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クラウドの重要性

数多くの新しいテクノロジーが「テクノロジー業界を変える次の重要な推進力」として登場しますが、実際には、
その大部分が当初の
評判に見合うほどの力を及ぼすことはできません。
バスケットボールの大学リーグから選ばれたドラフト上位指名選手のように、前途

有望だと期待されていても活躍できない選手もいれば、
チーム内で重要な役割を果たす選手になったり、オールスター戦に出るくら

いの選手になったりすることもあります。
また、
ときには当初の期待が現実となり、ゲームに絶大な影響を与えて殿堂入りを果たす選
手が生まれることもあります。
クラウドテクノロジーは、
まさにそのようなゲームチェンジャーなのです。

近年、
さまざまなビジネスセグメントで見られるクラウドテクノロジーの発展は、どれも著しいものです。
すべてに置き換わるほどの影

響力とは言えないまでも、IT 業界全体に広がっています。
企業が自社のデータセンターを管理するには多大な労力を要するため、
そう

した管理タスクとそれに伴って発生する関連業務を減らすチャンスを見逃すわけにはいきません。重要なデータを強力に保護するた
め、物理的なデータセンターのセキュリティはますます複雑化し、数え切れないほど多くのソフトウェアプログラムを最新の状態に保

つための労力が手に負えないレベルになりつつあることで、
ビジネスにとって最も重要な資産を保護するコストは急激に増加してい
ます。
企業はコストを削減しながら、
または現状維持しながら、
バックオフィスの業務を継続するだけでなく、改善する方法を探さなけ
ればなりません。
そこで、
クラウドの登場です。

クラウドソリューションが提供するさまざまな戦略は、製品とサービスを実現可能にするスケールメリットを企業にもたらします。
拡張

性の高いインフラストラクチャの提供から、社内での設定コストや業務管理を必要としない企業向けソフトウェアソリューションの実現

に至るまで、
こうした業務のコモディティ化によって、
クラウドは、業界史上有数の速い進化を続けるテクノロジーになっています。

“クラウドサービス、
それを支えるハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネント、
クラウドサービスに関わるプロフェッショナル・サービスとマネージド・サービスの機会に対する
世界全体の投資額は、2024年までに、15.7%という2桁のCAGR（年平均成長率）を維持しながら、
1兆USドルを超えることになる”
IDC社「Worldwide Whole Cloud Forecast, 2020–2024」
（世界全体におけるクラウド予測、2020年～2024年）

4

Aras クラウドと PLM の将来

クラウドのメリット
クラウドがもたらす一般的なメリットの例
コスト
▪

専門スタッフへの投資を削減できる

▪

スタートアップ時のコストが少ない

▪

原価算定が予測可能になる
（設備投資から事業運営費へ）

市場投入までの時間
▪

▪

製品の展開を加速できる

システム管理負荷が減少する

ビジネスモデル再創造の実現
▪
▪

仮想企業／環境を迅速に構築または撤退できる

社内インフラストラクチャ導入が不要／
インフラストラクチャの簡易化

サービスレベル
▪

スケールメリットのある 365 日／24 時間対応のサポート

▪

最新ソフトウェアの適応

▪

ピーク時作業負荷管理の動的スケーリング

レジリエンス／ビジネスの連続性
▪

データと処理に関するゾーンや地理的な冗長性

▪

グローバルサポート

▪

最新のセキュリティアップデート

実施を検討している事業について企業が投資利益率 （ROI）の分析を行う場合、通常は 2 つ

のデータポイントに注目するところから始めます。つまり、その事業においてのコスト削減

と利幅増加です。クラウドのコスト構造では、いくつかの手段で改善を生み出せます。第一

に、Microsoft Azure、
アマゾン ウェブ サービス
（AWS）、Google Cloud などのスケールメリット

のある大規模なクラウドプロバイダーが提供するリソースとテクノロジーを利用することでコ

ストの削減が可能になります。
さらに、
スタートアップ時のコストが少なくなるほか、設備投資か

ら事業運営費への移行によっても価値提案の向上につながります。

ただし、
クラウドへの投資によって企業の ROI を高めることができる方法は、
コスト削減だけに

限られません。業務の柔軟性やパフォーマンスの向上、
さらにはビジネスプロセスの改善によ

って、古くなったテクノロジーでは実現し得ない効率性が生まれます。
クラウドでは需要に応じ

てダイナミックに環境の規模を変えることができるため、古いデータセンターによる制約を著し

く改善し、ユーザー体験の大幅な向上に役立ちます。
その他の具体的な例として、
クラウドでは

必要に応じて新しい環境の立ち上げをスピードアップしたり、ゆっくりと進めたりすることがで

きるため、
プロセスにかける時間と労力を大幅に削減したり、物理リソースの使用を最適化し
たりすることが可能です。

世界有数の従業員数を擁する、世界最大級のクラウドプロバイダーが持つ設備と専門知識に

よってセキュアで非常に拡張性が高い環境と最新のテクノロジーを利用できます。
それは、多

くの企業にとって自社だけでは用意できないレベルのものです。
クラウド導入でコスト削減と
利益増加が見込めない場合でも、セキュリティリスクの低減という価値だけでも検討に値しま

