
 

Copyright © 2016 by CIMdata, Inc. 1 December Page 1 of 7 

A Product Innovation Platform and Its Impact on 
Successful PLM Deployments 
(製品イノベーションプラットフォームと PLM展開の成功でのインパクト) 
CIMdata Commentary (論評) 

重要事項 (Key takeaways)： 

•   製品イノベーションプラットフォームは、より多くのイノベーションへの可能性を導き、
機能的な能力、データ、プロセスを強化・活性化する基盤である。 

•   目標を達成する PLM実装はほんのわずかで、特にモノリシック  (Monolithic：“一枚岩
のようにがっしりと固まったいる” 、“完全に統制されている” などの意) なソリューショ
ンに基づくそれらソリューションはなおさらである。また、それらの PLM実装は、最終
的に持続可能でないその場限りの ”インスタント” PDMソリューションとなる。 

•   有望な製品イノベーションプラットフォームは、企業の幅広い PLM対応ソリューション 
(PLM-enabling solutions) とのインテグレーションの負荷を劇的に軽減する。 

•   Aras Innovator は、将来にわたって発展・成長する PLMソリューションを企業に提供
するために利用出来るオープンで拡張可能な製品イノベーションプラットフォームを提供
している。 

エレクトロニクスとソフトウェアがどのタイプの製品でも重要な要素となっていることやモノのインタ
ーネット (IoT) に製品を接続する要求は避けられない現実となり、製品の複雑さはますます加速し続け
ています。製造業者が新製品を市場に投入努力をする際、社はより簡単であった時代に構想されたプロ
セスを発展させていることを認識しています。。30 年以上前、主要な製造業者は、製品の複雑さに対
応するために製品データマネージメント (PDM) システムの導入を開始しました。製品やビジネスプロ
セスの複雑さが増すにつれて、ライフサイクルの観点から、製品とプロセスのイノベーションを如何に
サポートして育成するかのビジョンも高まっています。 

今日の製品ライフサイクルマネージメント (PLM) の多くは、30 年以上前にデザインされた PDM ソ
リューションから進化しました。今日のアーキテクチャは、従来のアーキテクチャよりも大幅に改良・
改善されていますが、ほとんどの PLM対応ソリューション (PLM-enabling solutions) は、他のエン
タープライズプラットフォームあるいはソリューションとの簡単なインテグレーションをサポートもせ
ず、製品ライフサイクルをサポートするためのデータ、組織構造、作業プロセスを融合するために必要
となる柔軟な能力も持ち合わせないで適用されています。その結果、企業は、社の固有なビジネスニー
ズを満足させるために核となるデータ構造とソリューションプロセスをカスタマイズする必要がありま
す。ビジネスニーズが変化するにつれ、ソリューションの将来の適応はますます困難になり、アップグ
レードは不可能になることもあります。 

近年、プラットフォームはビジネス活動の活性化への重要な要素となっています。今日、企業は、業務
を合理化し、ビジネスのコストを削減し、企業全体ならびにライフサイクル全体を通じて、データとプ
ロセスのインテグレーションを簡素化するプラットフォームの利用を基にした製品ライフサイクルを推
進したいと考えています。製品イノベーションプラットフォームによって実現される PLM ソリューシ
ョンは、異種・混成から成るソリューションスイートでのイノベーションの推進に、そこに内在する固
有の難しさの多くを解決する様に構成されています。この様なプラットフォームでは、保守性、適応性、
アップグレード性、異機種環境などでのインテグレーションを含み、持続可能なソリューションの重要
な要素をサポートするために構築された (うまく定義された階層化、モデリング、サービス、ネイティ
ブインターネットサポート、標準など) 最新のソフトウェアと IT を使用しています。 

プラットフォーム化は現実的であり、ツールや機能の便宜的なマッシュアップだけではありません。
PLM 対応ソリューションを体系化してデザインする新しいアプローチが必要であり、そのため、はる
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かに柔軟性が高く、適応性があり、企業のエンタープライズアプリケーション環境を一般的に構成する
他のソリューションと共に動作出来る様になります。製品イノベーションプラットフォームは、今日と
将来の両方に於いて安定した環境で、製品とプロセスのイノベーションとエンドツーエンドのライフサ
イクルマネージメントをさらに効果的に実現するのに役立ちます。製品イノベーションプラットフォー
ムは、機能的な能力、データ、プロセスが実現可能にされて、実行・遂行される基盤です。 

