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PLM for All: Unleashing Product Data to the Enterprise 
すべての人々のPLM：全社に製品データを解き放す 
CIMdata Commentary (論評) 

重要事項 (Key takeaways)： 

• 製品関連情報と他のエンタープライズ情報はエンジニアリングの中で作られ、一般的には
効果的に利用されていますが、最新の製品関連情報のアクセスでより的確な意思決定をよ
り迅速に行えても、その利用の多くはエンジニアリングに限られています。 

• PLMや他のエンタープライズシステムの制限されたデータの利用は、幅広い利用での潜
在的な恩恵 (benefits) を大いに損なうものですが、完全な恩恵を得るために、エンジニ
アリングの外のユーザーには時折困難さを伴うエンジニアリング中心のやり方で、大部分
の PLMソリューションの実装がなされています。 

• 様々異なる組織のロール (Role ‒ 役割) やユースケースを対象にした PTC Navigate のよ
うなロールベース製品は、拡張エンタープライズ (extended enterprise：企業ならびに
関連する企業体) 全体で最新の製品データへのアクセスの最適化にぜひとも必要なもので
す。 

CIMdata は、30 年以上にわたり、製品ライフサイクルマネージメント (PLM) 業界として知られるよ
うになるのをサポートしてきました。長年にわたり、CIMdata のコンサルタントは、PLM について首
尾一貫とした推進を進め、PLM イネーブリングソリューションを実装する多くの大手産業企業に戦略
的なガイダンスを提供しました。結果として、弊社は、理解を深め、PLM を通して実際に現実化した
恩恵の正しい評価を得ています。弊社が既存の組織の PLM 戦略の有効性を検討した際、残念ながら多
くの場合、弊社の調査結果は失望させられます。2013 年後半のリサーチイニシアチブに於いて、
CIMdata は、航空宇宙＆防衛 (A&D) 産業での PLM 価値ギャップのリサーチを発表しました 
(http://www.CIMdata.com を参照) 。弊社の分析では、A&D 企業のごく一部が大部分の産業界に比
較して、実は価値ギャップ (すなわち、どのような実装したのか、あるいは実際にどのような実装がさ
れている可能性があるかのギャップ) を最小に抑えていたことを示しました。この CIMdata のリサー
チは、A&D 産業に於いて各社の PLM スイートで製品データ管理 (PDM) 機能のみを今でも使用して
いるかを表すものです。弊社の初期のスタディは A&D でしたが、私どもの他の産業での経験は、同じ
ことが各社の PLM実装の状況について言えることを示唆しています。 

もう一つの証明となるポイントは、CIMdata の最近の世論調査 (図 1 を参照) で見ることができます。
この世論調査は、複数の産業分野全体で PLM の知覚・解釈についての残念な状態を明らかに示すもの
です。 

 
図１ - CIMdata PLM 世論調査 
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世論調査の回答者によれば、彼らの上級管理者のほとんどが、PLM が期待通りの価値を提供していな
いと感じています。フォローアップでのもっともな問いは、“どうして？” です。PLM は何故、彼らの
組織に戦略的価値を加えるなど上級管理者にもっと見られてないのでしょうか？その答えは主に次の二
つの重要な課題に関連しています；1) 多くの組織にとって、PLM は、完全な製品ライフサイクルに対
処するように実装されていない；2) 組織の文化やプロセスのオーナーは PLM が実現する機能・能力
をフル活用するために必要となる調整・順応を講じてない。 

