

現場駆動

現場が自走できるよう 
CoE が支援しつつ、
CoE は全社課題や
高難度課題に集中

データ分析活動民主化の 3 ステップ



データ分析活動民主化の三つの柱

人

多様性

社内部門と CoE の関係構築

全社人財育成

プロセス

データマネジメント

プロジェクト業務設計

職掌設定の罠を超える

技術 / ツール

データサイエンスだけでは不足

あるものは買う、使う

手の内化





Google Analytics で利用していたところから、

徐々に肥大化していくというのは課題として

あるあるなんじゃないかなぁ？

● 使いやすいというところで

放置はあるある

● この手のサービスが

豊富になってきた



マーケ部門でオンプレミスの DWH を運用
インフラやデータソースの仕入れは
開発部門や情シス部門の協力

ぐるなびのデータ基盤の変遷

2010 年 現在2020 年2014 年 2015 年



BigQuery を導入
きっかけは Google Analytics 360 導入

マーケ部門でオンプレミスの DWH を運用
インフラやデータソースの仕入れは開発部門
や情シス部門の協力

ぐるなびのデータ基盤の変遷

2010 年 現在2020 年2014 年 2015 年



DWH も BigQuery に移管
オンプレミスで運用していた DWH をクラウド化

BigQuery を導入
きっかけは Google Analytics 360 導入

マーケ部門でオンプレミスの DWH を運用
インフラやデータソースの仕入れは開発部門
や情シス部門の協力

ぐるなびのデータ基盤の変遷

2010 年 現在2020 年2014 年 2015 年



ぐるなびのデータ基盤の変遷

BigQuery 導入の理由

高いパフォーマンスと他  Google サービスとの高い親和性

Google Analytics ログの BigQuery への容易なエクスポート

BigQuery の高速なクエリ  レスポンスとスケーラビリティ

Google スライド及びスプレッド  シートとの連携により、ビジネス部門へのデータ提供を加速化



ぐるなびのデータ基盤の変遷

導入後の課題

DWH としての BigQuery の運用課題が年数を重ねていく中で増大

スピードを優先していたため、処理が肥大化

属人化

データ基盤の機能・役割の境界線が曖昧





BigQuery の Tips がたくさんありました。

● データの性質による機能の使い分け

● 利用されているクエリを観察しての

チューニング
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BigQuery の Tips がたくさんありました。

