IFS Applications 導入事例

三菱重工印刷紙工機械株式会社 様
ERPとPLMの連携による中量産型生産管理システムを構築し

生産リードタイム短縮、仕掛・在庫削減、生産と業務の見える化を実現。
枚葉印刷機事業の収益力向上により経営基盤強化を目指す三菱重工印刷紙工機械株式会社様は、コンポーネント型

ERPパッケージ「IFS Applications」とPLMシステム「Obbligato」を密連携させ、中量産型生産に最適な次世代「生産
計画管理システム」を構築。生産リードタイムを1/3 短縮、部品在庫は1/3、製品在庫は2 桁から1桁に削減。さらに生産と
業務の見える化を実現し管理要員を半減。現在、新聞用オフセット輪転印刷機生産にシステムを展開中です。
課題と成果
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案件管理とプロジェクト管理にBOMを連動させ
たシステムを構築し、中量産型生産方式を確立。
生産リードタイム短縮、仕掛・在庫の削減、生産と
業務の見える化を実現。

生 産と業 務に関わる上 流 工程や 生 産 現 場 の管
理 要 員を減らし、スリムで筋肉質 な 組 織 体 制に
したい。

設計や生産に関わる情報の一元化と見える化を
実現し、上流工程や生産現場における管理要員
を半減。

IT 革新により脱ホストを実現し、先進的かつユビ
キタス時代にふさわしいシステムにしたい。

受注管理から BOM 管理、生産管理、現場管理さ
らには品質管理まで連携、どこからでも情報を見
られる先進的な生産管理システムを実現。
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製 品の 拡 大と多様 化に対応 可能 な中量 産 型 生
産方式を確立し生産体質を変革したい。

枚葉機事業の収益力を向上させ、
経営基盤を強化したい

や生産現場で肥大化していた情報加工部門な

印刷機械（枚葉機、オフセット輪転機）、紙工機

ホストを実現し、どこからでも情報を共有でき

械、サービスを事 業 の 柱とする三 菱 重 工印刷

るユビキタス時代にふさわしいシステムにした

紙 工機 械 様は、収 益 力向上により経営基 盤を

いということでした」

氏
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ど、管理部門組織をスリム化し、筋肉質の組織
にすることでした。3 つめは、IT 革新によって脱

強化するため、枚葉機に次世代 P-CIM「生産計
画管理システム」を導入しました。取 締役 社長
の清水雅巳氏は、その目的について次のように
語ります。

ERPとBOM連携を1プロジェクトで
シームレスに実現できるNEC

「製品の拡大や仕様の多様化が進むなか、新生

三菱重工印刷紙工機械様は、システム導入に向

産計画管理システム導入の目的は大きく3 つあ

けプロジェクトを発足。入念に検討を進め 1つ

りました。1つは、生産の体質を変革すること。

のシステム1つのデータベース を合言葉にプロ

従来の見込み生産型から受注生産型に切り替

ジェクトを推進しました。

え、併せて生産リードタイムの短縮、仕掛・製品

「 ERP 選定では、3つの ERPを検討しましたが、

在庫の削減を実現すること。2つめは、上流工程

ここだけはという肝心なところをカスタマイズ

http://www.nec.co.jp/ifs/
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三菱重工印刷紙工機械株式会社 様
できる『 IFS Applications 』が最適と判断しま

次世代P-CIM「生産計画管理システム」
全体概要

した。また、実際にNEC が SI を行った IFS を導

案件管理
販社・代理店

入している他社を見学したことも信頼感につな
がりました。一方、ERPと連 携する PLM では、

NEC の『 Obbligato 』は豊富な実績があります
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な安心材料でした」と生産管理部長の黒川睦郎
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（清水氏）。

製品設計

受注 BOM
構成

し、何よりも NEC ならば１プロジェクトで全体
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三菱重工印刷紙工機械様の導入した新生産計
画管理システムは、コンポーネント型 ERPパッ
ケージ「 IFS Applications 」とPLM システム
「Obbligato」を密に連携させたシステム構成を
とっています。
システム導入に先立ち、三菱重工印刷紙工機械

生産リードタイム短縮、
仕掛・製品在庫削減、
管理要員を半減、
シームレスな情報連携

新聞用オフセット輪転機へ
新生産計画管理システムを展開

生産リードタイム短縮や仕掛品削減を実現するう

三菱重工印刷紙工機械様では、現在新聞用オフ

様では BTO（ Build To Order ）モデルを実現

えで、雛形BOMは重要な役割を果たしています。

セット輪転機への新生産計画管理システムの適

するため 、部 品 の 標 準 化とモジュール 化を推

「受注生産方式では、どのような製品メニューと

用を進めています。最初に導入した枚葉機の構

進。有形の モノ をBOM、無形の 作業 をプロ

雛形BOMをつくり、いかに精度の高い需要予測

成部品点数は約 1万 5 千点、これが新聞用オフ

ジェクトで定 義し、繰り返し汎 用性がある モ

と部品の見込み手配をするかかがムダを減らす

セット輪転機になると約10万点にも上ります。

ノ の生産・手配・在庫管理と、試運転調整、据

ポイントになります。この部分については十分に

「きわめて規模の大きい産業機械についても、

付等案件固有の要素が強い 作業 を組み合わ

議論を重ね、システムに反映することで大きな

ERPとBOMを活用した受注生産方式が実現で

せた（＝ハイブリッド）生産形態を基本に据えま

成果が得られました。

きれば非常に意義があります。ハイブリッド生産

した。すなわちMTS（ Make To Stock ）、ATO

具体的な成果として、生産リードタイムは3分の1

方式の採用も含め、産業界への波及効果は大き

（ Assemble To Order ）、MTO（ Make To

短縮、部品在庫は3分の1、製品在庫は2桁台から

なものがあると考えています。現在進行中の新

Order ）など、各種生 産パターンを併用するハ

1桁 台に削減できました。また、受 注 管 理から

聞用オフセット輪転機の次は紙工機械へ、さら

イブリッド生産方式の導入を検討。業務に合わ

BOM管理、生産管理、現場管理さらには独自開

にビジネスプロセスの異なるサービス部門にも

せて必要なモジュールを選択導入できるIFS の

発した品質管理等既存の周辺システムまで全て

システムを適用していく予定です。今後もNEC

特性を活かし、案件管理に基づく大日程計画の

を連携。情報の一元化、見える化と共有化が進

の各分野のプロフェッショナル同士の連携に期

負 荷 調 整 や 、雛 形 B O M と M R P（ M a te r i a l

んだことで管理要員は半減。生産の現場では、設

待しています」
（清水氏）。

Requirements Planning ）オーダを用いた

計図面はもちろんのこと、変更点や進捗状況、原

また、生産管理部ものづくり革新推進グループ

部品手配などの様々な生産パターンを併用する

価などを進んで見るようになり、社員の意識も

グループ長の檀上和与氏は、NECに対する期待

ハイブリッド生産方式を新システムでは実現し
ています。

をこう述べます。

変わりました」
（清水氏）
「システムを使い慣れてきた最近では、現場から

「豊富な NEC のお客様事例の中から、これはと

システムに対する要望がどんどんくるようにな

思う画期的な事例や先進的な事例を紹介しても

りました」と製造本部長の坂本亘氏は意識の変

らい、
参考にしたいと思っています」

貌ぶりを語ります。
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