Solution

人工知能を既存システムに組み込み
物流業務の生産性を8％向上
日立が開発した人工知能 Hitachi AI Technology/H（以下、H）
は、既存システムに組み込むことにより、企業の
業務システムに日々蓄積されるビッグデータから需要変動や業務現場の改善活動を理解し、適切かつ柔軟な業務
指示を行うことができるポテンシャルを秘めています。
その特長と効果を、物流業務に適用した先行事例をもとに、
開発者が詳しくご紹介します。
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※1 Artiﬁcial Intelligence

はどうなるか、4番目と6番目を入れ替え

人の工夫を理解して
業務指示に反映
物 流 倉 庫には発 注にともなう出 荷
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例えば、3番目と8番目のカート作業の
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ればどうかといったシミュレーションをH
はひたすら繰り返します。至近の業務
データだけでは偏りが出てしまうため、

人工知能

物流倉庫での集品作業において、人工知能を投入／作業時間が何％短縮することができるか実証
入

力／集品作業指示データ、集品作業実績
データ

出

カート投入順序を人工知能で
最適化して集品指示書を発行

力／ 集品作業効率は、特定の作業時間帯に
おける特定の場所の棚の混雑度と高
い相関を持つ

集品指示書

最 適 化／導 出 し た 作 業 効 率 モ デ ル を カ ー ト
割り当て業務システムに組み込み、
カート投入順序の最適化を実施
結

果 ／人 工 知 能 を 使 わ な い 場 合 に 比 べ、
８％の作業効率改善を確認

物流倉庫内の集品作業

物流倉庫作業への適用
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AIがともに成長し合えるシステム環境を

も取り込み、
より適切な業務指示へと反

データ種別（数値、文字、記号など）
を自

提供していきたいと思います」
（嶺）㻌

映していきます。
これを繰り返すことで、

動判別して、人の手を介さずすばやく取

日立は、今後も人工知能を活用した

1日平均8％もの作業効率改善を確認し
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ました」
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人とAIがともに成長し合える
システム環境

により、
さまざまな業務システムと柔軟に

※2 Internet of Things

今回Hが導き出した改善施策は、既

できる見込みです。

連携し、早期に効果を生み出すことが
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お問い合わせ先

（株）日立製作所 研究開発グループ
https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hqrd/rd/jp/form.jsp

■ 情報提供サイト
http://www.hitachi.co.jp/rd/
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