お客様事例

ゲオ

IBM
IBM Db2 Warehouse on Cloud

オンプレミスのデータベースからIBM Db2 Warehouse on Cloud に移行し
事業部門主導でアドホック分析とデータ・ドリブンのマーケティングを推進
DVD などのレンタルや新品・中古ゲームなどの買取・販売を行っている「ゲオショップ」や、総合リユースショップ「セカンド
ストリート」
など、全国に1,800を超える店舗を展開する株式会社ゲオ
（以下、
ゲオ）
は、
マーケティング活動で必須となる
データ分析の基盤をクラウド・データベースの IBM Db2 Warehouse on Cloud に移行しました。これを機にメディア事業
部内におけるアナリティクス体制の強化および人材育成に注力。すでにクーポン配布の最適化などで大きな成果を上げる

など、
LOB（事業部門）主導によるデータ・ドリブンのマーケティングを実践しています。

［ 導入製品 ］

IBM Db2 Warehouse on Cloud
課題

マーケティングのデータ分析を依存していた全社データベース基盤が撤去通告
著名な他社クラウド・データベースを上手く使いこなせず利用者が減少

ソリューション

予測分析ソフトウェア SAP Predictive Analytics をサポートし、
Oracle SQLとも高い
互換性を持つクラウド・データベースとして IBM Db2 Warehouse on Cloud を導入

効果

過剰なクーポン配布を75％抑止し、週あたり約350万円のコストを削減
独自ロジックのアソシエーション分析により、約900万人の顧客ごとのワン・ツー・ワン
のレコメンドを実現
アイテム単位のレコメンドデータを Jupyter Notebook と Cytoscape で可視化し、
よりよい売り場づくりを推進

［ お客様課題 ］

全社的データベース基盤が撤去され
部門独自にクラウド・データベースに移行

今から30 年以上前の1986 年、愛知県のレンタルビデオ店からスタートしたゲオ。現在は
DVD・CD のレンタル、ゲームソフト・書籍など中古品買取販売・新品販売を展開するゲオショップ
を中心に、現在ではグループ全体で全国に1,800店を超える店舗ネットワークを構築しています。
このビジネス拡大を支えているのが卓越したマーケティング力です。ゲオショップだけでも
毎月約1億レコードが発生するという膨大な伝票明細を36カ月間にわたって保持し、アド

ホックに分析することで、マーケティングの迅速な意思決定に活かしています。本格的な

データ・ドリブンのマーケティング体制が確立されたのは2011年のことで、Oracle Exadata

の導入によって伝票明細からの集計スピードが大幅に向上しました。

ところが、
まさに波に乗りつつあった2014年、
マーケティング・チームは青天のへきれきで
大きな方針転換が迫られました。同社 メディア事業部 メディア店舗企画課の鈴木 健生氏

は、
このように振り返ります。

「次にハードウェア保守契約が切れるタイミングで Oracle Exadata を撤去することが確定
したのです。しかも移行先の新しいデータベース基盤はグループ全体の基幹業務処理に特化

したものとなるため、
アドホックな分析は禁止です。社内システムを構築する情報システム
部門からは『今後、高い負荷のかかるマーケティング・分析業務に必要なデータベースは

クラウド・サービスは
ユーザーの自己責任で
利用するものと思い込ん
でいましたが、IBM Db2

Warehouse on Cloud

の使用法についてもきめ
細かくサポートしてい
ただき、
そもそもチュー
ニング不要のアーキテク
チャーなので最初から
期待どおりのパフォー
マンスを出すことができ

ました。

各部門で調達すること』
と通告されてしまいました」

そこでゲオが着目したのがクラウドから提供されるデータベース・サービスで、大きな話題

を集めていた AWS の Amazon Redshift を導入しました。

しかし、
この移行は失敗に終わってしまいました。ゲオでは企業文化的な背景からデータ
ベースのテーブルやフィールドに日本語で名前を付けていたのですが、当時の Amazon