す。
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クラウド時代の PLM

近年は、PLM の役割が広がり、
ライフサイクル全体にわたって急速に増えつつある機能レベルを含むようになりました。
これは、
プロセ

スに関与するデータとユーザーの大幅な増加につながっています。
このように役割が広がったことによって、
ビジネスの変換を実現す

るという目的のために、PLM プラットフォームが、複雑で多様化したプロセス全体の中心に据えられるようになりました。ライフサイク

ル全体にわたるデジタルスレットや、予測保全などのユースケースに使用されるデジタルツインのような高度な成果物は、分離したビ
ジネス領域、社内外のプレーヤー、
アプリケーションを超えて機能する最新 PLM プラットフォームの能力が原動力となって生み出され

ます。

ビジネスのニーズを満たすため、今日の PLM には、高度なコラボレーション、柔軟な拡張性、複雑なデータ統合を管理できる能力が

必要です。市場投入までの時間を大胆に短縮するという目標を達成するには、環境の管理コストを最小限に抑えなければなりませ

ん。
また、変化するビジネスプロセスにすばやく対応できるシステムも求められます。
ここでクラウドの出番です。

クラウドと PLM を組み合わせることは、大企業にとってもはやひとつの選択肢ではなく、不可避です。
クラウドは、
サーバー割り当ての
改善により、いつでも、どこからでも、誰でも、
クラウド環境へのアクセスを可能にして、変化し続けるユーザーの利用状況の管理と新

たな利用開始を加速します。

動的な拡張性
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機能の接続範囲の拡大
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さらに、
クラウドでは動的なスケーラビリティが可能で、統合が容易になるため、企業は革新的なチームワークの枠組みを手に入れる

ことができます。社内外の関係者が拡張されたシームレスなプロセスの中で協力し合い、仮想の境界を超えて複雑なデータモデルを

強化します。拡張されたデータモデルがデータの共有を促進し、実質的に制限のない容量と制約事項によってプロセスのスピードと
意思決定を改善します。

特に興味深いのは、
クラウドが機能と人を新たな高いレベルで結びつけている一方で、
クラウド情報のトレーサビリティを管理できる、

より高度な能力のニーズが生まれていることです。
クラウド上の情報が急激に増加するにつれて、
その情報を追跡する PLM の機能が

PLM システムの最も重要な価値になっています。
その機能とは、
ここまでに言及した同じ理由でクラウドによって可能になったもので

もあります。
簡単に言えば、PLM とクラウドはお互いの進化を支え合っているため、
それぞれを個別に使用するよりも、組み合わせたと

きにメリットが増すのです。

PLM におけるクラウド採用の遅れ

PLMの方向性とクラウドに期待されるメリットは遠く離れてはいないものの、
企業は他の社内プラットフォームと
同じようなスピードで、自分たちの PLM 環境をクラウドに移行していません。
この傾向は、会社の規模が大

きくなるほど強くなります。
この現象についての説明を、
いくつかの側面から議論していきましょう。

セキュリティリスクの懸念

組織にとって最も重要な知的財産の一部は、PLM システムに保管されています。技術文書、設計情報、図

面が PLM 環境の中に保存されているため、当然のことながら、
そうしたデータが間違った人の手に渡らな

いように注意を払っています。
機密の知的財産が悪意のある者によって取得された例は数多くあり、
そうし

た事態が与える損害は甚大です。

Just about every industry analyst has agreed that while it may have been reasonable to take a ほほ
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ほとんどの業界アナリストが賛同するのは、最初のうちは保守的なアプローチを取るほうが妥当かもしれない

が、現状認識されているセキュリティリスクは誇張されたものだということです。他の領域のエンタープライズ

システムでクラウドを利用し始めてから何年も経過したことで、企業は自分たちのデータを保護するクラウド
ベンダーへの信頼を高め、懸念を和らげています。
前述のように、世界中の大規模なクラウドプロバイダーがよ

り多くの知識を得て設備を向上させ、個々の組織が独自の IT 部門で用意できる環境よりもはるかに安全な環
境を提供していることが明らかになっています。

クラウド上で独自要件を実現

自社システムのクラウド移行や SaaS（Software as a Service = サービスとしてのソフトウェア）製品の利用を検

討するとき、多くの場合は、
すぐに利用開始できても、自社の独自要件を満たす機能の開発やカスタマイズがで

きないソフトウェアが思い浮かびます。
実際、
このような SaaS モデルで成功しているクラウドアプリケーション
は数多くあります。組織がこうしたソリューションのプロセスとデータを採用すれば、組織内の開発コストと運

