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カルテックス・オイル社について

カルテックス・オイル社は、オンショアおよびオフショア石油・ガス業界で 30 年以上製品とサービスを提

供し続けている会社です。
しかし近年、同社は経営陣の刷新をきっかけに、高度な専門性を持ったエンジ

ニアリングサービスとソリューションに重点を置く戦略に移行してきています。
具体的には、深海にある水

線と泥線の間で使用される装置に注力しています。一般的に、石油採掘事業においては、生産量の拡張

を目指し、坑井の効率を上げるために特殊な装置が使用されます。
現場のチームが坑井にアクセスして、
石油生産量を増やす化学薬品を投入するための機械の開発もその一つです。

「顧客のために開発した製品の製造データすべてに顧客がアクセ
スできると伝えたら、かなり驚かれるでしょう。
これにより、競争力
の強化および生産性の向上も見込めると同時に、
コストを下げて
品質も改善できます」
- カルテックス社, マネージング ディレクター, クリス・マンチーニ氏

取り組むべき課題

同社は、業界で今後起きうる不可避の変化に適応するのに十分な柔軟性を維持しながら、
データを統合

してビジネスを成長させることができる適切な特性を備えた手頃な価格の PLM ソリューションによって、
デジタルトランスフォーメーションを進める必要がありました。

ソリューション

▪ Aras Innovator のプロダクト エンジニアリング アプリケーションをパーツ、BOM、文書、図面、設計
変更管理に使用する

▪ Aras の Gold Partner である vdR グループ から Nexus を導入し、
エンジニアリング部門が Aras 内で
ERP 関連のデータをネイティブにやり取りできるようにする

今後のプラン:

▪ Aras Innovator を使用してデジタルスレッドを展開し、製造と保守、修理、稼働（MRO）の重要な機
能領域でデジタルツイン構成の作成および管理を行う

▪ vdR グループ との協業により、カルテックス社が提供する装置に関する、完全で最新の製造データ、
運用および保守マニュアル、品質関連の文書に直接アクセスできる、ベンダーと顧客向けのポータ

ルを開発する

イノベーションで石油・ガス業界をリードする

Aras と Nexus の導入で カルテックス社の顧客が達成したこと:
▪ 石油・ガス生産量が 360% に増加（業界標準は 100%）

▪ 納期のスピードアップ（プロジェクト タイムラインを 24 か月から 4 か月に短縮）

▪ プロジェクト タイムラインの大幅な短縮によりコストを 65% 削減

変化と課題に向き合う

カルテックス社が競争で優位な立場にいる大きな理由は、業務ごとに異なる複雑さとタイムライ

ンに対し、迅速な対応ができるためです。
先日、
カルテックス社はメキシコ湾沖にある油井の封鎖

作業を引き受けました。
この任務では、極めて高比重な液体（この場合は 20,000 標準立法フィー

トのヘリウム）を注入して水深 7,200 フィートにある油井をふさいで封鎖する装置を、迅速に組み

立てて設置する必要がありました。
しかし、
カルテックス社のマネージング ディレクターであるクリ

ス・マンチーニ氏とそのチームにとっては特別な業務ではありませんでした。
マンチーニ氏は、カ

ルテックス社が迅速かつ効率的にソリューションを生み出し、質の高い結果を示すことができる

のは、高い完全性を保ちながら、
「データを収集して追跡し、自分たちの情報から価値を得ること
ができる基盤」のおかげだと話しています。

ビジネス プロセスとデータ管理の重要性に対するマンチーニ氏独特の考え方は、この業界で同

氏が目にしてきた共通のパターンに基づいています。多くの革新的な小企業にとって課題となっ

ているのは、規制、サプライチェーン、自然などの変化に対して、拡張し迅速に対応することです。

マンチーニ氏は、産業テクノロジーと技術の「ブレークスルー」
こそが競争力を生み出す重要な要

因であるとして、
「バックオフィス」のプロセス、
データ管理、
ビジネス インテリジェンスの役割を見
落としている業界全体の文化が、
こうした状況を生んでいると考えています。

デジタルトランスフォーメーションに焦点を当てる

エンジニアリングの革新は石油・ガス業界の必要条件ですが、
カルテックス社は、
デジタルトラン

スフォーメーションが深海スペース向けソリューションのエコノミクスにもたらすインパクトにも、
同じように重点を置くことを決めています。
業界で広く認められたエンジニアリングの専門知識を

備える会社として、
マンチーニ氏とそのチームは、
エンジニアリング プロセスの改善が製品ライフ

サイクル管理（PLM）から始まることを認識していました。過去の経験から、従来の製品データ管

理（PDM）と 従来の PLM ツールの使用は、明らかにチームを疲弊させます。
テクノロジーが時代

遅れだったり、
アップグレードに高い費用がかかったり、他システムとの接続性が低品質だったり

することが当たり前のように起きていました。
カルテックス社は、適切な特性を備えた妥当な価格

の PLM ソリューションを使用してデジタルトランスフォーメーションを実施し、
データの統合とビ
ジネスの成長を実現するとともに、絶えず変化する業界に適合していくために十分な柔軟性を維

持する必要がありました。
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これらのことに導かれて、
カルテックス社は Aras の PLM に行き着いたのです。
カルテッ
クス社が魅力を感じたのは、
カスタマイズ性とアプリケーション間の接続性の高さを兼