● BigQuery GIS

● BigQuery の気持ちになったチューニング



15 分ごとに、どこに何台の配車可能車両が

いたかを集計している。位置情報は数秒周期で

数万台分あるため、かなりの計算能力が必要。

この集計処理を  BigQuery で行うことで、

並列処理を簡単に実装できる。一方、

● 複雑な処理の  SQL での実装

● 15 分に処理をおさめるエンジニアリング

が必要となる。

位置情報の集計処理

kepler.gl による車両カウント可視化例



BigQuery ML の課題

EARLY STOPPING の挙動

「1 epoch でもMIN_REL_PROGRESS 分だけ改善しな

ければ停止」

「N epoch の間改善しなければ停止」

まだまだ改善が見込める場合も学習が止まる

MAX_ITERATIONS の最大値が  1000 に制限

(特に) XGBoost を用いる場合は木の数が  

1000 以上になることは往々にしてあり得る

1000 iter 以内に損失関数が下がりきるように

学習率をチューニングする必要がある

手元で学習させた方が

現状だと精度が高くなることが多い





移行する際の注意点ややり方などのお話しでした。

● 方針はまとめて管理

● 処理にあったサービスの選定



移行の背景

● リクルートでは 2010 年頃より、データ分析基盤と

して Hadoop を検証・導入した。

● 利用は拡大し、百数十台・1 PB 以上の

基盤へと拡張した。

● オンプレミスでの Hadoop 提供を

社内向けサービスと定義し、

運用を効率化させていった。

● 一方で時間の経過と共に、ハードウェア・

ミドルウェアの EOSL などが近づきつつあり次期

システムに向けての検討を開始した

（およそ 4 年前）。

2016 年頃



Hive のクエリ書き換え

概要

● HQL（SQL）を中心とした処理。

● （そこそこ巨大な）HQL を複数回実行し、中間データを作成し

ながら最終データを出力する方式が多数。

注意点

● クエリ書き換えは色々とやりようがあるので、

流派が乱立しないように方針はまとめて管理。

● BQ は出力するファイルサイズに制限があるので考慮。

● REGEXP_EXTRACT_ALL に置換えだと性能が出ない

ケースがあったので、SUBSTR など他の関数に置換え。

HQL だと BigQuery だと

SIZE ARRAY_LENGTH

from_unixtime TIMESTAMP_MICROS

unix_timestamp UNIX_MICROS

printf FORMAT

datediff DATE_DIFF

などなど・・・ などなど・・・

コツコツ書きとめてまとめて共有。





データ民主化を促進するツールのお話しでした。

● データガバナンスを考える

● 色んなツールが用意されている

● もっとGCPと親和性良くなって欲しい



Looker で実現する柔軟かつ容易なアクセス制御

行レベル フィルター

ユーザーの所属部署やエリアなどに

合わせて、フィルターを操作することな

く、いつでも自分に関係しているデータだ

けが表示されることで、

データを探す手間と管理側でマートを分

割する手間を削減

列レベルのアクセス権限

職位や職責に合わせて機密度の異なる

データへのアクセス権を正しく設定

することで、公開できるデータの

種類を増やし、データ利活用の幅を

拡大

属性に合わせた取得元の変更

アクセス可能なユーザーが異なる同一

フォーマットのデータも属性状況に

合わせて取得元を動的に変更できる

ことにより運用工数を削減し、

データの外部公開を実現
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Dataplex Preview

インテリジェントなデータ  ファブリックによるデータ  マネジメント

統合されたアナリティクスのエクスペリエンス

インテリジェントなデータ  マネジメント

セキュリティとガバナンスの一元化

データベースデータマートデータレイクデータ
ウェアハウス

統合的な分析の体験
整理 | インテグレーション  | 分析

統合的なデータ  マネジメント  
メタデータ | データ品質   | ライフサイクル管理  | ガバナンス  | セキュリティ



Analytics Hub
革新的なデータ共有プログラム

すぐに分析可能: データ共有だけではな
い豊富なモデルと分析資産
(Looker や データポータルなど)

モダン: データのコピーは不要。
セキュアでリアルタイムなデータアクセスをプ
ラネットスケールで実現

より多くのデータで、より大きく、より良いインサイ
トを: コマーシャル データ、
パブリック、Google トレンドのデータ

BigQuery

リピート購入率や利益
率が高いアイテムは何

か？

サプライチェーンのどこ
がボトルネックになって

いるのか？

リテイラー

サプライヤー ロジスティクス

Google 

COVID-19
Google
トレンド

Patents Google 
Analytics

Private & Public

NOAA

World 
Bank

Credit 
Bureau

Media

BigQuery では 7 日間で、3,000 以上の異なる組織が 
200 ペタバイト以上のデータを共有しています。

* 2021 4月時点 , BigQueryの通常の 7日間におけるトレンド。組織内部のデータシェアは含まない

200+
PB of data/week*



Datastream Preview

サーバーレスの  CDC、レプリケーションにより分析とデータベースのモダナイズを支援

最小限のレイテンシーで
データを複製

サーバーレス  アーキテクチャによる

シームレスなスケール

Google Cloud の

データ統合ソリューションによる

比類のない柔軟性

Datastream

Now!

変更ストリーム

Now!

インテグレーション
Now!

マテリアライズド
ビュー

Now!

Now! Now! Now!



これ観ましょうね。

https://cloudonair.withgoogle.com/events/solution-data-analytics

https://cloudonair.withgoogle.com/events/solution-data-analytics
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1. やり方は 1 つじゃない。

自分のところにあったやり方を

（事例はいっぱい）

2. 統合 〜分析〜 ML まで一気通貫

3. 明るいデータ生活を！

4. #bq_sushi でも登壇してください！

5. うちのしゃちょーも話していますｗ

まとめ



アンケートへのご協力をお願いいたします。

http://goo.gle/expert_sv