Redshift はフィールド名がマルチバイト文字に対応しておらず、移行に多大な手間を費やして

しまいました。また、利用コストを少しでも節約したいという思いからリザーブドではなくオン
デマンド
（従量課金）で契約したところ、毎回の起動時のデータ読み込みに30分以上の時間

を要しました。
「思い立ったときに、すぐに確かめてみる」
というアドホック分析の肝心かなめ

の要件を満たすことができず、Amazon Redshift は徐々に使われなくなってしまったのです。

「決して Amazon Redshift そのものに致命的な問題があるわけではなく、すべての責任は
クラウド・データベースを熟知していなかった私にあります。判断が甘かったと言うしか
ありません」
と鈴木氏は語ります。

［ ソリューション ］

培ってきたアドホック分析のノウハウを最大限に活かせる

「同じ轍は二度と踏まない」
という思いを強く胸に刻み、ゲオが新しいクラウド・データベース
として導入したのが IBM Db2 Warehouse on Cloud です。

「選定の決め手となったのは、従来から Oracle Exadata 上で利用していた予測分析ソフト
ウェアの SAP Predictive Analytics をサポートしていたことです。加えて Oracle SQL との

互換性が非常に高いレベルで実現されていることも大きなポイントでした。実際、NVL や

ADD_MONTHS な ど の Oracle SQL 独自 の 関 数 も そ の ま ま IBM Db2 Warehouse on
Cloud で実行可能。これまで培ってきたアドホック分析のノウハウを最大限に活かすことが

でき、
とても満足しています」
と鈴木氏は話します。

もっとも、懸念がなかったわけではありません。当時リリースされたばかりだった IBM Db2

Warehouse on Cloud は市販の解説本もほとんど出ておらず、チューニング方法や万一の

トラブル発生時の対処法などの情報を得るすべがありませんでした。

こうした不安を払拭したのが IBM のサポート体制です。
「クラウド・サービスはデータベース
も含めてユーザーの自己責任で利用するものと思い込んでいましたが、IBM Cloud の対応

はまったく違っていました。IBM Db2 Warehouse on Cloud の使用法についてもきめ細か

くサポートしていただき、そもそもチューニング不要のアーキテクチャーなので最初から期
待どおりのパフォーマンスを出すことができました」
と鈴木氏は話します。

株式会社ゲオ
メディア事業部 メディア店舗企画課
鈴木 健生氏

さらに、
こうしたデータベースの基盤整備と並行して進めているのが、メディア事業部内で

アドホック分析にあたるアナリティクス体制の強化です。2017年度に新設されたメディア
店舗企画課に集められた鈴木氏を含むメンバー8名全員が単独でデータ・ドリブンに企画
業務を遂行できるようにスキルアップを進めています。

ただ、情報システム部門ではない LOB
（事業部門）出身のメンバーが大半を占めていたため

SQL の基礎を講習するところからのスタートでした。最初に掲げた目標は「Window 関数を
使って各自で ABC 分析（重点分析）
などを行えるようにする」
という高いものでしたが、全員、
課題を着実にクリアしており、体制は徐々に固まりつつあります。

「たとえデータベース操作に関する IT スキルは未熟であっても、
メンバーそれぞれが豊富な
業務経験と知識を持っているため、分析結果が最終的にもたらす利益を明確にイメージ

しながらデータを扱う感度に優れ、飲み込みが早く、実際の施策に適用し始めています」
と

鈴木氏は手応えを示します。そして、
「これこそが LOB 主導のアナリティクスの醍醐味です。

他部門に気兼ねすることなく自由に活用できるクラウド・データベースとして、IBM Db2
と強調します。
Warehouse on Cloud がそんな私たちの取り組みを支えてくれています」

［ 効果 / 将来の展望 ］

ターゲットを的確に絞り込んだクーポン配布で
週あたり約350万円のコスト削減を実現
IBM Db2 Warehouse on Cloud を活用した成果は、すでにさまざまなマーケティング施策

