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デジタル化の

トレンド加速

パラダイム

シフト

不確実性

COVID-19 が流通業界にもたらした新たなトレンド

EC の急速な成長

あらゆる場所から購買活動が

可能に

パーソナライゼーションの

促進

健康と安全を優先

グローバル化が減速

自宅を中心しとした消費行動

価値を重視した購買

店舗内での新しい体験

予測できない需要

サプライチェーンの耐久性

長期的な財務インパクト

国際貿易の減少

Sources: McKinsey, July 2020

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19


Google Cloud は小売業界における

#1 cloud provider として認識されています

Retail is a priority at Google

Google Cloud では、小売業者と提携し、

データを活用したイノベーションを通じて

ビジネス変革を推進しています

Sources: Canalys - Cloud Channels Analysis Report, July 2020

https://www.canalys.com/newsroom/canalys-google-cloud-top-cloud-service-provider-for-retailers-Q2-2020
https://www.canalys.com/newsroom/canalys-google-cloud-top-cloud-service-provider-for-retailers-Q2-2020
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Google Cloud とのパートナーシップのメリット

業界をリードする

AI / ML における専門性

Best of Google 数億人のアクセスを

支える強固なインフラ

業界に特化した

ソリューション



デジタルと

オムニチャネルによる

収益拡大

小売業向けの 3 つのソリューションカテゴリ

顧客を第一に考える

データドリブン型の

小売業者へ

オペレーション改善

の促進

マネージドサービスの
活用による運用コストの削減

制限された環境下でも
効率的な業務運用

急速に成長する領域で
信頼性・拡張性・柔軟性を

備えた EC の強化

部品化されたインフラで
新たな顧客体験を迅速に構築

大量の顧客、および製品データを
ビジネス変革に活用

強力な AI・ML 技術を
よりシンプルに活用し、
デジタルマーケティング、

需要予測、
インサイトを向上させる

   



デジタルとオムニチャネルによる収益拡大

商品検索ソリューション: 
Visual Search

ピークシーズン向けの 
プレミアムサポート

デジタル体験の 24/365 
提供

複数チャネルにおける

商品検索
専門性のあるエンジニアの支援

E-コマースのクラウド活用

E-コマースのモダナイ

ゼーション

商品検索ソリューション: 
Recommendations AI

信頼性、拡張性と柔軟性を備えた EC 業務の促進

パンデミックの影響により、
消費者と企業のデジタルへの適用は 10 

年前倒しになると言われています 1

10 years

Source: 1McKinsey, August 2020

小売業向けの API 管理

（Apigee）

   

AppSheet

商品検索ソリューション: 
Retail Search（Private 
Preview）

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/solutions/periscope/our-insights/surveys/~/media/A99E68262D584A639029AB7F27A782F6.PDF


デジタルとオムニチャネルによる収益拡大

可用性向上・スケーラビリティの改善

新サービスの開発/リリース速度向上
E-コマースサイトのクラウド化とモダナイゼーション

手動でのキャパシティ管理や運用計画

の負荷削減
ピークシーズン向けのプレミアムサポート

画像を使った商品検索 商品検索ソリューション : Visual Search 

課題・ニーズ Google Cloud のソリューション

商品レコメンデーション精度の改善 商品検索ソリューション : Recommendations AI 

増加する API の管理・運用負荷の削減 小売業向けの  API 管理（Apigee）

   

