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The Business of Engineering 
CIMdata Commentary (論評) 

重要事項 (Key takeaways)： 

•   当初の目標を達成する PLMの実装は少数で、多くの場合、ビジネスニーズの変化に応じ
て進化させるために苦闘してサイロ化した PDMに終わっています。 

•   PLMは、通常、単一のテクノロジーでは可能にならず、組織のエンド・ツー・エンドな
PLMニーズを十分可能にする完全なエンド・ツー・エンドで、上から下までのソリュー
ションを持っているソリューションプロバイダはいません。 

•   PLMを可能にするには、将来にわたってビジネスの要件を満たす総合的なソリューショ
ンに、サイロ化したシステムをつなぐためのデータとプロセスのギャップを埋める能力を
もったプラットフォームを必要とします。 

•   組織の PLMプラットフォームは、法外なコストや労力無しに将来の要件をサポートする
ために、簡単に構成・設定が可能であるべきです。 

•   Aras Innovator のケーススタディは、PLMプロセスのギャップを埋め、本質的に異な
る製品定義のサイロをひとまとめに結びつける能力を明らかにするもので、クラインアン
トによれば、彼らの PLMビジョン達成の手助けに必要なプラットフォームの能力を持っ
ています。 

CIMdata は、PLM という頭文字が登場する以前から PLM を携わって来ました。長年にわたり、弊社
は、製品がますます複雑化する様子を見てきました。今日、増大は指数関数的となり、主に組込みソフ
トウェアと電子回路によってドライブされます。複雑さをマネージメントするためには、先頭を走る製
品開発担当者は、製品開発にシステムズエンジニアリングを中枢にしたアプローチを採用しています。 

複雑さに加えて、 “product as a service” とモノのインターネット (IoT) の進展は、顧客満足度を確
保し、収益性を最大化するために、エンド・ツー・エンドな製品ライフサイクルのマネージメントに重
点を大きく置く必要があります。クラウドベースのサービス、センサー、またユビキタスな接続の爆発
的増大では、スマート接続されたデバイスは、リアルタイムで情報を活用することができ、さらに更新
、拡張させることができます。 

CIMdata の PLM の定義は、長年にわたって非常に明確で首尾一貫したものです。PLM は、企業並び
に関連企業間 (所謂、Extended Enterprise) に横断する製品定義情報に関して製品のコンセプトから
寿命 (End of Life) に至るまで、人、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
を行い、コラボレーティブな生成、マネージメント、伝達・普及、そして利用の支援を行うための首尾
一貫したビジネスソリューション群を適用する戦略的ビジネスアプローチです。PLM は、通常、単一
のテクノロジーでは可能にならず、弊社は、単一のソリューションプロバイダが完全なエンド・ツー・
エンドのソリューションを提供することを今もって見ておらず、誰もが近い将来にそれを行えることを
期待するものではありません。 

さらに、弊社は、自社の PLM のビジョンを実現する完全なエンド・ツー・エンドのソリューションを
実装している企業をめったに見かけません。しかし、CIMdata の A&D PLM Value Gap report1は、
大手企業が完全な PLM のビジョンを達成するための投資を継続する中、大きなベネフィットを手にし
ていることも明らかにしています。フォロワー、すなわち戦略的なビジネスアプローチとして PLM を
見做さない企業は、彼らの製品定義情報とプロセスのサブセットをマネージメントする PDM サイロで
終わらせています。 

                                                
1
 http://CIMdata.com In the white paper section, published March 7, 2013 
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何故、フォロワーはお手上げ状態になるのでしょうか？PLM ソリューションは、開発、インテグレー
ション、維持するのは困難で高価なことが判明しています。PLM の実装は、彼らが完成させる前に、
資金や時間を使い果たし、おそらく最も重要なのは、経営幹部のサポートをうまく得られてないことで
す。これは以下を含み多くの理由から発生しています： 