多くの点で、第二の課題は最初のものに関連しています。人々は、PLM ソリューションの利用から価
値を得ることを信じている場合、彼らの PLM ソリューションを利用する可能性が高いためです。しか
し、限られた実装範囲で、多くの場合、価値は          大幅に抑えられています。このこ
とが、これほどの多くの実装が真のエンドツーエンドのライフサイクル機能を提供していないという質
問になります。そこには多くの考えられる回答がありますが、多くの場合、企業は、PLM には広範な
ビジョンが必要であることを理解していません、つまり、戦略的ビジネスアプローチとしての PLM を
定義するもので、単なるエンジニアリング部門向けのソフトウェアツールの選択と実装でないのです。
この戦略的なアプローチは、製品定義情報 (すなわち、仕様、要件、部品レコード、BOM 構造、CAD
ファイル、製造指示などを含むすべての製品定義情報) のコラボレーティブな生成、管理、普及、そし
て利用をサポートする首尾一貫したビジネスソリューションのセットを適用する必要があります。この
戦略と関連するイネーブルソリューションは、コンセプトから製品や工場の活動期間中全体に渡り拡張
エンタープライズ (すなわち、顧客、デザイン・設計、供給パートナなど) をサポートし、人々、プロ
セス、ビジネスシステム、そして情報のインテグレーションをサポートする必要があります。これが多
くの PLM 実装が、社の目的を達成することが出来ない部分です。時にはビジョンの欠如により、ある
いはソリューションの機能・能力の欠如のために、また予算の不足のために、あるいはあまりの複雑さ
により企業は失敗をします。これらの課題は、多くの場合、あまりにもエンジニアリングフォーカスで
あったり、組織への価値軽視によるものです。しかし、これは全体の極一部であり、利用可能であるソ
リューションにもしばしば起因します。 

多くのソリューションプロバイダは、例えば、特にエンジニアリングの外のユーザーのニーズに対処す
ることに的を絞った能力・機能を提供していない、且つ/または、必要とされる他のエンタープライズ
ソリューション (ERP、サービスライフサイクル管理、データウェアハウス) とのインテグレーション
のレベルを提供していません。エンジニアリングは孤立した中で働くべきではなく、またそうすべきで
はなく、企業全体至るところの多くの場で使われるエンジニアが作成するデータは、境界を設けたり、
複数のサイロの中へと隔離すべきではありません。このすべてが、製品データに関連したプロセスを効
率的で効果的に実行するための組織的能力を限られたものにします。これは、意思決定を行うために使
われているデータセットの正当性と完全性、そしてまったく同じデータを利用している組織の効率と効
果の間に直接的な関係があるためです。二つのことが、不完全且つ/または疑念のあるデータへと情報
の利用者が直面した際に発生します：つまり、質の悪い不適切な意思決定をしがちになり、またはさら
なる質問をするようになり、より望ましいデータと感じるまで待つようになってしまいます。 

従って、これらすべては何を意味するのでしょうか？企業は、どうしたら悪循環を断ち切り、最適な
PLM ソリューションの提供するものに及ばない限られた恩恵から抜け出すことができるでしょうか？
何よりも第一に、組織は、拡張エンタープライズおよびその製品データの利害関係者に可能となる
PLM ソリューションの導入・実装を含めた全体的な PLM 戦略を明確にして定義する必要があり、つ
まり、組織全体至るところに繰り返し流れているデータ (data loops) をつなげるエンドツーエンドな
ソリューションを提供することです。 

誰にも PLM：流れをつなぐ (PLM for All: Closing the Loops) 

基本的に、組織の PLM ソリューションは、拡張エンタープライズの製品データと関連プロセスの実施
可能要件に対処することが必要です。PLM は、限られた製品データの集まりや幅の狭いプロセスの集
まりを単にサポートするエンジニアリングシステムではありません。複数のデータソースから情報を結
集させて製品データのすべての利害関係者 (すなわち、製品データならびに他の関連情報を作成し/ま
たは利用するすべてのライフサイクル関係者) に価値を提供するエンタープライズ製品データプラット
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フォームとして機能することが必要です。多くの企業は、製品ライフサイクルの各段階に於いて信じら
れないほどの製品データの量を収集しています。残念ながら、そのほとんどはアクセスできません。こ
のデータの一部は、モノのインターネット (IoT) を介して、製品自体から直接入ってきます。他の新製
品に関連したデータは、ソーシャルメディアやインターネットや外部のシステムによって生成された複
数の厳格に構造化されてない形式で直接入ってきます。IoT やソーシャルネットを考えると、信頼性も
高くなく、構造化もそれほどされてない様々なデータ型と形式であります。これら不十分さが目に見え
ないうちにさりげなく一見価値ある情報となり、非常に多くの企業で、実に多くのオープンな情報のル
ープが今でも情報の流れを断片化させている理由を説明するものです。 

