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小売業界が抱える課題の考察：
 クラウドを活用した俊敏性とレジリエンス（回復力）の強化



消費者が買い物の仕方を変えたというのは、もはや控えめな表現と言ってよいでしょう。
新型コロナウイルス感染症の世界的大流行による制約を受け、消費者が商品やサービス
を購入する方法は大きく変化しましたが、この変化を実現したのがクラウド コンピュー
ティングです。小売企業の多くは突然の変化に困惑しながらも、商品の販売促進、カスタ
マーサポートの拡大、在庫予測、消費者からの新たな期待への対応などに向けて、クラ
ウド変革の取り組みを加速させています。クラウドへの移行は IT 部門の優先事項となって
おり、小売企業がオンプレミスのアプリケーションをクラウドへ迅速に移行する手段の 
1 つとして、Google Cloud VMware Engine を利用した VMware 製品による仮想化
環境で実行されているワークロードの移行が挙げられます。多くの企業が目標として
いるのは、競争力を維持するために必要な規模、インテリジェンス、スピードを実現する
ことによる、顧客満足度の向上です。このホワイトペーパーでは、小売企業が直面して
いる喫緊の課題を検証し、クラウドへの移行によってどのようにそれらを解消できる
のかを考察します。
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2020 年、多くの小売企業が実店舗とオンラインの両方
において経験したのは、1 つの時代の転換期ともいえる
変化です。顧客が一斉に家庭や職場での新たな現実に適応
したことに因ります。McKinsey の調査では、消費者の 
75% が購買行動を変化させ、36% が新しいブランドの商品
を購入したことが明らかになっています。一方で、小売
企業にとっては休業や外出制限への対応など、このたびの
状況に応じた事業運営の模索を迫られる事態となりました。

アナリストや専門家は、このような変化の多くは今後も
続くとの見解を示しています。

しかしこうした変化は、新型コロナウイルス感染症の世界
的大流行に伴う都市封鎖やその他の急激な消費者需要の
変化に対応するための準備が十分ではなかった小売企業
にとっては課題となりますが、迅速に対応できる企業に
とっては好機といえます。

オンラインで買い物をする消費者や自宅で仕事をする
従業員の増加など、購入者の行動の変化は小売企業の IT 
インフラストラクチャに影響を与えます。こうした変化は、
顧客だけでなく店舗から離れた場所にいるスタッフの
サポートや、分散した環境でのカスタマー サービスをはじめ
とするサービスの提供に向けた、デジタル トランスフォー
メーションの必要性の高まりにつながります。このトランス
フォーメーションを実現することで、優れた顧客体験を
提供し、チームの生産性を高め、イノベーションのための
リソースを確保できます。

1 つの時代の転換期
消費者の行動の変化が恒久的なものとなり、従業員の半数
近くはこのたびの危機が去った後も自宅で仕事をすると
みられるなかで、クラウドは企業がビジネスに必要な
俊敏性を確保するための手段となっています。

小売企業が必要な俊敏性とデジタル トランスフォーメー
ションを迅速かつ低コストで実現するためには、IT リソース
をクラウドに移行することが重要です。たとえば、すべて
のコンピューティング リソースを備えた専用のコール 
センターをオンプレミスに構築するのではなく、必要な
アプリケーションをクラウドからリモート環境へ提供
することにより、カスタマー サポートのスタッフは顧客
情報のほか、電話システムにも自宅からアクセスできる
ようになります。クラウドでアプリケーションを運用す
るということは、事業部門の責任者や IT 部門がオンプレ
ミスのシステムの機能を「拡張」し、従業員や顧客、パート
ナー企業が時間や場所を問わず同じ機能を使用できるよう
になるということです。

同時に、クラウドを利用することで従来課題となっていた
レガシー システムのさまざまな制約を回避できるように
なると、VMware の小売業界担当グローバル部門責任者
を務めるエドワード・ダービン（Edward Durbin）は話し
ます。

「旧式の業務システムによる課題がある場合、そのシステム
を仮想化し新しい環境に移すことができます」（ダービン）
Google Cloud VMware Engine などのソリューション
を活用すると、混乱を最小限に抑えながら、アプリケー
ションを迅速かつ容易にリフト アンド シフトでクラウド
に移行することができます。
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クラウドの活用により実現するメリットは次のとおりです。