用コストを大幅に削減して、業務を中断させることなく定期的なアップグレードを受けることができます。
事実、
市場に出ているクラウドベースの PLM ソリューションのいくつかは、小規模から中規模の企業で以前から採用

され始めています。

ところが、規模が大きく複雑な企業がこの種の PLM システムに頼ると、計画は行き詰まってしまいます。
大規模

なグローバル企業の業務プロセスは追加設定なしの PLM システムを使うには複雑すぎるため、
プラットフォー

ムの設計には柔軟性が必要になります。
複数の大規模 PLM ベンダーが、既成のクラウド製品を買収し、
シリー

ズとして一つの名称でそうした製品をまとめることで、
この課題に取り組んでいます。
こうした製品を利用する

ことで顧客がシステムをカスタマイズできますが、
その代償としてエコシステム内にさらなる複雑性が生まれま
す。
あるいは、有名な PLM システムの一部のみをクラウドで提供しているベンダーもいますが、大規模企業に
はまだオンプレミスバージョンを提供し続けています。
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ARAS クラウドでクラウド上にしなやかさを

世界の大手企業では、セキュリティに関連する問題と複雑なビジネスプロセスを PLM ソリューションで扱うことへの懸念が、
その領域

でのクラウドテクノロジー採用を遅らせています。
しかし、
すべてのクラウド製品やサービスが同じものを提供しているわけではありま

せん。
Aras は、今日の市場で最も高度な SaaS PLM 製品を提供しています。
合理化され、総合的にすべてが含まれた環境を利用する

ことで、企業独自のビジネス要件を管理することが可能です。

Aras のクラウドに対するアプローチは、他の大手 PLM ベンダーとは異なります。Aras は、
クラウド上に機能を用意するためにコアプ

ラットフォームの修正を一切必要としませんでした。Aras Innovator は新しいテクノロジーを継続的に取り入れられるように設計され

ています。多くの PLM ソリューションでは、新たに買収した製品に応急的な修正を施してクラウドとの親和性が高いように見せていた

り、PLM プラットフォームの一部の機能のみをクラウド製品として提供していたりする一方で、Aras では、
オンプレミスでの導入と同じ

アプリケーションおよび機能を備えた、オープンで柔軟性および拡張性が高く、
でアップグレードが可能なプラットフォームをクラウド
で提供することができます。

Aras は、世界中の大企業には、競争力のある強みを生み出す独自の要件があることを理解しています。
Aras クラウドには、企業にとっ

て最もミッションクリティカルなシナリオを解決するための優れた専用環境があります。
今日の市場で最も高度なクラウド製品の使い
やすさで、
パーソナライズされた独自の課題を解決するために必要な機能を提供することで、各社特有の要件をサポートします。

無制限でカスタマイズが可能

Aras クラウドは、ユーザーが自分のプラットフォーム全体をカスタマイズして、プロセスの複雑性や容量の制限なく、独自のソリューシ

ョンをクラウドネイティブな環境で構築できる、唯一の SaaS PLM プラットフォームです。

非常に複雑なカスタマイゼーションであっても、モデルベースのエンタープライズローコード環境を利用して実現できます。企業

は、Aras アプリケーション内で既存のツールと従来のシステムをつないだり、厳密な要件に正確に対応し、
あらゆる業界における競争
上の優位性を保つことが可能で、
デジタルトランスフォーメーションの力を自在に操ることが可能になります。
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さらに、
すべてのカスタマイゼーションがアップグレード対象としてサポートおよび保証されているため、
カスタマイゼーションを不必
要に再構築したり再テストしたりすることで最新アップグレードへの移行が遅れることもありません。

Aras は、大企業が PLM アプリケーションを使用するならば、ある程度のカスタマイゼーションは必須だということを理解しています。

PLM SaaS 製品の中には、
すぐに利用できる機能をアピールしているものもありますが、
そうした製品を採用した大企業は、時間の経

過とともに製品の制限にしばられている状況に気付くでしょう。Aras クラウドなら、顧客のニーズに合わせて環境を成長させ、変化さ

せることが可能です。
標準的な
マルチテナント SaaS 環境
プラットフォーム

専用の環境

Aras の専用クラウド
SaaS 環境
共有プラットフォーム
独自プラットフォーム

無制限の
カスタマイズ

共有コードベース
独自コードベース
共有データベース
企業独自データ

安全、かつ
他の顧客からの依存や
影響のない環境

大企業が自社組織に求める高い柔軟性を提供するため、Aras クラウドでは、組織ごとに専

用の環境が用意されます。
それぞれの専用環境で企業は、
アプリケーションとオペレーショ

ンに対して高いレベルのコントロールと個別の機能を利用することができます。
これは他の
SaaS 製品にはないものです。

専用の環境とは、各サブスクライバーが Aras Innovator をそれぞれ独自に持っていることを

意味します。
これによりサブスクライバーは、SaaS 製品の中で無制限にカスタマイズを行う

ことができます。
導入は Aras のグローバルクラウドサービスチーム（GCS）が独自の統制が
とれた DevOps プロセスとツールを使用して管理しながらも、顧客が自分たち自身の Aras
Innovator を拡張して構築できるのです。

