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§
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はじめに
アラスジャパン合同会社 久次

DX 3.0
Øコネクト
Øサービス
Øカスタマーサクセス
Øデジタルツイン
Øデジタルスレッド
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10年前…
Ø テスラオートパイロット
• 2014年10月9日にモデルS用に提供
Ø コンテナー技術
• 2011年3月オープンソース化
Ø 「AlphaGo（アルファ碁）」が世界最強の囲碁プレーヤーに勝つ
• 2016年3月
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セッションの内容＆プロフィール (江澤 智)
日本のP L M市場、DX、そしてP L Mの持続可能な実装＆維持課題＆実践...

• 内容：日本に於いてもDXは日々進化する市場の中で競争優位を得るための常態に
なっている。製造業のDXにはPLMは不可欠なものとして理解されている。

また製造業者は競争優位のためのPLMを実装する必要がある。そのための実装課題の一つとし

て、テクノロジーの陳腐化課題があり、それはPLMも例外ではない。持続可能なPLM実装を目指
し、収益性や競争力を維持することが必要。本セッションでは、(1) 日本のPLM市場の状況＆ト

レンド、(2) DXとPLMの関連、そして (3) 持続可能なPLM実装のためにアップグレード課題を中
心にPLM実装の再考の必要性として議論する。

• プロフィール：大手専門商社で約20年、米国製先端製品の日本市場展開のソフトウエア技術者に
従事、取引先企業でのR&D参画、地図情報管理システムやエキスパートシステム、製造業向けイ
ンテリジェントドキュメントや初期のPDMシステムの啓蒙＆実装、1995年、経験を活かしメタ

リンク (株) 創業、同時に米国CIMdata社の日本代表、現在に至る。一貫してPLMを中心にプロバ
イダー＆エンドユーザー両者を支援。CMII Certified (ICM (現IpX) 社＆アリゾナ州立大学)
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

Our Mission...

グローバル市場で競争優位を得るための戦略マネージメントコンサルティング

CIMdataはPLM並びにそれにより可能となる
デジタルトランフォーメションに特化した
完全独立系グローバルなリーディング
戦略マネージメントコンサルティング＆リサーチ機関です。
PLMの適用•利用を通して
革新的な製品やサービスをデザインし
提供するための顧客の能力を
最大限に引き出すことに専念しています。
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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弊社のサービス...

貴社のデジタルトランスフォーメーションの支援に弊社の知的資本を配し、普及•広め、そして利用•適用する

リサーチ、教育、コンサルティングサービスからなる一連の
包括的な組合せを通して戦略的なアドバイスやカウンセルを提供
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM ‒ CIMdataの定義

ライフサイクルのデジタルトランスフォーメーション - 製品イノベーションプラットフォームで可能となる

• 戦略的ビジネスアプローチ

• テクノロジーではない
• ビジネスソリューション群の矛盾無き組合せ

• 製品に関連した知的資産のコラボレーティブな
生成、利用、マネージメント＆配布
• 全ての製品/工場の定義情報 ‒ バーチャル製品

• AEC、 MCAD、EDA、ALM、SE、要件、シミュレーション、
アナリティクス、ポートフォリオ、 フォーミュラ…
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• 全ての製品/工場の定義情報 ‒ バーチャルプロセス

Proﬁtability(
Management(

• 計画、デザイン、生産、運用、サポート、廃棄、リサイクル、…を行うプロセス

• 企業＆関連企業をサポートするイノベーションプラットフォーム
• 製品/工場の全ライフサイクルを網羅、コンセプトから生涯
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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アジェンダ
• 日本のPLM市場の現状
• PLMとDXの関係

• PLMのテクノロジーの陳腐化やカスタマイズ
• アップグレードリサーチ
• 結果
• 結び・所見

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.

This presentation is copyright © 2021 by CIMdata, Inc. Clip art may be copyrighted. No
use, reproduction or modification is permitted without prior written permission.
CIMdataâ is a registered trademark of CIMdata, Inc.