  収益の創出：オムニチャネルを取り入れたショッピング
体験の提供により実現します。店舗以外で買い物を
することはもちろん新しいことではありませんが、
最近では自宅のノート PC やモバイル デバイスから
買い物することを余儀なくされた買い物客の多くが、
その利便性や時間が節約できることを好意的に捉えて
います。冷蔵庫やクローゼットを満たすための選択肢が
増えるのも魅力です。Google Cloud VMware Engine 
をはじめとする堅牢なソリューションは、ネットワーク
の停止や従来型の IT インフラストラクチャの処理に
時間がかかることにより、顧客が取引を完了できず
収益の損失が発生するような状況を防ぎます。クラ
ウドにより、最小限の投資でその需要に応えるために
必要な規模と信頼性を確保することが可能です。

  AI やデータ分析の活用：これにより、消費者のニーズ
により多く応えることができます。中小規模の小売
企業が、AI やビッグデータを導入してビジネスを強化
するための手段や人材を持ち合わせていない場合でも、
クラウドサービスが提供する規模の経済性により、
このようなテクノロジーを利用することが可能です。

  事業活動の強化：効率化とコスト削減を図り、ブラック 
フライデーのような急激な需要の変化にも対応でき
ます。

  クラウドベースの新しいサービスの活用：アプリケー
ションのキャパシティを柔軟に変更しながら最小限
の設備投資コストでワークロードの急増に対応でき
ます。

  優れた顧客体験の提供：テレワーク環境からでも電話
やチャット、その他のコミュニケーション ツールを
使用して対応可能です。

クラウドからは、分散された環境で働く従業員の場所を
問わず、カスタマー サービスやサポートのアプリケー
ションを提供できます。従業員は、自身の業務に必要な
アプリケーションにアクセスし、プライバシーやその他
の規制に準拠しながら必要なデータにアクセスし、質の
高いサービスを提供できます。さらに大手プロバイダーの
クラウド アプリケーションを利用することにより、AI など
の高度な機能を駆使して、最高レベルのユーザー体験を
実現することも可能です。

小売業におけるクラウドの活用
パーソナル ショッパー（買い物代行）、食品の配達、自宅
でのトレーニング、サプライチェーンの最適化などは
いずれも、新型コロナウイルス感染症による危機的状況
のなかで活発化しました。これらはすべて、クラウドを
活用したデジタル トランスフォーメーションによって
実現しているものです。

消費者の行動は変わり続けており、小売企業も適応を余儀
なくされていることから、変化はまさに進行中です。この
ことは、2020 年に行われた MIT の調査に参加した小売
企業の IT リーダーの 75% が、最新のテクノロジーを活
用したビジネス プロセスの改善、業務効率の向上やより
優れた顧客体験の提供などの目標を達成するという、デジ
タル トランスフォーメーションの取り組みがこのパンデ
ミックによって加速したと回答していることからも明らか
です。このような取り組みの多くが、すでにゆっくりと
進行していましたが、パンデミックの影響で新たな優先
事項が持ち上がり、多くの変化は恒久的になると予想
されるため、取り組みが前倒しで進められています。

このような恒久的な変化を解説している McKinsey の
レポートによると、消費者は今後も当面は自宅で買い物
する機会が増えると考えています。

ダービンは次のように指摘しています。「世界中の消費者
はすでに、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行が
終わっても以前のようには戻らないとの見解を示して
います。この統計を見ただけでも、消費者が自宅から
買い物を行えるようにするための確かな基盤が確立できて
いない企業は、早くその基盤を構築すべきであると言え
ます。状況が元に戻ることありません。そのために必要
なテクノロジーを十分に導入していない場合は、その遅れ
を取り戻す必要があります」

幸いなことにクラウドのテクノロジーは成熟しており、
対応に迫られている企業にとって環境は整っています。
一言で言えば、クラウドは、オンライン店舗に対する消費者
の新たな需要への対応と市場への変化に迅速に対応する
ための可能性を小売企業にもたらすものと言えるでしょう。

McKinsey のレポートによると、 
消費者は今後も当面は自宅で 
買い物する機会が増えると 
考えています。
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何をおいても、すべてはお客様を中心として、できる限り
スムーズかつ効率的にサービスを提供することが求め
られます。実際、コロナ禍の前から大手オンライン販売
業者が提供するサービス品質の向上に伴い、迅速な取引と
スピーディな配送の重要性はますます増していましたが、
現在ではそれがかつてないほど高まりを見せています。
「今日の小売企業には、購入の妨げとなるストレスをいかに
減らせるか、あるいはなくせるかに焦点を当てなければ
なりません。だれもが一度は、購入したことが悔やまれる
ような経験をしたことがあるのではないでしょうか」
（ダービン）。現在の新しい状況においては、そのような
顧客体験は小売企業にいっそう大きなダメージを与えて
しまいます。