•   プロセスが明確に定義されておらず、簡単に変更を行っていたり、ソリューションの中
に完全に実装される前に変更を行っている 

•   誤ったソリューションの選択または不適切な実装をすることは、往々にしてパフォーマ
ンスが不十分なソリューションとなってしまう 

•   不適切・いい加減な組織的な変更計画や実行による芳しくないユーザー導入・浸透 

•   システムがカスタマイズされた後、更新することが難しく新しいリリースが出ても現行
リリースに留まる 

•   スコープのブレ 

最終的な結果は、多くの場合、どうなるでしょうか？企業は、不完全なソリューションでお手上げにな
り、品質の低下、市場投入の遅れ、そして収益の低下を招くことになるデータとプロセスの狭間に陥り
ます。さらに、その狭間を埋めるためのスプレッドシートの使用は、不明瞭なマスターデータ、データ
共有の欠如、取組まれていないビジネスプロセス、また総合的なスケーラビリティ不足を引き起こすこ
とになります。製品の複雑さはこれら状況を増え続けさせ、安全性、法的責任、フィールドでの修理や
リコールなどの可能性を招きます。 

企業ができることは？ 

企業が立ち往生したときに多くの場合、費用と時間がかかるレガシーシステムを捨て去ってリプレース
することを選択します。弊社の産業界のクラアインとの仕事に基づいて、CIMdata は、レガシーな
PDM システムを捨て去ってリプレースすることなく、取組まれていないエンジニアリングプロセスや
製品定義に関連したプロセスを自動化する別なアプローチを目にしています。これは、レガシーシステ
ムをカプセル化し、他のプロセスへのデータソースと同じように PLM システム全体の中のモジュール
として見做し、より効率的で費用効果の高いアプローチです。これは適切に PDM システムを維持して
、ライフサイクル全体でのエンジニアリングと製品定義にまたがるプロセス層につなげることで、混乱
・分断を最小限に抑えるものです。 

この戦略は変化し続けるビジネス環境をサポートするための基盤を提供しながら、混乱・分断とリスク
を最小限にするものです。この方法でアーキテクトされたソリューションは、すぐに価値を達成して、
レガシーシステムのクリティカルなパスとなっているマイグレーションを行えます。レガシーシステム
の運用コストの一部は残るものの、取組まれていないエンジニアリングプロセスを可能にし、複雑なビ
ジネスプロセスのデータフローを改善することによって得られる価値は、一般的にレガシーなコストを
大きく上回ります。 

Business of Engineering をサポートするためのソリューション 

Aras 社によって公開された顧客二社のケーススタディは、それら実装のアプローチの能力を表すもの
です。Magna Powertrain 社の GETRAG 部門は、トランスミッションの動作をコントロールするた
めに洗練されたソフトウェアとエレクトロニクスを使用した高度な自動車用トランスミッションを開発
しています。Magna GETRAG は、レガシーCAD データマネージメントソリューションをインテグレ
ーションしながらプロトタイプの承認プロセスや製品開発のための予算計画などを含む多様なプロセス
をサポートするために Aras Innovator プラットフォームを使用してソリューションを開発することが
できました。 

Xerox 社は、消耗品パッケージの廃棄物を大幅に削減するフォトリアステック固形インク型プリンタ
ーを開発・展開しています。彼らは、Aras Innovator で実装されたプロセスマネージメントバックボ
ーンで製品の開発、生産、そしてサポートをするために使われる広範な様々なデータ・サイロをつなげ
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ることに集中しました。さらに、紙ベースの一つであったレガシーな変更管理ソリューションは、プロ
セスバックボーン上で実行する単一ソリューションに組み込まれました。 

いずれのケースにおいても、Magna GETRAG および Xerox の製品は、複雑なコンフィグレーション
・ルールを持っている機械、電子、ソフトウェアコンポーネントを含む複雑な BOM を持っています。
製品データは、財務、生産、サービスなどを含み多様なグループ全体で活用し、一方ではエンジニアリ
ングが財務やフィールドサービスのデータなど全般を取得するようになっています。各々の企業がユニ
ークな課題を抱えているものの、解決のために両社は、既存のソリューションをつなげることとプロセ
スの中の情報の流れを強化するために同様なテクノロジーを使いました。 