イノベーションやその他のイニシアチブによってもたらされる課題を十分に認識している多くの PLM
ソリューションプロバイダは、目的に応じたものや既存のものから変革したものなどのいずれか、ライ
センシング、パートナーシップ、またはテクノロジーの取得などよる必要な拡張など必要に応じてのプ
ラットフォームアプローチを提案しています。 

製品イノベーションプラットフォーム (The Product Innovation Platform) 
PDM などの従来の PLM 対応システムの初期段階の実装は非常に重要なものですが、新規分野、プロ
ジェクト、プログラムなどへの継続的なアップグレードからのコストや混乱などだけではなく、新たな
予期しないツールとプロセスの混乱を招くことになるパートナーシップや買収によって急速に影を薄く
する可能性があります。この様な状況下で、モノリシックなエンタープライズ IT アプリケーション 
(例えば、多くのレガシーPDM ソリューション) はもはや持続可能でなく、成功が見込めるソリューシ
ョンの提供にも十分堅牢なものではありません。特に企業が製品ライフサイクルのプロセスやツールに
製品データを緊密にインテグレーションしたい場合、維持することが困難です。製品イノベーションプ
ラットフォームのアプローチは、これらの問題の緩和に役立ちます。 

製品イノベーションプラットフォームは、企業ならびに関連企業体 (extended enterprise) のデータ
とプロセスのインテグレーションと実施可能要件をサポートするもので、すなわち部門別のモノリシッ
クな実装を大きく上回るものです。これは、プロセスの価値、企業が事業を遂行したり、遂行する上で
の情報の価値を大きく引き上げるものです。 

製品イノベーションプラットフォームを通じて PLMが実現するさらなる利点は次のとおりです： 

•   アップグレードや新しい機能追加のサポートに必要なコストとリソースの削減 - すべて
の企業がテクノロジーのインテグレーションの問題に直面しており、製品イノベーショ
ンプラットフォームはこれらを大幅に低減するか、またはそれらを完全に排除します。 

•   ライフサイクル全体にわたって知的資産とプロセスのマネージメントを行う上での柔軟
性の向上 

•   企業ならびに関連企業体 (extended enterprise) 間全体で多様なビジネスドメインをサ
ポート 

•   異なるプロセス、PLM対応ツール、データ要件などをもたらす買収の容易な同化・吸収 

重要な製品ライフサイクルマネージメントの機能とそれらのリソースを利用する人々のデータを結びつ
ける上での中心的な役割を果たすため、製品イノベーションプラットフォームは、以下の事項をネイテ
ィブにサポートする必要があります： 

•   データの長寿命性：幅広いオーサリングアプリケーションからのデータは、作成時にキ
ャプチャする必要があります。ツールやツールのバージョンが変更されると、プラット
フォームはさまざまなデータを管理し、そのデータを利用するすべてのツールとそのデ
ータを容易にインテグレーションする必要があります。 

•   拡張性：プラットフォームは、柔軟で適応性があり、長寿命で拡張可能でなければなり
ません。新たな要件や革新的な能力・機能が利用可能になるにつれ、プラットフォーム
は、本質的な能力・機能の柔軟性や幅広さを失うことなく、構造化され保守可能な方法
で機能へのアップグレードや追加のサポートが必要です。 
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•   イノベーションをサポートするためのコラボレーション：コラボレーションは、イノベ
ーションプロセスの重要な側面です。共同作業を行う人々にとって、彼らは共同作業し
たい情報にアクセスする必要があり、しかし彼らは作業プロセスのコンテキストの中で
これを必要としています - これはプロセスの一貫性をサポートし、各プロセスを実行す
るために必要な適切なコンテキストで情報を提供するために、これらのプロセスをサポ
ートするツールを製品イノベーションプラットフォームを通して接続する必要があるこ
とを意味します。 