長年に渡り、CIMdata は、データの相互運用性、ワークフローとプロセスの透明性、そしてこれまで
以上にライフサイクルの多様な責任グループ (例えば、マーケティング、開発、購買、製造、サービ
ス) 間のコラボレーションでの着実な進展を見てきました。しかし、残りのオープンループ (新しく現
れるものは言及せず) は、効率的で効果的な組織のライフサイクルのマネージメントを困難なものにし
ており、現状を打破し、世界的に競争力ある製品の導入とサポートを妨げています。 

幸いなことに、製品ライフサイクル全体の多くのループを結ぶために企業の中でつながれる PLM ソリ
ューションの利用拡大のおかげで着実な改善の流れがあります。PLM ソリューションが拡張エンター
プライズ全体で製品データと関連プロセスをつなぐエンドツーエンドなビジネスプラットフォームに進
化している PLM のプラットフォーム化の出現は、機能的能力、データ、そしてプロセスが有効にされ
た基盤を提供するものです。これらは、製品開発と数十 (何百でない) のアプリケーションとシステム
に広がった全社の製品に関連したデータの利害関係者を完全にインテグレーションする内容のある的確
な情報とつながった作業環境を可能にするソリューションです。 

PLM で情報の流れのループを閉じてつなぐことは、未回答だった問い、特に “Why?” と “Want if”   
に正確に指摘する確かなる理由を提供します。未回答のすべての問いは、情報ガバナンス (例えば、ラ
イフサイクル情報マネージメントとオーナーシップポリシーや手順) をもって対処すべきです。ループ
を閉じてつなぐことの難しい部分は、既存の製品のパフォーマンス、その初期の要件、そして次の製品
の要件をもってユーザーの期待および経験を比較することです。これが、PLM で情報の流れをトラッ
キングすることが首尾一貫して統一をとり、全社にわたるデータとプロセスのマネージメントが不可欠
であり、ソリューションプロバイダが社の提供製品をさらなるユーザーフレンドリーとアクセス可能性
のために強化している理由です。 

大手 PLM プロバイダは、これらループを閉じてつなぐことを助け、企業の中の製品のデータのすべて
の利害関係者に PLM の完全な潜在的価値をもたらすために多くのことを行っています。これらの努力
の多くは、かつての独自のシステムを解放するだけではなく、製品開発者と他の企業の中の製品データ
の利害関係者にもたらす PLM 戦略を立てることは、製品ライフサイクル全体に横断してあらゆるとこ
ろで生成されるデータと情報をアクセスするものです。 

誰にも PLM：必要なことは (PLM for All: What’s Required) 
全製品ライフサイクルをサポートするために、PLM イネーブリングソリューションまたはプラットフ
ォームは、数々の特性‘や関連する能力・機能を備えている必要があります。基本的に、PLM イネーブ
リングソリューションは、製品とプロセスのイノベーションを駆り立てる必要があることを含め、近代
的な市場や事業運用モデルの要件を満たすことができなければなりません。これを行うために、PLM
ソリューションとそれを可能にする作業環境は、研究開発部門によって推進される単純なエンジニアリ
ング中心なプロセスであるよりはむしろ顧客要件に完全に合わせなければなりません。PLM は、エン
ジニアリングの外の組織の分野のホストをインテグレーションするために使われるエンタープライズビ
ジネスプラットフォームでなければなりません。それら分野には、中でも、コンプライアンス (例えば、
サステイナビリティや安全) 、製造、サービス、そしてマーケティングが含まれます。 

