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株式会社⽇⽴産機システムについて

1907年に東京佃島機械製作所として設⽴し、株式会社⽇⽴産機システム（以下、⽇⽴産機）として 2002年に⽇⽴製
作所より独⽴。現在は、東京に本社を構え、100年以上にもわたって培ってきたモーター関連製品知識を自社の産

業用電気機械に用いて、情報通信、
エネルギー、鉄道、公共インフラ、工業生産、都市開発、電子、家電、自動車、ヘル

スケアの分野の企業をサポートしています。特に、⽇⽴産機は先進的技術を用いたモーター、ポンプ、制御装置、エ

アーコンプレッサ、変圧器、
マーキングシステムをはじめとする製品の製造、販売、幅広い産業用部品・設備のサービ

スにおいて業界のトップ企業です。
www.hitachi-ies.co.jp

“Aras Innovator と SAP がうまく統合できたことで、

マスターデータや SAP にリンクする注文情報の登録や更新機能が
最適化できました。
”

株式会社⽇⽴産機システム
IT 戦略室部長

ARAS INNOVATOR 導⼊メリット:
▪▪

複数の生産設備、部署、IT システム間の製品データ一元化

▪▪

企業外も含めたプロセスワークフローの標準化

▪▪

▪▪

設計、製造、
サービスに至るまでの新製品開発プロセスの最適化
製品情報活用の改善による、
より幅広く手厚いカスタマーサービスの実現

製品開発 IT システムと業務システムとの統一化を目指して

⽇⽴産機は、長期的に売り上げが成長し収益改善が望める、革新的で強い製品を市場に提供するために努力を続

けています。
その目標を達成するために、同社の経営層は業務システムとIT システムを統合し、
グローバルの製品開

発を最適化する必要があると認識していました。
システム統合によって、以下の3つの目標を達成できると考えてい

ました。

1. 全製品の情報をグローバル化・標準化し企業内およびパートナーとのコラボレーションを加速する
2. 現場の製品サポートの性能を改善し、新たなサービスを提供する

3. 競争優位性を保つために、競合他社よりも速くイノベーションを起こす
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⽇⽴産機は、CAD や ERP システムとは独⽴して動く 40 年来の老朽化したシステムを使用して
各オフィス、製造拠点の製品設計データを管理していました。
この旧来のシステムは別々の製

造拠点をつなぐことができなかったために、重要な製品データはバラバラのシステムに保管さ
れており、複数の地域にある製造拠点間で共有されることはありませんでした。
「製品情報は散

乱していました。
」と⽇⽴産機の業務プロセス改革センタの部長は述べています。
「システムは

肥大化しており、
それによって複数部門、複数拠点間のコラボレーションは抑止されている状態

でした。
」

こうして、業務プロセス改革センタの主導のもと、製品開発用業務・ITシステムの標準化と統合

による⽇⽴産機の製造プロセス近代化は行われました。
この統合により、単一化された製品情

報や関連するプロセスフローへの、普遍的で制御のとれたアクセスに基づいたリアルタイムな

コラボレーションを可能にします。

すべてのIT・業務課題を適切に対処するため、2名のエンジニアと業務プロセス改革センタ部長

の計 3 名から成るチームが、IT 戦略室の支援のもと、理想の製品開発コラボレーションプラット

フォームを探し、下の特徴を備えていることが理想であると定義されました。
▪▪

⽇⽴産機のすべての業務要件に対応できる柔軟性

▪▪

低い導入コストとランニングコスト

▪▪

▪▪

拡張性

⽇⽴産機の社員がシステムを自己管理できる直感的なインターフェースをもつSaaSアー

キテクチャ
（導入後も継続的に）

次世代 PLM プラットフォームへの移行

⽇⽴産機が可能性のあるソリューションを探したところ、⽇⽴グループ内での Aras の PLM プラ

ットフォーム使用・導入事例に辿り着きました。
そして Aras Innovator の特徴や⽇⽴グループで
の使われ方を調査し、Aras Innovatorがすべての機能要件を満たし、
かつ使いやすさも叶えてい

るという結論に至りました。

Aras を選択し、
チームは 3 フェーズの導入計画に取り掛かりました。
第一フェーズは、中条事業所での製品開発コラボレーションプラットフォーム導入でした。中条
事業所は変圧器、電磁起動器・接触器、熱動過負荷継電器、配線用遮断器、漏電リレー、配電系

統監視制御システム、
プログラマブルロジックコントローラといった幅広い製品群を設計、製造

しています。
この成功をもって、⽇⽴産機は第二、第三のフェーズへ移っていこうと考えました。
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第二フェーズは清水・海老名事業所での全製品開発用のPLMプラットフォーム構築で、第三フェ