ね備えたプラットフォームベースのアプローチでした。マンチーニ氏は、Aras プラットフ

ォームの柔軟性が重要な差別化要因だったと話します。
「Aras のメリットはいくつかあ

りますが、特に、
オープンなアーキテクチャが魅力でした。
システムソフトウェアのアップ

グレードを実施するたびに数百万ドルもの費用をかけることなく、当社のニーズにぴっ

たりと合うよう、システムに調整を加えられる柔軟性を手に入れたのです。
これには、
非常に大きな価値と柔軟性があると考えています。
まるで、
まっさらな状態から始めら
れるようなものです」

導入

カルテックス社は初期段階で、パーツ、BOM、文書、図面、設計変更管理にAras

Innovator のプロダクト エンジニアリング アプリケーションを導入することに注力しま

した。
それまで Microsoft Dynamics 365（D365）を使用していたカルテックス社は、次

の目標として Aras と D365 をつなげ、顧客の PO、外注情報、製造データなどの重要な

ERP データをエンジニアリングから MRO まであらゆる部分の情報伝達に役立てるこ

とにしました。
ただ、
マンチーニ氏は、D365 と部分的に接続するだけではなく、
それ以

上の統合を求めていました。
むしろ、
マンチーニ氏が考えていたのは、Aras だけでなく、

カルテックス社の拡大とともに採用される可能性のある他のアプリケーションともデ

ータを相互に同期、正規化、
マッピングできるコネクターサービスでした。
そこで、
さま

ざまなサービス指向のコネクター サービスを調査した後、Aras の Gold Partner であ

る vdR グループの Nexus が選ばれたのです。
Nexus を導入すると、
エンジニアリングフ

ェーズでも Aras とネイティブに ERP 関連のデータをやり取りできるようになり、
カルテ

ックス社が将来のデータソースを簡単に組み込めるようになる基盤ができあがりまし
た。
統合レイヤーがアクティブになり、Aras と D365 の統合をサポートします。
この統合

には、
パーツと BOM を D365 に連携する機能、在庫レベル、価格設定、測定単位など

の品目マスター属性を戻して連結リンクを確立する機能が含まれています。

Aras と Nexus を導入して以降、
カルテックス社は、最近のプロジェクトで重要な数値

指標を継続的に向上させています。
その中には、石油・ガス生産量 360% 増加を達成し

た例もあります。
業界標準の 100% と比べて明らかな成果です。
さらに、
カルテックス社
は平均納期を 84% まで短くして、
プロジェクト タイムラインを 24 か月から 4 か月に縮
めました。
これは、競合他社と比較して、65% のコスト削減を意味しています。
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デジタルスレッド、デジタルツイン、そしてさらに先へ
現在、 Aras Innovator の導入ステージは、 デジタル

スレッドを展開し、製造と保守、修理、オーバーホール

（MRO）の重要な機能領域でデジタルツイン構造の作
成および管理を行う段階に達しています。

カルテックス社は顧客向け設備機器の設計と販売だ

けでなく、自社の設備機器を組み立てて稼働させる業

務も行っているため、Aras Innovator の活用を MRO に

展開することは、今後の主要な取り組みになっていくで
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しょう。

マンチーニ氏は次のように話しています。
「当社が提供する製品・サービスには、非常に高いスペックで、
十分に制御された装置もあれば、
ネジ1本ずつの交換やトルク調整、シールすべての保守、実施済みの検

査を含めたメンテナンスを依頼されることもあります。
そうした業務の内容を記録に残し、当然のことな

がら、規制当局や顧客に提示できなければなりません」

MRO の追加導入のほかにも、
カルテックス社が最優先事項としているのは、vdR グループ と協力して、
カ

ルテックス社が提供する装置の完全で最新の製造データ、運用および保守マニュアル、品質関連の文書

に直接アクセスできる、ベンダーと顧客向けのポータルを開発することです。
マンチーニ氏は次のように

語ります。
「紙のやり取りや紙ベースのデータ入力をなくして、ベンダーにとって便利な方法を確立したい

と考えています。例えば、材料証明書や品質関連書類などの文書を当社に送付する場合に、ポータルを
使用すれば即座に Aras に届いてデジタルスレッドとつながり、当社で構築、購入、開発している特定の品

目に行き着くことができるようにすれば、当社だけでなくベンダーや顧客の効率も向上させることが可能

です」。カルテックス社の顧客はこのポータルを使用してカルテックス社の MRO システムを参照でき、油

井制御装置の状態を監査および検証できます。
また、業界の規制当局にもポータルを利用してもらい、
デ

ータを閲覧して必要な情報にアクセスできるようにすることも予定しています。
マンチーニ氏は次のよう

に続けます。
「この部分も付加価値です。
顧客のために開発した製品の製造データすべてに顧客がアクセ

スできると伝えたら、かなり驚かれるでしょう。
その結果、競合他社を引き離し、生産性の向上も見込める
と同時に、
コストを下げて品質も改善できます。
それがポータル開発も優先事項にしている理由です」

カルテックス社が成長を続けるにつれて、
ビジネス全体に Aras Innovator が果たす役割の計画も同じよ

うに広がります。
Aras と vdR グループ はともにカルテックス社と協力し、顧客に変革を起こすソリューシ

ョンを提供することで、業界が進む道筋をリードし続けていきます。
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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・部署のユーザー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、380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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