こうした環境では、アプリケーションやプロセスを含む
どのようなツールを従業員に提供すれば、お客様の購入
体験でのストレスを減らせるかを検討することが小売
企業には求められるとダービンは言います。「これは、アッ
プル製品の購買体験の影響です。オンラインでも実店舗
でも、顧客はデバイス上で支払処理をすべて完結でき、
購入品は在庫から実店舗で受け取るか、2 日以内に配達
してくれるというものです」。従業員がサービスの提供に
必要なあらゆるツールをいつでも使えることや、スムーズ
でストレスのない E コマース体験を実現するアプリケー
ションを利用できることは、小売システムをクラウドに
移行して得られるメリットのごく一部にすぎません。

仮想ワークロードによる 
俊敏性の向上
仮想ワークロードといえば、アプリケーションとそれに
依存するタスクが、あるコンピューティング環境から別
のコンピューティング環境に移動してもそれ以外の点で
は変化しないと想起されます。もっとも基本的なレベル
では、小売企業が仮想ワークロードを用いることで、バッ
クオフィスのアプリケーションやその他のビジネス シ
ステムを社内環境からクラウドにリフト アンド シフトで
きます。これにより、デジタル トランスフォーメーション
を迅速かつ低コストで実現し、既存のシステムを時間や
場所を問わず、ローカル環境にあるかのように利用する
ことが可能です。これは特に、複数の拠点でそれぞれ個別
のシステムを維持し更新している小売企業にとっては、
画期的な対策となる可能性があります。刻々と変化する
消費者の状況に対応するという重要な作業にリソースと
予算を割けるようになるためです。

オンプレミスにある既存の小売システムを移行することで、
コストの削減、複雑さの軽減、俊敏性の向上などのメリット
を実現できます。特に俊敏性は、サプライヤーやパート
ナー、そして顧客がビジネスや購買の方法を調整している
間、ビジネス機会の門戸を開けておくという意味でも
不可欠です。

たとえば Google Cloud VMware Engine では、オンプレ
ミスのワークロードやアプリケーションをシームレスに
クラウドに追加したり、すべて移行したりすることができ
ます。つまり IT 管理者は、既存のアプリケーションを 
再構築することなく、わずか数分でクラウドに移行し、
POS システム、ノート PC、その他デバイスの既存のアプリ
ケーションを、店舗やオフィスにあったときと同じように
実行できます。

Google Cloud VMware Engine は、現在のツールに変更
を加えることなく VMware 製品による仮想化環境の
ワークロードをネイティブに実行できる、ソフトウェア
ベースのインフラストラクチャを提供します。このイン
フラストラクチャには個々のお客様専用のコンピュー
ティング能力、ストレージ、ネットワーク接続、セキュリティ 
サービスが含まれ、クラウドのセキュリティ制御機能が
実装されています。統合されたクラウド管理ツールにより、
IT スタッフがスタック全体を 1 か所から監視することが
可能です。同時に、基盤となるテクノロジーによって
一貫性に加え、オンプレミスのシステム間だけでなくクラ
ウド上のシステム間（ハイブリッド環境で両方を使用する
場合）の互換性も確保されます。

大手プロバイダーのクラウド アプリケー
ションを利用することにより、AI などの
高度な機能を駆使して、最高レベルの
ユーザー体験を実現することも 
可能です。
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こうした機能により、IT インフラストラクチャを必要に
応じて拡張できるため、スタッフは顧客が求める新しい
配送方法やサービス オプションの開発といった重要な
業務を止めることなく進めることができ、インフラスト
ラクチャの維持にかかる時間も短縮されます。

クラウドを活用した 
システムの拡張
従来オンプレミスにあったアプリケーションや POS シス
テムなどの重要なシステムを、仮想ワークロードによって
クラウドへ移行することは、クラウドのメリットを最大限
に引き出すための第一歩にすぎません。この取り組みを 
Google Cloud などの市場をリードするクラウドサービス
と組み合わせることにより、最新の AI や分析機能その他
のテクノロジーを活用して、自社では高額すぎたり導入
が困難と思われたりしていた機能も利用することが可能
です。

たとえば顧客のデータをクラウド化してから、Google 
Cloud の BigQuery などのサービスを活用して需要予測
モデルを実行することで、需要を正確に予測し、販売、受注、
その他の活動をより高い精度で計画できるようになります。