•   システムズエンジニアリングのモデリングとシミュレーション：図１に示されている様
に、システムズエンジニアリングドメイン全体での潜在的なインパクトは、幅広く・深
いものがあります。システムズエンジニアリングは、モデリング、妥当性確認、検証に
於いてすみやかな反復が行えるコラボレーションのサポートをする概念に依存していま
す。製品イノベーションプラットフォームは、これらの重要なプロセスを通して、シス
テムの定義 (機械、電気、電子、ソフトウェア) に関わるすべての分野をサポートする必
要があります。 

 
図１：システムズエンジニリングでのプラットフォームの潜在的な影響 

(Source: VPE TU Kaiserslautern, Aras) 

•   生涯にわたるコンフィギュレーションマネージメント：製品を開発をして展開する担当
者は、コンフィギュレーションを容易に作成し、代替案を評価するためのツールを必要
としています。下流工程のユーザーは、変更やエフェクティビティを含み、製品のコン
フィギュレーションが正しいかどうかを確かめることが出来て、要件からデザイン・設
計、製造、そしてサービスまでのライフサイクルすべての段階で管理されていることを
確実なものにする必要があります。 

•   データアナリティクス：企業が直面する主要な課題の一つは、製品の価値を高めるため
に可能なかぎり再利用が必要となる新規や既存の製品に関連する膨大なデータです。デ
ータアナリティクスは、ビジネスの成功につながるイノベーションを促進する有益で価
値あるデータを明らかにするために必要とします。 

•   可視化：人々は見たり理解出来ないデータで仕事することは出来ません、そこで複雑な
CADモデル、図面、回路図、写真、ドキュメント、その他の多くのデータ形式の世界
で、柔軟性を持って、複数の形式のデータをビューイングする機能は、PLM対応ツール
とデータベース間でデータの可視性を提供する重要な資産になります。 

•   デジタルスレッド：デジタルスレッドは、それらアセット自体だけでなく、それらの間
のつながり・関係を含んでいます。デジタルスレッドは、権限を持つ下流ユーザー誰も
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が、例えば、図２に示す様にサービスマニュアルからエンジンの部品を選択し、その製
造履歴、その変更履歴、その CADモデル、そして実行されたシミュレーションテスト
について知り、または要件の根元までトレースすることを可能にします。デジタルスレ
ッドの実装は容易ではありませんが、製品イノベーションプラットフォームアプローチ
が解決に役立つという問題の一つです。 

 
図２：デジタルスレッド 
(Courtesy of Aras) 

•   クローズドループでの意思決定：図１を見る限り、製品イノベーションプロセスは事実
上、反復性が高いことが明白です。この環境に於いて、人々は、彼らのデータや彼らの
プロセスへの 関係者に関して何が起こっているかを迅速に判断出来る必要があります。
迅速なイノベーションをサポートするために必要な信頼を生み出すためには、製品イノ
ベーションプラットフォームが、情報に基づいた意思決定につながるクローズドループ
プロセスのモデル化と実行に必要なワークフロー機能を提供しなければなりません。 

•   知的財産のマネージメントと保護：企業の IP (知的財産) は企業の生命線であり、信頼
し得る、情報のソースがつながっていること無しに、組織は革新的であることを望むこ
とは出来ません。製品イノベーションプラットフォームは、組織への真実の単一のソー
ス (the single source of truth) となる共通のバックボーンに情報 (IP) をつなぐもので
す。また、意図的または偶発的なデータの破損や侵害を防ぐためのセキュリティメカニ
ズムも提供します。 

Aras Innovator プラットフォーム（The Aras Innovator Platform） 
Aras Innovator は、業界の経験豊富な人々によって、PLM に基づくオープンで柔軟なモデルベース
のアプローチをサポートする様にデザイン・構築されており、すなわち製品イノベーションプラットフ
ォームのアプローチのサポートに当然のことながら役立ちます。Aras のチームは、アイテム管理、リ
レーションシップ管理、セキュリティ、ワークフロー、ボールティングなどの一般的なタスクを実行す
る一連の Web サービスをデザインしました。ビジネス上の問題を解決するために、顧客は、統合モデ
リングエンジンを使用し、図３にある様に Aras の一連のアウト・オブ・ボックス (すぐに使える機能) 
アプリケーションの様に迅速に構築して変更出来るこれらのサービスにアクセスするアプリケーション
を作成出来ます。 
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図３：Aras Innovator プラットフォーム アプローチ  