ノーコードで簡単に業務アプリを作成したい AppSheet

#
#
#


負荷状況に応じた E コマースサイトの構築

EC サイトでは特定の商品にだけアクセス

が集中し、全体の業務に影響を及ぼすこと

が発生している。これを特設予約サイトとし

て切離すことで既存サイトへの影響をなく

し、またスケーラビリティを向上させる。

特設サイトの構築



負荷状況に応じた E コマースサイトの構築

リフトアンドシフトによる、クラウド移行で、

EC サイト全体の柔軟性を向上させる。DB 
は短期的には既存の  DB を利用し、段階的

にクラウド移行することにより、迅速な移行

を実現。

オンライン業務の増大に伴い、マルウェア、

フィッシング、詐欺の標的にされるケースが

急増している。Bot 対策ソリューションによ

り、ユーザーに安全なサービスを提供。

EC サイトのクラウド移行



業種: ソフトウェア・インターネット
国: 日本

Application Modernization : GKE で利用者により自由な EC サイトを構築
『ec-cube.co』のシステム構成は、GKE をメインに使い、バックアップ用に Cloud Storage、ドメイン
管理に Cloud DNS を利用、ほとんどの機能が GKE で完結。運用では、Stackdriver を使って、ロ
グの収集や監視、通知なども実施。

複数のツールを組み

合わせを必要とせず、

必要なすべての機能

がそろっている GKE 
利用で、効率的に開発

Google Kubernetes 
Engine の利用で、約 
2 か月という短期間で

の実装を実現

アプリ、バッチ処理も使

い慣れたプログラミン

グ言語で実装が可能、

使いやすく、本来の課

題へ集中できた

"Kubernetes は、ある意味インフラの知識を凝縮した技術なので、

GKE を学ぶことでインフラの知識を学ぶことができました。また、使

いやすく、技術的な苦労よりも、どのような機能を実現するか、とい

う本来の課題に集中できました。 "
株式会社イーシーキューブ  CTO　奥 清隆 氏

課題

OSS として誰でも自由に利用できる
『EC-CUBE』のメリットを生かしながら、
利用者がシステムを構築することなく商
売に注力できる仕組み『ec-cube.co』を
開発。前提条件として『EC-CUBE』と同
じ機能を実現することが求められた。ま
た、アクセスが急増に備え、容易にス
ケールできる仕組みも必須であった。



顧客を第一に考えるデータドリブン型の小売業者へ
データ分析を強化して、マーケティング・需要予測やインサイトを向上させる

Looker による小売

分析

需要予測 (Vertex Forecasting / 
BigQuery ML)

サイロ化された

データの統合

インサイトを

組織内で広く活用

得られたインサイトを

迅速にビジネスに展開

データ ウェアハウス

のモダナイゼーショ

ン

ターゲット型のデジタル

マーケティング

12 - 21% の顧客は小売業者からの

メッセージやプロモーションを受けて

購買行動やブランドを変化させると

言われています 1

12-21%

Source: 1Periscope by McKinsey: Retail reimagined:The new era for customer experience, August 2020

カスタマー データプ

ラットフォーム（CDP）

   

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/solutions/periscope/our-insights/surveys/~/media/A99E68262D584A639029AB7F27A782F6.PDF


顧客を第一に考えるデータドリブン型の小売業者へ

大量データのリアルタイム分析 Looker による小売分析  

サイロ化されたデータの分析・データ増加

によるパフォーマンスの低下

データ ウェアハウスのモダナイゼーション

位置情報を活用した分析  (BigQuery GIS)

需要がリアルタイムに予測できず

品揃えの最適化ができない
需要予測  (Vertex Forecasting / BigQuery ML)

パーソナライズやターゲティングマー

ケティングができていない
1 to 1 デジタルマーケティング

課題・ニーズ Google Cloud のソリューション

各種小売業務に

データが活用できていない
小売業向けデータ活用基盤  (BigQuery, Apigee 等)

Lack of real-time analytics
Streaming Analytics

Ingest real-time data to power analytics and new customer experiences

TBD
Customer Data Platforms

TBD

   

複数のプラットフォームに顧客データが分散

しリアルタイム分析ができない
カスタマーデータプラットフォーム  (CDP)

#


業種: 小売り、卸売り
国: 日本

Smart Analytics / Data Management : 2 万店超の POS データをリアルタイ
ムに集約・活用

DX をはじめとする IT 戦略を支えるためのデータ活用基盤「セブンセントラル」を Google Cloud 上
に構築。汎用性、即時性、オリジナリティをもったデータをクラウドに集約することでサイロ化を解消、