さらに、専用の環境では次のように顧客ごとの個別化され、他の SaaS 製品では提供されない機能が利用できます。
▪ 顧客のスケジュールに応じたアップグレード

▪ 顧客の具体的な作業負荷にあわせてパーソナライズされたパフォーマンス

▪ 企業のデータが自社の領域外に出ることは物理的や論理的に不可能なため、最高レベルのセキュリティを確保
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ARAS クラウド — クラウドにおける PLM の未来

Aras クラウドエンタープライズ SaaS サブスクリプションには、独自のフレキシブルな PLM 環境を立ち上げるのに必要なすべてが含

まれ、市場で最もレジリエント
（しなやか）なプラットフォームを提供します。Aras のグローバルクラウドサービスチームは、Microsoft
Azure を介してインフラストラクチャのセキュリティを保護し、専用の環境を用意するところをはじめ、組織が PLM の検討プロセスを前

へ進めるために必要なすべてを構築します。
SaaS サブスクリプションでは、Aras Innovator ソフトウェアの使用権に加え、Aras の高度

なアプリケーション、
プラットフォームサービス、
ローコードモデリングエンジンが サブスクリプション価格の中に含まれます。

Aras を活用すれば、成功を確保するために必要なサポートを受けることもできます。無制限でトレーニングを受講できたり、自社のイ

ンフラストラクチャを自由に持ち込んで独自のプライベートクラウドを活用したりすることが可能です。Aras は企業のデジタルトランス

フォーメーションの道のりをサポートします。
ソフトウェア

展開オプション

Aras Innovator プラットフォーム
Aras アプリケーション

Aras コネクター

Aras DevOps（CI/CDパイプライン）

パートナーアプリケーションとコネクター
ホスティング
展開

マネージド・サービス
機能

Aras が実行するアップグレード*

トレーニング

*カスタマイゼーションなど

ENTERPRISE

STANDARD

FREE

すべてが含まれる

すべてが含まれる

限定

すべてが含まれる

すべてが含まれる

すべてが含まれる

利用可能

該当なし

すべてが含まれる

すべてが含まれる

利用可能

利用可能

利用可能

クラウド
（提供）

クラウドまたはオンプレミス
（独自）

クラウドまたはオンプレミス
（独自）

含まれる

含まれる

該当なし

含まれる

含まれる

無制限で含まれる

利用可能

無制限で含まれる

該当なし

該当なし

利用可能

不明な点や懸念がある場合は、Aras Innovator プラットフォームをダウンロードすることをお勧めします。
これはトライアル版でも期間

限定オファーでもありません。Aras Innovator アプリケーションを使用して、
ご自身でカスタマイズするために必要なすべてをご利用い

ただけます。
レジリエント
（しなやか）なプラットフォームがどのようにビジネスプロセスを強化できるか、実際に使ってご確認ください。
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“クラウドの影響によってテクノロジーが進歩している状況を目の当た

りにして、非常に興奮しています。Aras が設立当初から掲げる目標と
は、重要なテクノロジーの変化を取り入れた環境を提供し、お客様が

自分たちのシステムとプロセスを大幅に再構築する必要なく、新しい

テクノロジーから得られるすばらしいメリットを享受できるようにする

ことです。最初のコンセプトから 20 年がたち、Aras の根本的な目的
が実現する様子を目の当たりにして、
とても感動しています”

- Aras, CEO 兼 創業者 ピーター・シュローラ

Aras は、製造業向け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

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、
デンソー、日産自動車、⽇⽴製作所、富士フイルム、村田製作所、
ルネサスエレクトロニク

ス、Airbus、Audi、GE、GM、Microsoft などの顧客に採用されています。
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© 2021 Aras. 不許複製・禁無断転載。
このドキュメントは情報提供を目的にしたものです。
Aras および Aras Innovator の社名、
ブランド名、製品名、
または商標は、米国および／または
その他の国々における Aras Corporation およびその子会社、関連会社の登録商標または商標です。
その他のすべての社名、
ブランド名、製品名、
または商標は、各所有者に帰属します。
REQ-1770-2101