最低でも、組織の PLM プラットフォームは、データアナリティクスと可視化、システムモデリングと
シミュレーション、クローズドループでの意思決定、そして知的資産のマネージメント保護をネイティ
ブにサポートする必要があります。さらに、プラットフォームは、サスティ ナブル (すなわち、長期
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にわたり、PLM ソリューションは、中断したりリプレースすることなく、大金を費やすことなくアッ
プグレードできる必要があります) でなければなりません。これは、CIMdata の PLM サスティナビリ
ティモデル (図２を参照) に定義された PLM 投資の諸々のサスティナビリティの特徴である適応性、
保守性、拡張性、そしてアップグレード性が必要であることを意味します。これらの特徴の各々は、弊
社が述べたエンドツーエンド要件をサポートするためのソリューションの能力に於ける重要な役割を果
たします。 

 
図２ - CIMdata の PLMサスティナビリティ特性 

オープン性は、企業全体での相互運用性のサポートにも重要なものです。この機能は、すべての製品デ
ータの利害関係者に利用可能な PLM で管理されたデータと他の企業データソースを作るにも役立ちま
す。このコンテキストでのその他の重要なサスティナビリティの特性は以下のようになります： 

• 適応性 - 固有のニーズと変化するニーズに合わせるために、組織はソリューションのデ
ータモデル、ユーザーインターフェイス、そしてワークフローをどれだけうまく且つ容
易に設定できるか 

• 有用性 - ソリューションはエンドユーザーの成果物を生み出すために、エンドユーザー
によってどれだけうまく運用できるか。ソリューションの能力・機能は、ライフサイク
ル中のユーザーの役割のコンテキストおよびユーザーが働くプロセスで提供される必要
があります。 

• 互換性 - ソリューションは、特別なソフトウェアの利用無しに組織の中で、ソリューシ
ョンは適切なエンタープライズおよびディスクトップのソリューションにどれだけうま
くつなぐことができるか。 

• 保全性 - 組織は、適切な条件で運用しているソリューションをどれだけうまく維持でき
るか。 

• アップグレード性 - ソリューションの新しいバージョンの実装に関連する組織の能力と
容易さ 

最終的に、このすべてが手頃な価格で企業に提供する必要があることを強調しなければなりません。朗
報は、ソリューションプロバイダは、上記に挙げた CIMdata のサステイナビリティモデルに説明した
課題を留意していることです。その一例は、企業のすべての製品データの利害関係者に製品データを提
供するように特にデザインされたアプリケーション (Apps) である PTC が最近リリースした PTC 
Navigate suite です。PTC Navigate の基礎となるアーキテクチャは、妥当で最新であるデータに基
づいた意思決定を行うことが必要とする利害関係者に直接結びつけるものです。 
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PTC Navigate：誰にも PLM (PTC Navigate: PLM for All) 

PTC からの apps である新しいロールベース製品、PTC Navigate は、エンタープライズ製品データ
をつなげる可能性とアクセスを提供するようにデザインされました。apps は、拡張エンタープライズ
全体でより多くの利害関係者に企業のシステムの全般に散在・散乱した製品データへの利用とアクセス
拡大を容易にするようにデザインされました。これらの apps は、近代的で、容易にユーザーエキスペ
リエンスをナビゲートするよう提供するロールベースのユーザーインターフェイスを持っています。こ
れらのロールベース apps は、Windchill 11 で管理された情報と費用効果が高く構成容易な方法で他
のエンタープライズシステムと共にアクセスと動作するためにカジュアルな PLM ユーザーを可能にし
ます。 

PTC は、製品データを非常に使い尽くしできる方法で提供する apps をデザインし、それによって、
より多くの価値を抽出してより優れた意思決定を行うための能力を提供するようにしました。例えば、
PTC Navigate View Requirements アプリは、PTC Integrity Lifecycle Manager で維持される進
行・発展中の製品とソフトウェア要件へのリアルタイムなビューを提供します。View Requirements 
app は、現在、利用可能な７つの apps の一つです。他のの６つは、 View Drawing、View Part 
Properties、View Part List、View Part Structure、View/Download Design Files、そして３Dで
の View & Measure です。PTC は、これらの apps は、次のようなデザイン・設計の原則に準拠して
いることを報告しています： 