店舗の状況をデータを通じてリアルタイムに本部が把握可能に。

ストリーミング分析ソ

リューションにより、商

品購入からわずか数

分でデータをクラウド

上に集約

Apigee や BigQuery 
を介して本部、加盟

店、パートナーなどが

データを自在に活用で

きる環境を構築

今後、セブンセントラル

の活用範囲を拡大して

いくにあたり、AI 技術

などの Google プロダ

クトの貢献にも期待

"Google Cloud の導入で驚くほど革新的な成果が得られました。今

ある課題が解決できるのはもちろんのこと、これまで発想もしなかっ

たような新しい改善やサービスにも繋がっていくのではないかと期

待しています。 "
システム本部副本部長  兼 システム企画部総括マネジャー　西村  出 氏

In partnership with: クラウドエース株式会社

課題

他社に先駆けて IT 化を推進してきたセ
ブン－イレブン・ジャパンだが、長期にわ
たる運用の結果、システムが旧態依然
としたものに。機能追加を繰り返したシ
ステムは複雑化し、データがサイロ化。
データの検索性、汎用性、即時性などで
効率が悪く、時代に合わせたデータ活用
を阻害する要因となっていた。



BigQuery: GIS / 地理データ活用

多くのビジネス上の決定は、位置情報を用いて行われます。たとえば、顧客トランザクションを記録し、店舗の

位置情報との関係を確認できます。位置情報を使用して、近接した店舗の位置を通知する顧客を絞り込むこ

とや、市区町村など地域ごとの売上分析をすることも可能です。

ユーザーから  500m 以内の店舗を抽出

SELECT store_name 
FROM stores
WHERE 
   ST_DWITHIN (store_loc,
      ST_GeogPoint (@lon, @lat),
      500)

店舗から  500 m 以内にいるユーザー数

SELECT store_name, COUNT (1) users
FROM stores s JOIN users u
ON ST_DISTANCE (s.loc, u.loc) < 500
GROUP BY 1

郵便番号の中の区画にいるユーザー数

SELECT zipcode, COUNT (1) users
FROM users u 
JOIN 
   (select zipcode, st_geogfromtext 
(zipcode_geom) loc
    from 
`bigquery-public-data.utility_us.zip
code_area`) z
ON ST_COVERS (z.loc, use.loc)
GROUP BY 1



WKT

GeoJSON

WKB

データ

タイプ
対応フォーマット

ポイント

ラインストリング

ポリゴン

マルチポリゴン

コレクション



BigQuery: GIS / 地理データ活用

● BigQuery GIS データは次の方法で可視化可能。

○ BigQuery Geo Viz

○ Google Earth Engine

○ Looker

○ Jupyter ノートブック

（GeoJSON 拡張機能を使用）

● 緯度経度を用いてポイントを地図にプロットする、 IP アドレ

スから位置を特定する、国土地理院地図データ（地図、路

線図など）と組合せて利用する、など。



業種: 旅行、ホスピタリティ
国: 日本

課題

全国 47 都道府県、約 7 万台（2019 年 1 
月時点、全国のタクシーの約 30%）を
ネットワークする国内最大級のタクシー
配車アプリには、数十秒おきにタクシー
の位置情報やアプリからの注文情報（位
置情報、利用時間、ユーザー情報を含
む）など、様々なデータが送られてきま
す。こうしたデータを高速に、効率的に
運用できるデータ分析基盤の構築が必
要でした。

Smart Analytics:BigQuery は高速で運用の手間がない先進的なプロダクト
サービスを通じて得られたビッグデータを BigQuery に集約し、意志決定支援のためのデータ分析を
行い、さらなるユーザビリティ向上や、業務効率の改善を目指しています。