Aras は、それらの企業でどのような成功を収めたか？  

CIMdata では、Magna Powertrain および Xerox の成功への鍵として、Aras Innovator のプロセス
マネージメント機能があると見ています。それは、データ・マイグレーション無しにソフトウェア、電
子、機械系ハードウエアを含み様々な専門分野全体での連携を可能にすることです。この方法ではデー
タはオリジナルシステムに残りますが、BOM の生成、変更管理、そして ERP インテグレーションを
含み、Aras のプラットフォームで定義したプロセスをサポートするために Aras Innovator の中で見
えるようになります。サポートしたプロセスは、製品開発から製造、品質、サプライチェーン、そして
フィールドサービスまで、本質的に製品ライフサイクル全体に及びます。 

Aras Innovator のテーラリングおよびインテグレーションの能力が、迅速にプロセスをモデル化し、
レガシーシステムをカプセル化することを両社に可能にしました。グラフィカルなモデルベースの開発
環境は、プロセスの変化・変更に対し開発・変更が比較的容易に行え、ソリューションは、ライフサイ
クル全体のビジネスプロセスを徐々に取り込んで成長します。 

CIMdata は、これらテーラリング機能・能力について以前レビューを進め2、Aras 社はエンタープラ
イズサブスクリプションの範囲内で、かなりのテーラリングがされた際でも、如何にバージョンアップ
に含めるかについてレビューしました (PLM 経験豊富な人々が評価する極めて重要なサービス) 。アッ
プグレードが含まれ、ソリューションの変更の容易さをもって、Aras Innovator プラットフォームは
、新たなサイロ化したシステムになることを回避して、現行のビジネスプロセスへの追随を容易にしま
す。 

エンタープライズ・サービス・バス (ESB) として位置づけられてないものの、Aras Innovator は、洗
練されたデータモデリングとワークフローの機能を提供することで、そのモードで動作することができ
ます。Aras 社は、広範なデータモデリング環境を考案し、XML 言語 (XML dialect) を使い、ネイテ
ィブフォーマットとして、Adaptive Modeling Language (AML) を使用しています。XMLを使用し
て、階層構造、複合属性、オブジェクト変更を含むオブジェクトに対するデータ操作の簡素化をしてい
ます。プラットフォームのオープンなWeb サービス API と組み合わせるこの能力は、複雑なデータ構
造をインテグレーションしてマネージメントすることを比較的容易にしています。加えて、多くのパッ
ケージ化されたコネクターは、SAP PLM、Oracle Agile、ENOVIA、Teamcenter、Windchill など
のような他のエンタープライズシステムに対応可能です。 

この異種・異質なモデルを可能にすることは複雑なものであり、Aras 社のモデルベース SOA プラッ
トフォーム・テクノロジーは、business of engineering をサポートすることを可能にする “秘密のソ
ース (secret sauce) ”  であると考えています。CIMdata はまた、Aras 社の成功への重要な要素とし
て、ソフトウェアを自由に入手可能であるオープンダウンロード戦略を含み、柔軟性のあるライセンス
モデルにあると見ています。これらの要素は、顧客にとって、難しい問題を解決しながら、低リスクで
開発、テスト、そして運用へと展開することを容易にしています。 

 

                                                
2
 http://www.cimdata.com/en/resources/complimentary-reports-research/commentaries/item/551-aras-innovator-
redefining-customization-upgrades-commentary 
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結び 

製品の複雑化や拡大したライフサイクルビジネスの機会を持つ企業は、かつてないほど PLM を必要と
しています。企業は、従来の PDM と PLM ソリューションで一般的にサポートされていないデータと
プロセスをリンクしてマネージメントする必要があります。企業は、さまざまな理由で社内のレガシー
システムやソリューションで動きが取れなくなっており、30 年を経ても、CIMdata はまだ各社の
PLM の目標を達成するための大きなギャップがあることを目にしています。企業は、既存のデータ・
サイロをつないで動きを連携・調整させながら、ワークフローのマネージメントとデータの取り込みを
行って大きなプロセス・ギャップを埋めるプラットフォームとテクノロジーを必要としています。
Aras 社は、この必要性を認識し、如何にこのクラスの PLM の課題を解決し、顧客の成功に支援した
かを示すケーススタディを持っています。 

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。 


