IBM Global Integrated View
Manufacturing Platform
小さく始めて大きく育てるスマートファクトリーへの第一歩

IBM Global Integrated View Manufacturing Platform（IBM GIView MP）は、小さく
始められるソリューションです。スマートファクトリー化をこれから段階的に行っていきたいと
お考えのお客様や、最初からフルスペックは不要とお考えのお客様、AI や ERP などいくつ
かの施策を実施したものの経営的な効果が十分に得られていないお客様にとって、小さく
始めて各種システムやソリューションとの連携を図っていける新しいソリューションです。
機能はマイクロサービス化されており、必要な機能を選択的に稼働させることも可能です。
またデジタル・サービス・プラットフォーム上の SaaS でサービスを提供することやお客様
ご自身のオンプレミス環境での稼働も可能になっています。

IBM GIView MP は、生産現場において生産計画に沿った生産活動を確実に実施できるよう、生産時点情報収集と
その集約実績から、課題の早期発見と対策や改善につなぐご支援をする仕組みです。製造実行系ソリューションは、
多くの実績を持つ GIView（Global Integrated View Series) の経験を活かして構築されています。

（生産実行系システム、
日程計画系システムやスケジューラー、分析・表示機能を網羅）

スマートファクトリーを考えるうえでの対象業務分野と対象ソリューション
小さく始める IBM GIView MP では、IBM GIView MP-MES を核とし、図に示すような対象業務分野ごとに必要な機能を支援する
ソリューションを組み合わせ、お客様がスマートファクトリーへの第一歩を踏み出すお手伝いをします。
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IBM GIView MP は現場の課題に効果を発揮します
日々の業務の中で工程 ( 段階 ) や縦軸の視点の両面から考えた場合、以下のような課題をお持ちではないでしょうか？

これはあくまで一例ですが IBM GIView MP と他の IBM ソリューションとの組み合わせで、課題解決をご支援します。
（主にIBM GIView MPでお応えする課題例

IBMソリューションとの組み合せでお応えする課題例
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生産計画作成のマスター情報（能力/
タクト/LTなど）が実態と合っていない

生産計画作成のマスター情報
の設定が
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問題が発生する
（新製品の試作や生産立ち上げ､長納期部材の手配､設計変更に伴うマスター類変更など）

IBM GIView MP の特徴と強み
1. 生産環境に求められる機能をパッケージ化（生産計画系と現場の実行系ソリューション、製造能力分析）
2. 機能は取捨選択することが可能（基本機能群、フィーチャー・オプション）
3. 小さく始められる、既存のお客様システムとの連携も可能
4. マニュアル生産から全自動生産まで対応可能
5. 生産現場の状況・進捗に基づく計画、大日程計画から小日程計画までをカバー
6. データ分析・活用基盤である CFC-ap ※とも連動することで、データ分析を活用した製造実行管理の高度化を実現
※ CFC-ap：CFC
（Connected Factory Concerto）analysis platform

IBM GIView MP の機能概要
IBM GIView MP-MES：製造実行管理

生産活動の基本となる正確な情報の指示と各種生産活動結果の正確な記録を行い、
他のシステムに連携する

IBM GIView MP-Planner：プランナー

生産管理からのオーダー情報と生産現場の実際 ( 仕掛や進捗 ) から、納期遵守や品種優先
などの条件に合わせた生産計画 ( 大日程・中日程 ) を作成し、
スケジューラーに連携する
計画系からのオーダー情報を生産管理単位に分割した情報をもとに、小日程計画

IBM GIView MP-Scheduler：スケジューラー

( シフト単位＋各種制約事項による意思入れが可能）を作成し、実行系システムに連携する
CFC-ap と連携し高度な分析が可能、また分析と結果から製造能力基本情報への

IBM GIView MP-Analytics：分 析

現実値の反映指示も可能

IBM GIView MP の導入効果
マニュアル生産から全自動生産まで現場の期待に応えます。
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さまざまな提供形態
基本機能群とオプションのフィーチャーを選択、提供プラットフォームが選択でき、
それに応じた課金体系になっています。

マイクロサービス化・コンテナ化されており稼働環境はオンプレミスまたはクラウドで SaaS としての提供も可能です。

搬送設備自動化
…

すべての基本となる現場状況を
リアルタイムにとらえ、
必要情報を
フィードバックする仕組み

生産/検査設備自動化
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小さく始めて機敏に市場の変動に応えるアーキテクチャー
規模感に合わせたインフラ提供、成長に合わせたコンポーネント提供、部品の組み合わせによるお客様要件への対応、機械化とツール
の活用で効率化と短納期化を実現します。

最新クラウド技術を活用し、
提供レベル・規模感に合わせて
提供できるインフラ

スモールスタートから始めて
成長できる
コンポーネント構造

冗長化が容易

部分的にスタート

企業の基盤として

クラウドでの領域を増やす

占有した高い非機能

オンプレでフルスコープ、
フルオートメーション

規模感に合わせたインフラ提供パターン

成長に合わせたコンポーネント提供パターン

Visual Process編集可能な

内部処理によるお客様要件対応

開発メソドロジー整備による
ビジネス変動対応

マイクロサービス化による部品化

標準メソドロジーと自動化

サービスを組み合わせて要件実現

開発ツール群による短納期開発

お客様に合わせてコンポーネント内部処理の抜き差しを行う

機械化とツールの活用で効率化と短納期化
※開発意向表明を含む

お問い合わせ
この資料についての詳細は、弊社の担当営業員までお問い合わせください。
または、
タイトルのはじめに【 IBM GIView MP 】と記入した上で、

ibmcog@jp.ibm.com 宛にメールでお問合せください。
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