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TWX-21 グローバルPSI見える化サービスで
生産リードタイム短縮と棚卸資産圧縮を実現
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ためフォーマットがバラバラでした。
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日立産機システム）
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データを標準化するため、従来PO※3連携を
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図1 日立産機システムのグローバル実販・在庫・生産計画の一元見える化イメージ

統括部 生産改革センタ SCM・ロジ改革
グループリーダーの富久 裕光氏です。
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可視化し共有することで、精度の高い生産・
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バリュー
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など、適正化を維持し

も最小限で済むことから導入を決めま

ながら
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の改善を図
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り販売拡大に貢献できる在庫を実現し、

自動表示できるし、
適正目標在庫を設定す

テムは、
日立産機システムのPSIデータ

キャッシュフロー改 善に大きな効 果を

ることにより推奨発注数量まで自動計算し
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上げています」
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納入のフォーキャストが前回立案時から
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（図2）
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一定の変動枠を超えた場合のアラート機能

場・本社から自在にダウンロードできる仕組

「まずインバータを製造している中国・

を加えました。
日立産機システムは、
その枠内

みとなっており、
在庫過不足予測やPSIトレ

日本の2工場と中国・米国の販社でPSI

での販社の引き取りをルール化し、
この機能

ンド分析のほか、
機種別生産計画への反

見える化を適用してみました。
実際に適用

と制度により、
需要予測の精度を高め、
適

映、
生産会議での情報活用などに利用さ

してみると、販社側の需要予測精度が

正な生産LTで出荷できる環境を構築。

れています。
今後、
拠点・製品のさらなる展

向上したことで、従来3か月必要だった生

生産効率の改善に大きく貢献しています。

開・使い勝手の改善などを図りながら、
日立

産LTが翌年度には両工場とも約1か月

「ユーザーの改善要求を柔軟に反映し

産機システムはグローバルPSI見える化

に短縮できました。
これで自信をつけて

て機能をブラッシュアップできるのはクラウド

サービスの適用範囲をさらに拡大するとと

米国向けのインクジェットプリンタにも適用

サービスならではのメリットです。
実装されて

もに、
ビッグデータ活用による工場の生産最

してみたところ、
こちらも2～3か月は必要

いる基本機能に関してもいろいろあるので

適化や経営の可視化にまで踏み込んだ情

だった生産LTを約1か月に短縮できたの

すよ。
例えば、
過去実績などで販売予測を

報活用の高度化を追求していく予定です。

観に頼らず、
業務の標準化、
効率化などの
効果が出てきました」
と富久氏はTWX-21
のサービス機能を高く評価します。

です」
と中川氏は語ります。
生産LTの短縮により販社在庫も大幅に
削減されました。
システム導入前と比べて
全体の棚卸資産を2016年度では約18%
削減し、金額的にも10億円レベルの圧縮
に成功したのです。
「販社および製品によっては、PSI見え
る化を活用することにより、
4割近くの在庫
圧縮効果が出ているケースもあります。
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お問い合わせ先

（株）
日立製作所 IoT・クラウドサービス事業部
http://www.twx-21.hitachi.ne.jp/contents/inquiry/
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