(Courtesy of Aras) 

この柔軟性は、PLM プラットフォームに重要な能力です。ビジネスニーズが進化するにつれて、ビジ
ネスについて表現・記述するプロセスやデータモデルも進化する必要があります。オブジェクトに追加
の属性を付け加えるだけでは不十分です。ビジネスの側面を表現するオブジェクトは、新しい製品、プ
ロセス、ビジネスモデルをサポートするために予想もしない方法で組合わせる必要があります。Aras 
Innovator は、この動的なデータモデリングをサポートする様にデザインされています。Aras はまた、
Microsoft Office、LDAP、マルチ CAD の 3D PDF ビューイング、さらには高度な PDF アートワー
ク機能まで、アウト・オブ・ボックス (すぐに使える機能) インテグレーションを提供しています。 

Aras のアプローチの重要な違いは、オープンプラットフォームであるということです。オープンにダ
ウンロードと利用が可能なソリューションのみならず、インストールと評価を組織にとって容易にして、
Aras の PLM プラットフォームは、多くのオーサリングツールとエンタープライズソリューションに
インテグレーションされています。ALM、MCAD、ECAD、PDM、ERP、その他多くのデスクトップ
およびエンタープライズソリューションのコネクタとインテグレーションは、Aras およびパートナー
から入手出来ます。これにより、エンドユーザーの採用が増え、実装のリスクを低下させます。
CIMdata が一般的に話しをしている Aras のパートナーは、Aras Innovator へのインテグレーション
の開発・展開が如何に容易であるかをコメントしています。 

Aras の顧客である Airbus 社は最近、社の Greenhouse 戦略について述べています。モノリシックな
PLM プロジェクトではなく、従来のトップダウンを経ずに、Aras Innovator のセンター・オブ・エ
クセレンスは、Airbus 社の中のどのグループにもソリューションを必要とするビジネス要件に対して
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提案することが出来ます。適切である場合、センター・オブ・エクセレンスは、Airbus 社の Aras プ
ラットフォームの中に既に存在するデータを活用出来 (抽出したりコピーしたりすることなく) 、即座
にビジネス上の課題を解決出来、 新しいデータ、プロセス、さらには全社の他の場所で活用され再利
用出来るソリューションを提供するために Aras ベースのアプリケーションを作成します。CIMdata
は、PLMを実現するこの代替アプローチについて、さらに多くのリサーチを行う予定です。 

CIMdata では、多くの Aras Innovator の実装を見てきました。それらすべて実に異なって見えるも
ので、特定のクライアントのニーズを社のビジネス環境で成功するためのビジネスプロセスに合わせて
テーラリングされています。弊社は、Aras アーキテクチャは、競争力のある差別化 (competitive 
differentiator) として理解しています。そのアーキテクチャよって、Aras は、ソリューションがどの
様に構成されていても、サブスクリプションのユーザーは無料でデータベースのアップグレードが出来
ます。社は、Aras Innovator プラットフォームの多くのリリースを通じて、ソリューションの持続可
能性を実証する 10 年以上にわたって高度にカスタマイズされたソリューションを提供してきた多くの
顧客を抱えています。 

結び (Conclusion) 
多くの製品開発企業は、単一のモノリシックなエンタープライズ IT アプリケーションは、すべてのビ
ジネス機能を果たすために持続可能でも堅牢でもないと考えています。企業ならびにその関連企業体
(extended enterprise) のプロセス、組織的な要素、パートナーシップ、買収、およびデータ要件の
複雑さは、どれほど大規模であっても、単一のソリューションプロバイダが対処するには、難しく、お
そらく不可能です。また、多くの企業が単一のツールに現実的にはマイグレーションすることは出来ま
せん。価値の提案 (value proposition) または投資収益率（ROI）は、ツールの変更、データマイグレ
ーション、文化的な変革などの考慮無くしては機能しません。代替のプラットフォームが持続可能な場
合には、製品イノベーションプラットフォームへのインテグレーションを通じて連合させることで、マ
イグレーションやインテグレーションよりも優れた ROI が得られる可能性があります。 