6

Page̶3

PLM アップグレード リサーチ
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日本に於けるPLMエンドユーザー投資 - 2020年
2020年、収益はおよそUS $4,369- ( From P MIF 2021 Japan)

¥4,660億規模 (2019年： ¥4,909億規模) 、およそ5.05%減、US$ベースでは0.01%減

グローバル - セグメント別PLM投資

MCAD-MD,

SI/Reseller/VAR,

市場は2020年に3.5％増の533億米ドルに増加

$663.46 , 15%

$779.77 , 18%
DM, $197.20 , 5%

Other Tools
$1,796
3%

MCAD-DF,

CAM, $151.08 , 3%

$621.21 , 14%

S&A,

EDA
$11,338
21%

$833.25 , 19%

26%

MCAD-MultiDiscipline
$3,841
7%

AEC
$5,539
10%

cPDm,

$1,122.97 ,

A ddit io n al
SI /R e s e lle r /VA R
R e ve n ue is
in clude d wit h in
e ac h To o ls s e c t o r

Comprehensive
cPDm
$6,939
SI/Reseller/VAR
13%
$7,844
15%

MCAD-Design
Focused
$3,541
7%

Simulation & Analysis
$7,477
14%

Focused Apps
$2,666
5%
Digital Manufacturing
$833
2%

Non-Bundled CAM
$1,476
3%

注１：EDA/AEC/Focused Apps/Other Toolsの数字がありません。
注２：市場の定義は、https://www.metalinc.com/Services/CIMdata_PLM_MAR_SOL_DEF.html を参照ください。

The data is temporarily number and subject to change
Revenues presented are CIMdata estimates
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日本に於けるcPDm エンドユーザー投資 - 2020年

業種別投資（日本ベース vs. グローバル平均）- 産業構造の違い、未開拓分野未だ多くあり (From PMIF 2021 Japan)
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The data is temporarily number and subject to change

cPDm – SI’s , Technologies & Focused

Revenues presented are CIMdata estimates
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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日本に於けるPLMエンドユーザー投資 ‒ 2016~20年

JP Yen (Millions)

企業の投資意欲、2020年通して、強いものの、COVID-19の影響明らかにみられる ( From P MIF 2021 Japan)

(註) 2019までは
cPDm SIで算出

The data is temporarily number and subject to change
（国内のおよそSI25社&cPDm Techベース）

Revenues presented are CIMdata estimates
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PLM 日本市場 ‒ トレンドサマリー
モダニゼーション、デジタルトランスフォーメーション,…

（From P MIF 2021 Japan)

• モダニゼーション ‒ 最新テクノロジーへの移行が求められている
•
•
•
•
•

顧客PDM老朽化 (人＆システム)、プロフェショナルの手が必要 - 企業自体の老朽化に
アップグレード＆リフレッシュプログラム - サステナビリティ課題、必須、今後も続く
プラットフォーム化 - PLMプラットフォーム、ホリステックアプローチ
簡素化 - パッケージ化、カスタマイゼーション課題&真のビジネス価値を狙う
簡素化 - サブスクリプションは売り手＆買い手、双方に利益あり！、SaaS&クラウド..

•
•
•
•

個別最適から全体最適 - 最初から正しく行う
上流工程の強化、MCADはもはや主役でない、製品複雑化対応 - ALM/MBSE/RM等
全ライフサイクル (エンドツーエンド) - サービスまで含める
DX、価値創出には組織変更も - 機能・職掌を有機的に結びつける

• DX ‒ 確かなる製品情報としてのPLMの役割が認識されて来ている

• 中堅企業がPLMの必要性を認識 ‒ 従来のアプローチでは先がない
• COVID-19、プロバイダー＆エンドユーザー共にPLMの正常進化
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.

This presentation is copyright © 2021 by CIMdata, Inc. Clip art may be copyrighted. No
use, reproduction or modification is permitted without prior written permission.
CIMdataâ is a registered trademark of CIMdata, Inc.
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デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

アジェンダ
• 日本のPLM市場の現状
• PLMとDXの関係

• PLMのテクノロジーの陳腐化やカスタマイズ
• アップグレードリサーチ
• 結果
• 結び・所見

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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今日の主要なトレンドと潜在的なディスラプタ

テクノロジー、ビジネスモデル、および全体的な考え方と意識の影響 - ここ数年、そして将来へと

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

製品開発の終焉、我々はそれを解っていたように
循環経済 (The Circular Economy) - 何もかも再考する必要あり
マテリアルエンジニアリング＆AMアプリケーション
PLM、CM、システムズエンジニアリングの一点収束化
モデルベース X (エンタープライズ、SE、エンジニアリング、デザインなど)
IoTやつながるスマート製品の出現
クローズドループ (loops closed) を必要とするビジネスモデルの変化
ビッグデータと予知的アナリティクス - ゴールドを見出す
デジタルスレッドとデジタルツインを可能にする
ビジネスのデジタライゼーション、知っての通り、デジタルトランスフォー
メーション
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.