従来は主に個々のプランナーの経験や過去の需要サイクル
に基づいて直感的に行われていたプロセスも、今や運任せ
にすることはできません。幸いなことに、現在では機械
学習（ML）の力を活用し、非常に経験豊富なプランナーでも
見落とす可能性のあるパターンや傾向まで見出すことが
できるようになりました。さらにこのような自動化は、
何千種類もの商品や数百箇所の小売店舗を対象に拡大でき
ます。

またクラウドを利用することで、エンタープライズクラス
のセキュリティが組み込まれた新しいアプリケーションを、
どこからでもまたどこへでも、迅速かつ容易にモダナイズ、
開発、デプロイできます。

その他のメリットには次のようなものが挙げられます。

  顧客体験の向上：シームレスなオムニチャネル環境に
より実現

  機械学習によって得られるビジネス インサイト：需要
予測以外の業務にも活用可能 

  IT 運用の最適化：実行と保守が容易なシステムにより、
既存のツール、プロセス、ポリシーを変更することなく
クラウド上で使用可能

  俊敏性の強化：分散型のディザスタ リカバリやバック
アップなどのクラウド機能により、運用コストも削減

  お客様中心のアプローチ：新たなデータ活用によるデータ
に基づいた事業運営

  デジタルおよびオムニチャネルによる売上の増加：
日常的なメンテナンス作業からスタッフを開放し
イノベーションにより注力可能 

IT 管理者は既存のアプリケーションを 
再構築することなく、わずか数分で 
クラウドに移行できます。

6  クラウドを活用した俊敏性とレジリエンス（回復力）の強化



舞台裏の強化
オンラインでも実店舗でも即座にサービスを受けられる
ことが期待されるなか、仮想ワークロードを移行することに
より、ストレスの原因の 1 つとなっているバックオフィス
のプロセスを最適化できます。このような分野の例として、
カスタマー サービスと POS システムの 2 つが挙げられ
ます。

ダービンは、小売企業のカスタマー サービスについては、
仮想デスクトップを統合することにより、重要な規格や
規制が順守しやすくなると話します。POS システムに
ついては、仮想化により古いハードウェアをシン クライ
アント化することで、インフラストラクチャを刷新し
効率化を図ることができます。こうした「ダム エンド
ポイント」によって、よりモダンなソフトウェアをクラ
ウドからストリーミングできるようになるためです。「コン
ビニ、デパート、スーパー、食料品チェーンなどの拠点す
べてにこのテクノロジーを導入する必要はありません。
クラウドを活用すれば、オンプレミスについての心配は
無用です」

このような展開には、メンテナンス管理がはるかに容易に
なるというメリットもあります。システムをクラウド上で
実行することで、技術者は日常的なパッチ適用、トラブル
シューティング、修理などの作業を個々の店舗に出向く
ことなくリモートで行えるようになるため、時間と費用の
節約になります。ダービンは仮説的な例として、「たとえば
あるスタッフに USB メモリを渡し、22 番の店に行って 
18 番のレーンに挿してもらうといったことはもう不要
です。すべてリモートで管理できます」と話します。

仮想化とクラウドの 
メリットの実現
仮想ワークロードをクラウドに移行することで、次のような
重要な分野で貴重なメリットを実現できます。

E コマースへの移行とモダナイゼーション

多くの小売企業では、2020 年の危機以前からレガシー 
システムが足かせとなっており、現在はますますモダナイ
ゼーション、つまり旧来のテクノロジーを昨今の課題に
合わせてアップグレードすることが求められています。

「現在、アプリケーションのモダナイゼーションは大きな
話題となっています。開発者が集中して迅速にアプリケー
ションをモダナイズできるクラウドプラットフォームは、
非常に重要なツールです」とダービンは言います。こうした
ツールを使用することにより、レガシー アプリケーション
をクラウド上でアップグレードし、利用者により早く、より
クリーンで、より効率的なユーザー体験を提供できます。

クラウドで仮想化を行うと、以下のような方法で E コマース
やモダナイゼーションの取り組みを促進できます。

  E コマース プラットフォームの移行：主要プロバイ
ダーのクラウドプラットフォームの信頼性とスケーラ
ビリティを活用

  サイトのパフォーマンスの強化：Google Cloud の 
99.99% という可用性を活用。これは消費者がかつて
なくスピードを求めている現在、非常に重要です

  クラウドでのディザスタ リカバリ、バックアップ、スト
レージの提供：いつでもどこでも利用できるようにする
ことで、自然災害や単純な人為的ミスによるダウン
タイムを減らし、総所有コスト（TCO）を削減

