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パンデミックによるデジタル化の加速

パンデミックの影響により、

店舗での購買が減少し、

オンラインの購買行動が増加。

消費者と企業のデジタル化は 10 年前

倒しされたと言われています

10 years



CASE1　欲しいものを探せる

購買行動における良い CX とは？

Search

あの商品、名前なんだっけ？



CASE 2　欲しいものが見つかる

購買行動における良い CX とは？

レコメンデーション

色々見ながら決めたい。

- あなたへおすすめ
- 関連商品
- よく一緒に購入される商品



購買行動の例

様々なタッチポイントでの行動履歴を デバイス、ページ、ブランドなど様々な観点で分析

キーワード

「スパイシー　調味料」で検

索

ダイレクトメールで

行動履歴に合った

レコメンデーション

検索結果から

「黒唐辛子」

をクリック

関連商品を吟味し

「七味唐辛子」

の購入を決定

「蕎麦セット」

も一緒に購入

七味唐辛子に合いそうな

「焼き鳥セット」を

確認・購入

キーワードによる

曖昧検索

関連商品

を表示

よく一緒に購入される商品を

表示

数週間後...



シームレスな CX 実現に対する課題

さまざまなチャネルや検索方法で一貫性のある正確な結果を提

供することは困難

チャネル全体で何千もの SKU を扱うため

手動でのキュレーション管理が非常に大変

従来のシステムの制約でパーソナライゼーション、柔軟性、拡張

性を効率的にバランスを取ることができない



Product Discovery Solutions 

Recommendations AI

トレンドやユーザー行動をもとに高度に

パーソナライズされた商品のレコメンデー

ション

Retail Search*

Google クオリティの検索機能で EC サイ

トやアプリケーションを強化

Vision Product Search

画像で商品を検索、視覚的・意味的に

類似したアイテムのランク付けされたリ

ストを表示

*Retail Search is currently in Private Preview



Vision Product Search

Ensures 
privacy & 

compliance

ワクワク･ドキドキする顧客体験を提供

スマホの画像からのショッピングを可能に

商品を探す作業を楽しみに

店舗スタッフをエンパワー

1 つの画像で複数の商品を検出

商品ごとに画像を  1 枚登録するだけ

画質などの条件を満たす画像  1 枚の登録で利用可能

API が自動で生成され、アプリから呼び出すだけ



Recommendations AI

インテリジェントで最先端のパーソナライズ ML

クリック率、コンバージョン率、収益などの劇的な改善

フルマネージドでグローバル規模なサービス

容易なデータ統合

世界中の顧客にあらゆるタッチポイントを提供

高度にパーソナライズされた製品の推

奨事項を大規模に提供

 

データの所有権はユーザにあり、Google が利用すること
はありません



Retail Search

音声検索

ユーザーイベント

構造化データ

顧客のナレッジグラフ

商品カタログ

ウェブインデックス

カスタム  ML モデル

ビジネスルール

画像検索

テキスト検索

Retail 
Search 
Engine
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Google の最新テクノロジーをクラウドへ

Search 

Apps 

Maps 

Videos 

Music 

Shopping 



Recommendations AI による指標改善例

既存システムと比較した際の改善率

**Driven by Recommendations AI

+90% CTR *

+40% コンバージョン  *

+50% Recommendation 
経由の収益  *

+5%
セッションあたりの

総収益 **

*These figures are compared to baseline recommendation systems of pilot customers in A/B experiments; actual results will vary by retailer



