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CPG メーカーのアサヒグループが
コンテナ運用を始めた本当の理由
アサヒプロマネジメント株式会社
IT イノベーション戦略部 マネージャー 清水 博



清水 博
自動車業界のシステムインテグレーターから
消費財メーカーへ

アサヒビール業務用セールス、
アサヒグループホールディングス国際部門
中国戦略、M＆A に従事。
現在アサヒプロマネジメント業務システム部にて、
アサヒグループの IT 戦略に携わる。かかか



01. アサヒグループの紹介

02. コンテナにたどり着くまで

03. プロジェクトの紹介

04. そして、なぜコンテナなのか

まとめ

Agenda



01アサヒグループの紹介



Our Mission

期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造
Deliver on our great taste promise and bring more fun to life.



Company Profile
アサヒグループホールディングス株式会社

創業明治 22 年（1889 年）11 月 5 日

代表取締役社長 兼 CEO　小路　明善

消費財メーカー（酒類、飲料、食品、その他）

連結子会社数 146 社
持分法適用関連会社数 19 社



Business Segments and Share of Revenue (FY2018)



Our Brands (Japan)

Case equivalent to 20 large bottles (633 ml size);based on Asahi Breweries' annual taxed shipment volume of beer in 2018.
Source: SRI survey by INTAGE, non-alcohol beer taste beverages market, November 2017 - October 2018 (cumulative amount 
sold), in seven sales channels (supermarkets, convenience stores, liquor discount stores, liquor stores, wholesale liquor stores, 
drugstores, home centers)



Our Brands (Japan)

Source: SRI survey by INTAGE, lactic acid drink market, January - December 2018 (cumulative amount sold), by manufacturer



Our Brands (Japan)

Source: SRI survey by INTAGE, candy (tablet confectionery) category, Japan region (excluding Okinawa), in all sales channels, May 
2005 to January 2018 (units sold), May 2007 to January 2018 (amount sold)
Source: SRI survey by INTAGE, baby foods category, Japan region (excluding Okinawa), in all sales channels, No. 1 share by 
amount sold from November 2002 to December 2018



Our Brands (Over sea)



Number of Subsidiaries and Plants



Employees



02コンテナにたどり着くまで



コンテナ以前に既存運用が…



“つくる”　から　“やめる”へ



”壊れない”　から　”いつでも回復できる”



”復元力”＝”壊れても動き続けるための能力”



03プロジェクトの紹介



小売向けアサヒビールの量販業務とは



ビジネス側の想い

消費財市場の変化、ニーズのサイクルの短期化と多様化

期待を超える価値のために

市場ニーズよりも速く答えに辿り着く、
データドリブンであり続ける



ビジネス側のやりたいこと

期待を超える価値のために

スピードとバリエーションを兼ね備えた提案に、
様々なデータを活用して
小売向けに最適な棚割りを提案したい



Project History

2018 2019

POS基盤整備 新カテマネ構築スタート

店頭活動基盤整備
店頭活動の可視化

1st リリース

201720162015

新カテマネ構想スタート
やりたいことの明確化
（営業現場主体）

新カテマネ実現方針確定

※カテマネ＝カテゴリーマネジメント

2nd リリース

リリース リリース

BigQuery 利用開始

GKE 利用開始
Cloud Composer 利用開始



現在利用している主な技術（GCP）

01
BigQuery
10 TB 程度の RAW データをビジネスに必要

な状態に一括処理するバッチとして利用

マシンスペックを決めたりする手間がない

需要に応じた性能の拡縮も考えなくてよい

チューニング要らずで処理が驚異的に速い

02
Kubernetes Engine
すべての処理をマイクロサービス化、追

加改修に柔軟に対応可能。

Kubernetes を自前構築するのが大変

Stackdriver との相性が良い。

連携でログの収集・確認が便利

03
Cloud Composer
大量に小分けになった処理を実行制御する

コントローラーとして利用

AirFlow のマネージドサービスが他にない

GUI で実行確認とかリトライがしやすい



Project Result

SaaS と PaaS のみで構築、
インフラ運用がほぼゼロ。



Project Result

大きなバッチ処理をすべて
BigQuery におまかせ



Project Result

すべての処理をマイクロサービス化、
追加改修に柔軟に対応可能。



04そして、なぜ コンテナ なのか



新しいシステムも単なる過去の延長なのか



アサヒが目指すのは、“スイミー”

小さなサービスの集まりから
大きなサービスを形成

100匹やそこら食べられても
サービスに影響しない。



2018 年 11 月リリース時点



2019 年 3 月AKS→GKE



2020 年 2 月SQLDB→BigQuery



2020 年今後の予定



まとめ



アサヒグループの 90% はまだオンプレ…



とにかく、スピード重視。



必要なのは勇気じゃなくて、情報です。



ご清聴ありがとうございました。