This presentation is copyright © 2021 by CIMdata, Inc. Clip art may be copyrighted. No
use, reproduction or modification is permitted without prior written permission.
CIMdataâ is a registered trademark of CIMdata, Inc.
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デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

デジタライゼーション ：PLMの進化の次のステップ
今日までのP L M関連の取組みが基盤を提供

課題

対応

デジタライゼーション
イノベーション
タイムツーマーケット
品質
コスト

エ ン ド ツ ー エ ン ド C/O

進化・発展

コラボレーション
統合環境
コンカレントエンジニアリング
タスクの自動化

• デジタライゼーションは出発点ではなく、むしろ続く次の段階である
• デジタライゼーションは既存および将来のテクノロジーを活用する

• デジタライゼーションを可能にするには、エンドツーエンドの統合的接続
性とライフサイクルの最適化 (C/O - Connectivity & Optimaization) が必
要である。それは組織的、文化的、テクノロジー的など変革を必要とする
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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デジタイゼーション vs. デジタライゼーション
違いは何か、そしてそれは重要なのか？

• “デジタライゼーション (Digitalization)…
ビジネスモデルを変革するための
デジタルテクノロジーの利活用、
新しい収益と価値創造 (value-producing) の
機会を提供する；デジタルビジネスに移行する
プロセスである” (Gartner)
• “デジタイゼーション (Digitization) は、アナログからデジタルへと
変革するプロセスである。”

デジタイゼーションだけでは不十分！
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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デジタルトランスフォーメーションを可能にする要素
デジタルトランスフォーメーションの12の主要な実現要素 - すべての分野がP L Mサポートを必要とする

1. エ ン ド ツ ー エ ン ド コ ネ ク テ ィ ビ テ ィ (End - to - End Conne ctivity)
2. デ ー タ ＆ プ ロ セ ス 管 理 (Data & Process Management)
3. すべてのデータが構成管理のコントール下にあることが確実である
(Ensure All Data is Under Configuration Management Control)
4. 製 品 関 連 情 報 の 包 括 的 な デ ー タ モ デ ル (Bill Of Information)
5. モ デ ル ベ ー ス の 構 成 ・ 構 造 (Model -Based Structures)
6. デ ジ タ ル ス レ ッ ド (Digital Thread )
7. デ ジ タ ル ツ イ ン (Digital Twin)
8. IoT&製 品 ラ イ フ サ イ ク ル 管 理 (Io T & P r o d u ct Life cycl e Manage me nt)
9. “製品” に対する見方の変化 (A Changed View on “Product”)
10. ビッグデータ&アナリティクス (Big Data & Analytics)
11. データガバナンス (Data Governance)
12. デジタルスキルの変革 (Digital Skills Transformation )
https://www.engineering.com/story/top-12-trends-and-enablers-to-unlock-every-digital-transformation
15

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.

エンドツーエンドコネクティビティ

製品データは、製品ライフのすべての段階に影響し合う - 未来はそれを要求し、デジタルスレッド /ツインはそれを要求する

ポートフォリオ
管理

プラニング

コンセプト
デザイン

Co nce pt B OM

要件

製品
エンジニアリング
As- D e signe d

As-P lanne d

Info

Re-use
Re-purpose
Re-mfg.
Re-cover
Re-cycle
Re-tire
廃棄＆
リサイクル

製造
エンジニアリング
シミュレーション
& 検証

As-B uild
As-Maintaine d
メンテンアス
＆リペア

As-Installe d
運用
サービス

販売 & 物流

試験 &
品質

組立& 生産

P LMソリューション - メディア、プロセス、時間、地理、＆企業を横断する情報のマネージメント
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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アジェンダ
• 日本のPLM市場の現状
• PLMとDXの関係

• PLMのテクノロジーの陳腐化やカスタマイズ
• アップグレードリサーチ
• 結果
• 結び・所見
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CIMdataのPLMバリューギャップ分析
リーダーとフォロワーの明確な差を明らかにする