BI ツール経由で非エン

ジニアも「自分で」デー

タ分析が可能となり、

効率がアップ

BigQery の導入によ

り、データを高速に運

用でき、アドホック分析

時の待ち時間のストレ

スが低減

BigQuery GIS（β版）

なら地理的座標さえあ

れば、直接 BigQuery 
上でデータ集計が可能

"BigQuery の分割テーブルや  、β 版のクラスタ化テ  ーブルのよう

な新機 能を利用することで  、利用者が意識することなく、パフォー

マンスやコストを最適化できるようにしています。こうした新機能が

次々と登場してくることも、 BigQuery を選んだ理由の  1 つです。"
JapanTaxi 株式会社  データエンジニア  饗庭 秀一郎  氏



オペレーション改善の促進
マネージド サービスを中心としたソリューションでビジネスの継続性を確保し、

生産性の向上とコラボレーションを強化します

Source: 1Salesforce/WSJ, June 2020

SAP on Google Cloud 働き方改革（Google 
Workspace / Glass 
Enterprise）

新たな CX をもたらす

カスタマー サポート

迅速かつ効率的な

業務オペレーション

本社業務と店舗間の

コラボレーション

ビジネスメッセージカスタマー サービスにおける

チャットボットの利用割合は、

流通と CPG の領域において

2020 年 2 月から 4 倍となっています 1

4X

Contact Center AI / 
チャットボット・ボイス

ボット (Dialogflow CX) 

Anthos for Retail

VM 移行

VMware Engine

   

https://www.wsj.com/articles/please-hold-shoppers-wait-and-wait-to-reach-lululemon-best-buy-11591966507?utm_source=morning_brew


Google Map や検索を利用している

顧客から問い合わせを受付たい
ビジネスメッセージ（Google マイビジネス）

コールセンターの待ち時間削減や

対応の自動応答化
Contact Center AI

SAP 環境の運用コスト削減と

データ活用
SAP on Google Cloud 

アプリケーションの

モダナイゼーション
Anthos for Retail

課題・ニーズ Google Cloud のソリューション

オペレーション改善の促進

オンプレミス環境の維持コスト

や運用コストの削減
ワークロードを  Compute Engine に移行

VMware 環境の運用コスト削減 VMware 環境をそのまま  Google Cloud に移行

ツールのサイロ化・店舗や倉庫業務の

生産性向上
働き方改革（Google Workspace / Glass Enterprise）

   

#
#
#


業種: 製造業
国: 日本

Infrastructure Modernization : Google Cloud で SAP S/4 HANA やデータ
基盤を構築

基幹システムを Google Cloud 上の SAP S/4HANA へ移行。さらに、あらゆるデータを集約してアク

ションにつなげるためのデータ活用基盤「LIXIL Data Platform」を Google Cloud 上に構築して、

SAP をはじめとする SoR や SoE のデータを集約。

"数あるプラットフォームの中から  Google Cloud を選んだのは、

我々が何よりもまずデータに重きを置いているから。それぞれのシ

ステムが毎月のように生み出す何億、何十億というデータを社員  1 
人ひとりが能動的に利活用していくためには、きちんとしたデータの

プラットフォームが必要 "
常務役員  Digital 部門システム開発運用統括部リーダー兼コーポレート＆

共通基盤デジタル推進部リーダー  岩﨑 磨 氏

　資料｜ブログ記事

課題

● 基幹システム（SAP S/4 HANA）を支える
堅牢で且つ柔軟性の高いインフラ基盤が
必要

● グループ内に存在するあらゆるデータを集
約する場がなく、データがサイロ化してい
る

● データの活用が企業文化として定着せ
ず、データの民主化が進まない

3 つの SAP システム、

30 以上のランドスケー

プ、120 を超える SAP 
関連サーバ を 8 か月

で構築

ネットワーク設計の柔

軟性 や ライブマイグ

レーションなどインフラ

面を評価し Google 
Cloud を選択

SAP を含む様々な

データを BigQuery に
集約し、データ活用の

セルフサービス化を実

現

https://docs.google.com/presentation/d/1z8A9c8aKi5LpqEqLO05vxXvC_fyxUPyPXXgTI8jOcz4/edit?resourcekey=0-nVSN2t5BHixMr79NH4ascg#slide=id.ge20422cc38_0_6
https://cloud.google.com/blog/ja/topics/customers/lixil-erp-bigquery


Thank you