にあらわれています。

レンタルコミックの再利用を促すクーポン配布の適正化もそのひとつです。これまでゲオで
はクーポン配布対象者の絞り込みを、特定期間の「利用のある / なし」
といった単純な条件

で行っていました。そこに A/B テストを実施した結果、本来クーポンを出さなくても来店し

ていたはずの顧客まで配布対象者としていたことが明らかになったのです。

「お客様の属性や利用動向を説明変数として来店確率を割り出す回帰モデルを作成。確率

の低いお客様だけを対象者にするという最適化を行うことで、収益に結びつかない過剰な

クーポン発行を75％抑止することに成功しました。金額ベースでは週あたり350万円程度
のコスト削減を実現しており、
これを原資とすることでより幅の広いお客様にメリットを還元

する施策を打つことが可能となりました」
と鈴木氏は話します。

また、
メルマガやスマホアプリ
（ゲオアプリ）
を通じた、
アイテム単位や会員ごとのワン・ツー・

ワンのレコメンドも強化しています。
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「従来からさまざまな既成のレコメンドエンジンを試してきましたが、微調整が困難で、
どうしても
“しっくり” いかない面があました。方針を変えて SQL だけで独自ロジックを組み立てたアソシエー

ション分析を IBM Db2 Warehouse on Cloud に実装することにしました。結果、直近の半年間

でレンタル BD/DVD の利用実績があった約900万人のお客様ごとに、より高精度でヒットする

50作品のレコメンドデータを、週1回のペースで生成できるようになりました」と鈴木氏は話します。

さらにアイテム単位のレコメンドデータについては、Python ベースで機械学習やディープ

ラーニングを実行する Jupyter Notebook や Cytoscape などの OSS（オープン・ソース・

ソフトウェア）を使って可視化。店舗ごとに、
よりよい売り場づくりを進めていくための参考

データとして活用しています。
「あえてアプリケーション化せず、アナリティクス・チームの

メンバーをはじめとする利用者に Python のコードをそのまま配布する形をとっています。

IBM Db2 Warehouse on Cloud 上で各自が積極的にプログラミングを始めるきっかけに

なればと考えています」
と鈴木氏は狙いを示します。

ここまで順調に成長を続けてきたゲオですが、現在のインターネットの世界ではさまざまな VOD

（ビデオ・オン・デマンド）サービスも伸長してきているだけに安閑とはしていられません。
「お客様

の棲み分けができている今のうちに、アドホック分析に関する社内のリテラシーを高め、次の

ステージを見据えて競争力を強化しておかなければなりません」
と鈴木氏は話します。

オウンドメディアの拡充と歩調をあわせた DMP
（デジタル・マーケティグ・プラットフォーム）

の展開、RFID や IoT などのテクノロジーを活用したリアル店舗でのカスタマー・エクスペリ
エンス
（顧客体験）
の価値向上、
サード・パーティー・データを横断的に分析することで顧客

嗜好の変化を先取りした新事業創造など、ゲオは独自の発想力と分析力で新たなテーマに

チャレンジしていく考えです。

株式会社ゲオ

〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町8番8号

http://www.geonet.co.jp/

DVD・CD のレンタルやゲーム買取販売の「ゲオショップ」、衣料・服飾や家具・
家電の買取販売の総合リユース「セ力ンドストリー卜」、スマートフォンなどの
中古携帯電話端末の買取販売や、モバイルに関わるサービスを提供する
「ゲオ
モバイル」などを展開。北海道から沖縄まで全国に広がる店舗ネットワークを
通じて、新しい楽しさ、新しい価値を提供し、求められる商品やサービスが時の
流れとともに変化する中、
お客様が日常の暮らしにおいて
「身近に広がる豊かさ
楽しさ」
を実感していただけるようなサービスを追求。
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