売上を約 2 倍に拡大した DMM GAMES 様事例

"クリック率（CTR）が 1.45％から 5.23％に、コンバー

ジョンレート（CVR）が 15.49％から 19.26％に、

CTVR が 0.22％から 1.01％に向上した結果、売上

が約 2 倍に拡大しました。これは、かなりいい結果

です。"
井上 翔太氏

経営管理本部 データ戦略部 データ戦略グ

ループ データアナリストチーム

BigQuery による高速なデータ解析に期待して 
Google Cloud を採用

Recommendations AI を利用することで、より

少ない工数と時間で機能を開発、期待通り、迅

速に高い効果を獲得

今後、ほかのプラットフォームにも Google 
Cloud を採用したレコメンデーション機能を搭載

していく予定



フルマネージドでグローバルなサービス

1. 取り込んだデータのクリーンアップ

2. モデル作成とチューニング 

3. 学習用パイプライン構築

4. 商品の性質に関する偏りの考慮（人気商品, 季節商

品/セール品, 新商品/ロングテール）

5. 地域間のサービス再現

6. トラフィック増加に対するサーバ増強

7. モニタリング/エラー監視/アラートシステムなど関連

ダッシュボードの構築

8. レイテンシ/可用性/あらゆるコンポーネントのコスト

管理

1. 商品カタログとユーザデータの取り込み

2. 推薦商品のサイトへの表示 

自動化できる作業 必要な手順



導入プロセス

データ取り込み

モデルトレーニング

予測結果の表示

A/B テスト

効果分析

 1

 2

 3

 4

 5



データ取り込み

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示 A/B テスト 効果分析

商品カタログ ユーザーイベント

商品名

説明

カテゴリー

価格

割引価格

在庫有無

ブランド/フランチャイズなどのカスタム機能

ユーザーイベントタイプ

イベントの時間、時間の経過とともに注文

ドメイン

デバイス

カスタム機能（その他のイベントコンテキスト属性）



商品カタログを取り込む 3 つの方法

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示

BigQueryDatabase
1. BigQuery にインポート

2. JSON ファイルを Cloud Storage からイン

ポート

3. BigQuery Data Transfer Service for Google 
Merchant Center を使用し、Merchant 
Center の商品データを連携

Cloud StorageJSON ファイル

BigQueryMerchant Center

A/B テスト 効果分析



商品カタログデータ連携パイプライン

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示

BigQuery Recommendations AI商品マスタ
（Database）

Pub/Sub Dataflow

商品ラインナップの変更に追随するため、カタログデータを更新するためのパイプ

ラインを構築する必要がある。

A/B テスト 効果分析



リアルタイムユーザーイベント収集の 3 つの方法

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示

Tag Manager

1. JavaScript ピクセルを使用し、ブラウザから

ユーザイベント記録用の API を実行

2. イベント実行時のバックエンドサーバ処理ロ

ジック内で API を実行

3. Google Tag Manager に ユーザイベント記録

用のタグを作成

Recommendations AIJavaScript pixel

Recommendations AIREST API

A/B テスト 効果分析

Recommendations AI



過去のユーザーイベントを取り込む 3 つの方法

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示

Google Analytics

BigQueryDatabase
1. BigQuery にインポート

2. JSON ファイルを Cloud Storage からイン

ポート

3. Google Analytics の BigQuery Export を使用

し、イベントデータを連携

Cloud StorageJSON ファイル

BigQuery

A/B テスト 効果分析



モデルトレーニング

あなたへのおすすめ

関連商品のおすすめ

よく一緒に購入される商品

Recommendation 
タイプを選択

1

クリック率

コンバージョン率

セッションあたりの収益

目的を把握2

在庫切れ商品のフィルタリング

Tag によるフィルタリング

検索結果の多様化

料金の再ランキング

オプションで構成できるカ

スタムルール
3

 

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示 A/B テスト 効果分析



予測結果の表示

トップページ モデルタイプ「あなたへのおすすめ」でコンバージョン率最適
化されたレコメンデーションモデルで推奨

商品詳細ページ  モデルタイプ「関連商品のおすすめ」でクリック率最適化
されたレコメンデーションモデルで推奨

カートに追加 モデルタイプ「よく一緒に購入される商品」でセッションあたりの収
益最適化されたレコメンデーションモデルで推奨

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示

ダイレクトメール モデルタイプ「あなたへのおすすめ」でコンバージョン率最適
化されたレコメンデーションモデルで推奨

A/B テスト 効果分析



A/B テスト

Google
Optimize

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示

Recommendations AI

A/B テスト 効果分析

Recommendations AI 導入の効果は、本番でしか確

認できません。

既存の仕組みと比較して効果があるのか低リスクで

確認するためには、A/B テストが不可欠です。

- A/B テストにおける推奨事項

- 一部のユーザーで小規模に実施

- ランダムサンプリング

- 十分なサンプル数を得られる期間実施

現行 
Recommendation



効果分析

2

3

プレースメント毎の導入効果

総収益

全体導入効果

1

推薦者が関与している収益

平均注文額（AOV）

4 推薦者が関与している  AOV

2

3

クリック率（CTR）1

コンバージョン率（CVR）

推薦者が関与している収益

データ取り込み モデルトレーニング 予測結果表示 A/B テスト 効果分析



継続的な改善活動

データ取り込み

モデルトレーニング

予測結果の表示

A/B テスト

効果分析

 1

 2

 3

 4

 5

● 商品カテゴリの見直し
● ユーザイベントの追加

● レコメンドの配置場所変更
● フィルタリングルールの変更



Google ecosystem

BigQueryMerchant Center

Google Analytics
Google Tag Manager

Google 
Shopping

Google Ads

Google Optimize

Recommendations AI



まとめ

オンラインの重要性が高まっています。

まず始められるところから小さく始めて、徐々に育てていく

● 機械学習の未学習者でも簡単に始めることができる

● 継続的な改善を行うための機能も備わっている



Thank you