• テーラリング可能 (Tailorable) - 単純なコントロールは、選択したデータのプロパティ
や属性に基づいてどのようなものをビューしたりサーチすることを制限したり展開する。 

• コンテキスト駆動 (Context-driven) - apps は、ERP、CRM、MES、また他のエンタ
ープライズシステムから情報を取り込むよう PLMデータを拡張する。 

• システム非依存 (System-agnostic) - バックエンドシステムは、apps から独立して更
新でき、ユーザーは、アップグレード、リプレース、データ移行、その他更新などによ
って中断されない。 

• セキュア (Secure) - データは、システムオブレコード (SoR: System of Record) で
のユーザーのセキュリティ権限に基づいてのみ提供される。 

• モバイルレディ (Mobile-ready) - ThingWorx Mobile Builder によって可能となった
apps は、ユーザーの選択するデバイスを介してアクセスすることができる、つまり、
スマートフォン、タブレット、PC；もちろん、ユーザーが選ぶプラットフォーム、
Microsoft、iOS、OSX、Android。 

• モジュラー (Modular) - 完全カスタマイズされた apps は、既存の PTC Navigate の機
能を活用する開発ツールキットを使用して根底から作成することができる。 

• IoT イネーブル (IoT-enabled) - ThingWorx を介して IoT に接続した製品または機器と
組合わせた際、テーラングまたはフルカスタマイズした PTC Navigate apps は、IoT
が生成、または取得したデータを含めることができる。 

PTC Navigate で、PTC は、往々にして PLM の利益を削ぐ結果となる制限や課題の多くに対処する
ユーザーロール中心なソリューションを市場に提供しています。apps は、複数のエンタープライズシ
ステムからのコンテキストを考慮し最新の製品データを複雑なユーザーエクスペリエンス、長たらしい
トレーニング、高価なインテグレーション、または長期のカスタマイゼーション無しに提供します。
PTC の ThingWorx テクノロジーの活用によって、PTC Navigate apps は、企業のあらゆるところの
役割に簡単にテーラリングしたり適用し、複数のエンタープライズシステムや組織の IoT アーキテク
チャを介してスマート製品やコネテクテッド製品からでさえもデータを取り込んで拡張できます。 
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結び 

残念ではあるものの、CIMdata のリサーチおよび経験では、多くの企業がエンドツーエンドな PLM
戦略とソリューションが提供できる真の利益を逃しています。何故でしょうか？あまりに多くの PLM
ソリューションは、限られたエンタープライズおよびエンドツーエンドなライフサイクル能力・機能で
実装され、多くの場合、複雑、高価であるレガシー、エンジニアリングのみのシステムになっており、
エンジニアリング領域の外の真の利益になっていません。PTC Navigate に導入で、PTC は、システ
ムオブレコードであっても、エンタープライズの中の製品データのすべての利害関係者にアクセス可能
な製品データする努力を続けます。PTC Navigate に対する PTC が採用したデザイン原則は、現在、
ほとんどの企業 IT システムの散在している製品データの価値を解き放すことを約束することです。現
在利用可能な Apps は、必要に応じて、特定のロールやタスクを可能にするためにユーザーまたはグ
ループによって展開できます。さらに、これら Apps は、必要に応じて、特定のロールやタスクに適
したデータ型や属性を加えることで迅速且つ容易にテーラリングできます。PTC Navigate は、すべて
の製品データの利害関係者が製品データをアクセスして利用 (consume) されるべきかの方法に於いて
これまでにない新しいものであり、直感的で実用的な方法で企業に製品データを解放することを約束す
るものです。 

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。 

 