機能・能力 / バリュー

ビジョン

潜在的な
バリュー

テクノロジー

ダー

リー

フォロワー
実装
バリューギャップ

1990

2000

2010

2020

2030

皆さんはフォロワーでも良いのでしょうか？
https://www.cimdata.com/en/resources/complimentary-reports-research/white-papers - scroll down to 2013
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

PLMテクノロジーの陳腐化マネジメント
A＆D P L M アクショングループ向けリサーチ - P L M Obsole sce nce Manage me nt
最小化の
ための
能力・機能

テクノロジーリフ
レッシュのコスト
増大

低減

製品データ損失の
リスク
増大

低減

過度なカスタマイゼーション

PLMアーキテクチャの
統合されたオーナーシップ

ネイティブ·データ構造に
埋め込まれた高度な機能

サプライチェーンが
標準のオーサリングアプリ
ケーションを使用

複数の固有な実装

ベストインクラスな
PLMソフトウェアの調達方針

BOMの階層構造が不正確

製品に影響を与える
ソフトウェアプロバイダとの
パートナーシップ

数多く＆複雑な
インテグレーション

製品に影響を与える
ソフトウェアプロバイダとの
パートナーシップ

利用可能なデータのオーサリ
ングアプリがもはや無し

仮想または物理レガシーシス
テムの実装

PLMソリューションの
非標準的なメタデータ構造

データストレージ＆データ
交換のための標準データ形式

データインテリジェンスが
失われている

包括的なデータエージング
プラン

ビジネスプロセス
リエンジニアリング

インターフェイス用の市販の
ミドルウェア

データまたはメタデータが
一貫性無し、作成基準に違反

単一プロバイダーによる｜
PLMソフトウェアの調達
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PLMテクノロジーの陳腐化マネジメント
A＆D P L M アクショングループ向けリサーチ - P L M Obsole sce nce Manage me nt
最小化の
ための
能力・機能

テクノロジーリフ
レッシュのコスト
増大

低減

製品データ損失の
リスク
増大

低減

過度なカスタマイゼーション

PLM ア ー キ テ ク チ ャ の
統合されたオーナーシップ

ネイティブ·データ構造に
埋め込まれた高度な機能

サプライチェーンが
標準のオーサリングアプリ
ケーションを使用

複数の固有な実装

ベストインクラスな
PLMソフトウェアの調達方針

BOMの階層構造が不正確

製品に影響を与える
ソフトウェアプロバイダとの
パートナーシップ

数多く＆複雑な
インテグレーション

製品に影響を与える
ソフトウェアプロバイダとの
パートナーシップ

利用可能なデータのオーサリ
ングアプリがもはや無し

仮想または物理レガシーシス
テムの実装

PLMソリューションの
非標準的なメタデータ構造

データストレージ＆データ
交換のための標準データ形式

データインテリジェンスが
失われている

包括的なデータエージング
プラン

ビジネスプロセス
リエンジニアリング

インターフェイス用の市販の
ミドルウェア

データまたはメタデータが
一貫性無し、作成基準に違反

単一プロバイダーによる｜
PLMソフトウェアの調達

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

プラットフォームの主要な特徴

P L Mテクノロジーの陳腐化を最小限に抑えるために必要な上位8つの能力

•
•
•
•
•
•
•
•

適応性 (Adaptability)
保守性 (Maintainability)
アップグレード性 (Upgradability)
拡張性 (Extensibility)
安定性 (Stability)
信頼性 (Reliability)
スケーラビリティ (Scalability)
互換性 (Compatibility)

CIMdataのPLM投資サステナビリティモデル

すべてのPLM投資サステナビリティの要素は、
デジタライゼーションの実現に適用可能
21
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過度なカスタマイゼーション
実装の際、こんなことはないだろうか？‒ 再考が必要

• カスタマイゼーション ‒ 競争優位を得るもの

（ 利益
競 の
争 源
優 泉
位
)

• 競争優位のベストプラクティス (BP) 、どこにあるのか？
• それは常に変わる、今のビジネス環境では変化は速い！
• 全体論が必要、プロセス全体でアセスメントする必要がある