新しいビジネスプラットフォームのパラダイムは、複数のプロバイダからのソリューションを弾力性の
高いアーキテクチャを使用してシームレスに展開出来るもので、ビジネス活動の急速な変化に耐えるこ
とが出来ます。これは部門別プロセスの実現・実施あるいはエンタープライズ機能ではなく、企業なら
びに関連企業体 (extended enterprise) のプロセスをサポートします； したがって、ロールベースの
ニーズをサポートしながら、従来の組織やシステムの境界を超えて、複数の組織や役割にまたがるプロ
セスをサポートします。 

CIMdata は、エンドツーエンドプロセスが効果的に機能するためには、システム中心の製品開発とエ
ンドツーエンドのライフサイクルマネージメントをサポートする PLM 対応の製品イノベーションプラ
ットフォームの明確なロードマップが必要であると考えています。企業は製品イノベーションプラット
フォームを戦略的に見極める必要があり、そのために ERP や SCM などのエンタープライズソリュー
ションとプラットフォーム間の関係を明確にする社のエンタープライズ IT アーキテクチャを活用出来
ます。プラットフォームレベルで接続を定義して実装することで、歴史的で持続不可能な 1 対 1 のイ
ンテグレーションテクノロジーを使用するのではなく、PLM プロバイダを含み、エンタープライズソ
リューションプロバイダにインテグレーション作業を移すことで、コストを削減出来ます。 

ソリューションプロバイダは、製品イノベーションプラットフォームを展開するためにさまざま異なる
アプローチを採っており、企業は各社それぞれの主な特性を理解するために時間を取るべきです。
Aras のプラットフォーム戦略とテクノロジーは、今日の多くの企業が直面している多面的なビジネス
環境をサポートしており、ビジネスプロセスやデータの複雑さと変化を管理し、オープンで、柔軟性が
あり、拡張性ある方法を提供しています。基盤となる Web サービスプラットフォームは、核となる機
能の拡張や置き換えをも含む多くの重要な製品イノベーションプラットフォームの特性をサポートしま
す。これは、レガシーな PLM ソリューション、特に適応に苦闘するモノリシックなソリューションと
は対照的なものです。CIMdata は、この様な状況を産業界の企業でのコンサルティング業務に於いて
頻繁に目にしています。 
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これらの考えをサポートするために、Aras のプラットフォームは、イノベーションをサポートするた
めに Airbus 社やMicrosoft 社などの様に、PLMに経験豊富な人々に認められています。 

CIMdata は、Aras Innovator の基盤となる Web サービスプラットフォームが、PLM 対応の中核と
なる能力・機能の拡張やリプレースなどを含み、製品イノベーションプラットフォームの 重要である
多くの特性をサポートしていることを確認しています。PLM 環境のアップグレードまたはオーバーホ
ールしようとする企業は、プラットフォームのアプローチおよび Aras Innovator がそれを如何にサポ
ートしているかを検討する必要があります。 

CIMdata について 

CIMdata (大手独立系ワールドワイド企業) は、製品ライフサイクルマネージメント (PLM - Product 
Lifecycle Management) のアプリケーションの適用・利用を通して、イノベーティブな製品やサービ
スをデザインし提供をする企業の能力を最大限にする戦略的マネージメントコンサルティングを提供し
ています。CIMdata は PLM ソリューションでのワールドワイドクラスのナレッジ、専門的な技術、
ベストプラクティスメソッドを提供しています。当社はさらに全世界で、リサーチ、購読サービス、出
版、また国際的なカンファレンスを通して教育を提供しています。CIMdata の詳細については、
http://www.CIMdata.com にて、または 3909 Research Park Drive, Ann Arbor, MI 48108, USA、
Tel: +1 734.668.9922、Fax: +1 734.668.1957、あるいは Oogststraat 20, 6004 CV Weert, 
The Netherlands、Tel: +31 (0) 495.533.666 にコンタクトください。 

 