運用の簡素化

今やかつてなく多くのスタッフが自宅で仕事をするよう
になり、その多くはこのままテレワークを継続する見通し
のため、小売企業としてはこの状況に合わせて業務を調整
せざるを得なくなっています。

タービンは次のような例を挙げて解説します。「小売業に
おける責任者の多くが、これまでのように休憩室にポス
ターを貼って従業員とコミュニケーションをとることが
できなくなりました。このような 1 対 1 の関係を失った
企業は、従業員とのつながりが持てないため、離職率が
高まるおそれがあります」

システムをクラウド上で実行することで、
技術者は日常的なパッチ適用、トラブル
シューティング、修理などの作業を、 
個々の店舗に出向くことなく 
リモートで行えるように 
なります。
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紙媒体によるコミュニケーションの廃止は、従業員との
新たな関わり方を育むための方法の 1 つにすぎません。
従業員が使用するシステムをクラウド化することで、ほか
にもさまざまなメリットがあります。

  TCO の削減：アップグレードや維持管理の作業を
簡素化することで、ビジネス システムのコストを削減

  より効率性かつ動的なサプライ チェーンおよび IT 
運用：需要に応じてシステムを拡大 /縮小するなど、
変化に迅速に対応可能

俊敏性と効率性の向上

老朽化した IT システムのメンテナンスから IT スタッフ
を解放することで、新たな手法での顧客サービス提供に
向けた取り組みを、より効率的に進められるようになり
ます。

その他のメリットには次のようなものが挙げられます。

  コール センターのクラウドへの移行：VDI を活用し、
在宅勤務のスタッフがカスタマー サポートを行える
体制を強化

  コストと複雑性の低減：大手クラウド プロバイダー
が提供する規模の経済性と、IT スタッフが 1 か所で
管理できるシステムにより実現

  収益の創出：旧来の IT インフラストラクチャが原因
で顧客が完了できなかった購入プロセスに伴う損失
を回復

小売業界に求められる主要機能の実装

現代の小売業界が必要とする新しい機能はいずれも、特に
この不確実性の高い時代に、顧客が求めるサービスを場所
を問わず瞬時に提供することを目的としています。この 
1 年、小売企業にはかつてないほどのスピードでイノベー
ションを起こすことが求められており、変化のスピードは
落ちる気配がありません。

クラウドでの仮想化による運用の簡素化により、中小
規模の企業でも実現可能になったイノベーションには次の
ようなものが挙げられます。

  BOPIS（Buy Online, Pick up In Store：オンライン
で購入した商品の店舗受け取りサービス）：食料品店
やレストランを含むあらゆる小売店で提供

  自社ブランド商品の充実：消費者が特定の小売店で
買い物をする理由が増加

  顧客体験の向上：自宅にいながらの買い物、カーブ
サイド ピックアップ（オンラインで注文し店舗の
駐車場で受け取る方式）、購入体験のパーソナライズ
など

まとめ
現在多くの小売企業には、事業活動の合理化、顧客サー
ビスの新しい提供方法、組織と従業員の一体感の醸成、
レガシー システムによる制約からの脱却など、大きな
プレッシャーがのしかかっています。仮想ワークロード
をクラウドに移行することにより、コストの削減、重要
な機能の簡素化、スタッフがより多くの利益を生む業務
に注力できる体制づくりが可能です。

特に Google Cloud VMware Engine は、ユーザーが
既存のアプリケーションに変更を加えることなく、オン
プレミスとパブリッククラウドの環境間でワークロード
をシームレスに移行できるよう支援します。つまり事業
部門の責任者や IT 部門がオンプレミスのシステムの機能
を「複製」し、従業員や顧客、パートナー企業が時間や場所
を問わず同じ機能を使用できるようになることを意味
します。また必要に応じて新たなキャパシティを追加
できるため、柔軟な従量制モデルの採用や TCO の削減、
俊敏性の向上などのメリットも実現できます。

「クラウドを活用してレガシー システムを移行または廃止
することで、小売企業における業務効率は大幅に向上
します。それが大きな違いを生むと、私は確信しています」
と、ダービンは話します。

クラウドを活用した俊敏性とレジリエンス（回復力）の
強化の詳細については、https://cloud.google.com/
vmware-engine または https://cloud.vmware.com/
google-cloud をご覧ください。

IDG Communications Inc.

老朽化した IT システムのメンテナンスから 
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