• 二種類のカスタイマイゼーション

• (入る金を) 増やす ‒ 売り上げアップに貢献、攻め、効果大
• (出る金を) 減らす ‒ 販管費の節減に貢献、守りの単なる自動化、効果小

• 今だこんなことはないだろうか？

• プラットフォームは変わっても従前のシステムのコピー
• サイロ化したカスタマイゼーション、組織の壁は相変わらず、全体論の欠如

• 再考 - PLMソリューションの実装テクノロジーの進化を理解する必要がある
• プロバイダーは顧客に競争優位へのカスタマイズを理解し、処方箋を提供している

PLM、IT投資 ‒ IT部門はコストセンター、それは遠い過去の話である！
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

アジェンダ
• 日本のPLM市場の現状
• PLMとDXの関係

• PLMのテクノロジーの陳腐化やカスタマイズ
• アップグレードリサーチ
• 結果
• 結び・所見

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.

23

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.

24

This presentation is copyright © 2021 by CIMdata, Inc. Clip art may be copyrighted. No
use, reproduction or modification is permitted without prior written permission.
CIMdataâ is a registered trademark of CIMdata, Inc.

Page̶12

PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

CIMdata アップグレードリサーチプロジェクト
統計基本情報

• 前提：最新の状態を維持することは、デジタルトランスフォーメーショ
ンの目標を達成に重要となる
• リサーチの目的：アップグレードの頻度とアップグレードを妨げる問題
を理解する
• プロセス：リサーチは2021年初頭に実施された

• 85 vetted responses
• 120のユニークなPLMソリューションの実装
• 以下を含むマインドシェアリーダーからの回答にフォーカスした
• Aras

• Dassault Systèmes
• PTC
• Siemens

25
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CIMdata アップグレードリサーチプロジェクト
統計基本情報

• 回答者の役職/役割？
0%

10%

20%

• 回答者企業の直近の会計年度の収益？
30%

0%

40%

Manager

10%

20%

30%

40%

50%

< $100 million

Director
$100 million to $500 million

Other
EVP/VP

$500 million to $1 billion

Engineer
General Manager

$1 billion to $5 billion

C-Level
Designer

n=85

ポイント：マネージャー＆ディレクターが
50%以上 - 答えを知っておくべき人たち

> $5 billion

n=85

ポイント：適切な組合わせな企業規模

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

CIMdata アップグレードリサーチプロジェクト
統計基本情報

• 回答者のビジネスユニットがサービスを提供している
主要業界？
0%
10%

20%

30%

Aerospace & Defense
Mechanical Machinery, Heavy Equipment
Auto & Other Transportation
Medical Devices
Industrial Electrical Machinery
Other
Electronics, High-Tech, Semiconductors
Consumer Product Goods
Telecommunications, Satellites,…
Utilities
Food & Beverage
Construction
Retail, Footwear, Apparel
Pharmaceutical
Petrochemical
Shipbuilding
Infrastructure

ポイント：業界構成はPLM市場の収益分布のようなもの

n=85
27
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CIMdata アップグレードリサーチプロジェクト
統計基本情報

• 回答者企業の本社の地域？

• 回答者企業の実装済みのPLM？

Africa
1%

Europe
26%

Siemens
30

Other
12

Asia-Pacific
12%

North
America
62%

PTC
34

n=85

Aras
17

Dassault
Systemes
27

n=120

ポイント：回答者の割合が高いのは北米

ポイント：結論を引き出すには十分な事例

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

PLMソリューションが導入されてからの年数？
幅広い回答

Less Than 6 Months

Aras

6 Months to 1 Year
1-2 Years

Dassault Systèmes

2-3 Years
3-4 Years

PTC

4-5 Years
5-10 Years

Siemens

10-15 Years
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Respondents

Less than 5 years

5 years

More Than 15 Years
Never

More than 5 years

Dassault Systèmes、PTC、Siemensは、
長い間使用されてきた実装で多くの回答を得た

n=120

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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統計基本情報のポイント
CIMdataのデータの見方

• 以上の基本情報は、グローバルPLM市場を象徴するものである

• CIMdataのサーベイ＆毎年の市場分析と同様の回答規模と統計基本情報
• データはクリーンアップされたが、選り好みは無し

• たとえば、不完全な回答や、AOLから送信のメールアドレスを持つ回答 (優位性を得
ようとするためだけにスパムのように見える) などは削除

• 70人の回答者は企業の電子メールアドレスから来ており、他の15人は含め
たが匿名だった

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.