ーズはより多くの製品分野への拡張でした。
「この導入計画によって、業務システムと、
これまで

各事業所や製造拠点で個々に管理されてきた製品データすべてを統合することができました。
」

と業務プロセス改革センタ部長は述べています。
「私たちは設計、製造、製品サポートを行う誰も
が EBOM や製造 BOM を共有することができとても喜んでいます。
」

導入パートナーの株式会社⽇⽴システムズは、様々な業務要件をカバーし⽇⽴産機のシステム

導入をリードしました。⽇⽴システムズは、
まずArasの標準機能のメリットを最大限に生かし、
そ

の後さらなるメリットを得るために追加カスタマイズを活用していくことを提案しました。

“社内やパートナーなど、何千人ものユーザーで今まで考えられない
くらい速く製品データを共有できるようになるのが非常に楽しみです。
設計の意図が正しく伝わりどの部品を実現すべきと考えているかを
知ることで、
ミスや遅延を大いに減少させられます。
”
株式会社⽇⽴産機システム
業務プロセス改革センタ部長

ARAS INNOVATOR の価値を実感

Aras Innovator 導入の第一フェーズは⽇⽴産機にとって順調でした。実際、Aras の2つの標準

機能（ BOM管理、
ワークフロー機能）をカスタマイズしただけでなく、SAP の ERP との統合も
行われました。BOM 管理とワークフロー機能のカスタマイズによって、
データアイテムを自動的

に SAP 内の製造 BOM に連携させることができます。
」
と IT 戦略室の部長は熱く述べています。

「Aras Innovator と SAP がうまく統合できたことで、
マスターデータや SAP にリンクする注文
情報の登録や更新機能が最適化できました。
」

中条事業所での第一段階の導入は、製品設計、製造、調達部門間のコラボレーションをシンプ

ルなものにしました。
すでにシステムは以下に関係する全情報を管理しています。
▪▪

24,000 製品

▪▪

138,000 点の中間部品

▪▪

▪▪

55,000 点の部品

6,400 件の設計変更指示
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第一フェーズがAras Innovator と業務改善で成し遂げられたという上層部の評価をうけ、⽇⽴産機は現在、清水事

業所、海老名事業所での第二フェーズの導入に向け準備を整えています。
また、習志野事業所での第三フェーズ導
入の計画も始動することになっています。

「社内やパートナーなど、何千人ものユーザーで今まで考えられないくらい速く製品データを共有できるようにな
るのが非常に楽しみです。
」と業務プロセス改革センタ部長は述べています。
「設計の意図が正しく伝わりどの部品
を実現すべきと考えているかを知ることで、
ミスや遅延を大いに減少させられます。
」

ARAS INNOVATOR で事業全体を改善

グローバルセールスとサービスシステムの拡張という新たな取り組みのなかで、⽇⽴産機はセールスチームや顧客

に設計データを展開し全段階でサービス改善を図る計画をしています。
IT戦略室部長は「サービスの改善と、様々な

社内のチームとパートナーのコラボレーション最適化、
これらはPLMがもとより謳っていた目的に基づいています。
」

と述べています。

プロジェクトサマリ
▪▪

PLM：Aras Innovator

▪▪

ERP：SAP

▪▪

▪▪

CAD：HiCAD

導⼊パートナー：⽇⽴システムズ

▪▪

カスタマイズされたプロセス：BOM 管理、
ワークフロー

▪▪

部署：複数部署

▪▪

▪▪

ユーザー数：350 名

Aras の一元管理の内容：製品データ、ERP データ、E-BOM、製造 BOM

Arasは、産業用デジタルアプリケーションのためのレジリエント
（しなやか）なプラットフォームを提供しています。
当
社のオープンかつローコードなテクノロジーにより、
ますます複雑になっている製品の設計開発、製造、保守等の部

門を対象に、柔軟でアップグレード性を備えたソリューションを迅速に提供しています。
Arasのプラットフォームおよ
び製品ライフサイクル管理（PLM）アプリケーションは、製品ライフサイクル全体およびサプライチェーンの、
あらゆる

部門・部署のユーザーを重要な製品データやプロセスと繋ぎます。米国マサチューセッツ州アンドーバーの本社を

はじめ、世界の主要なオフィスから、350 を超えるグローバル顧客と 25 万を超えるユーザーをサポートしています。
Aras Innovatorプラットフォームは無料でダウンロード可能で、
すべてのアプリケーションはアップグレードを含めて
単一のサブスクリプション価格でご利用いただけます。川崎重工業、富士フイルム、⽇⽴製作所、
マイクロソフト、
村田製作所、Airbus、Audi、GE、GMなどの顧客に採用されています。
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