This presentation is copyright © 2021 by CIMdata, Inc. Clip art may be copyrighted. No
use, reproduction or modification is permitted without prior written permission.
CIMdataâ is a registered trademark of CIMdata, Inc.

30

Page̶15

PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

アジェンダ
• 日本のPLM市場の現状
• PLMとDXの関係

• PLMのテクノロジーの陳腐化やカスタマイズ
• アップグレードリサーチ
• 結果
• 結び・所見
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直近のアップグレードはいつでしたか？
堅牢なデジタルスレッドを維持するには、最新の状態を保つことが重要
ソリューション、直近のアップグレード
からどのくらいの期間？

Ar as社ユーザー

他社P LMユーザー (平均)

回答：過去6か月以内?

47%

10%

回答：過去2年以内?

71%

32%

Number of Respondents

12
10

11
9

8
6
4
2

6

6

5 5

5 5
3

6

7

Aras
Dassault Systèmes

4
2

3

2 2
1

1

3

2
1

2

1 1

2
1

3

2
1

PTC
Siemens

0
Less Than 1 1-2 Years
Year

2-3 Years

3-4 Years

4-5 Years 5-10 Years 10-15 Years 15 Years or
More

Never

n=102

ポイント：Aras社のユーザーはより頻繁にアップグレードしている
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

平均的なアップグレードの間隔

最新の状態を保つことは、パフォーマンスとユーザー満足度にとって重要

14.00

12.43

Number of Years

12.00
10.00

8.85

8.30

8.00
6.00
4.00
1.50

2.00
0.00

Aras

Dassault Systèmes
S l i

PTC

Siemens

id

ポイント：Aras社のユーザーはより頻繁にアップグレードしている n=83
*グラフのデータセットには、 導入年数とアップグレードの回数の質問に対して「わからない」以外の明確な回答があった回答者のみを含む。

33
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直近のアップグレードの実行に要した平均所用期間
アップグレード期間が短いということは、価値を生み出すまでの時間が短いことを意味する

16
Number of Months

14

13

14
12

11

10
8
6
4

3

2
0

Aras

Dassault Systèmes

PTC

Siemens

ポイント：Aras社のアップグレードはより短期間である
*グラフのデータセットには、「わからない」または「N/A」以外の明確な回答があった回答者のみを含む。
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

直近のアップグレードの平均コスト
コストが高いほど、ROIは長期になる
$1,400,000

$1,251,364

Cost of Upgrade

$1,200,000
$987,000

$1,000,000
$800,000

$732,000

$600,000
$400,000
$200,000

$45,833

$-

Aras

Dassault Systèmes

PTC

Siemens

ポイント：Aras社のアップグレードはより低コストである
*分析は、最新のアップグレードのコストに関するサーベイのこの部分に不備なく答えて入力したデータを使用して終えた。

n=68
35
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アップグレードプロセスがどれほど複雑だったか？
複雑なアップグレードはリスクが高くなる
18

17

Number of Respondents

16
14
12
10

12
10

Aras

10

8

7

8

3

3

2

PTC

6

6
4

Dassault Systèmes

8

Siemens

4
2

2

1

0
Very Difficult

Difficult

Neutral

Easy

ポイント：Aras社のアップグレードはそれほど複雑ではないと
認識されている

N=93

*グラフのデータセットには、「わからない」、「該当なし」と回答した回答者は含まれていない。
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

カスタマイズがアップグレードを妨げているか？
カスタマイズが、価値がコストを相殺する場合にはOK
カスタマイズがアップグレードを妨げているか？

Ar as社ユーザー

他社P LMユーザー (平均)

回答：「Yes」

13%

72%

回答：「No」

87%

28%

Aras

Dassault Systèmes

13%

PTC

Siemens

18%

Yes

25%
41%

No

59%
87%

82%

75%

ポイント：Aras社ユーザーは、カスタマイズに関連する
アップグレードの問題が大幅に少ない

*分析には「わからない」という回答は含まれていない。

Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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アジェンダ
• 日本のPLM市場の現状
• PLMとDXの関係

• PLMのテクノロジーの陳腐化やカスタマイズ
• アップグレードリサーチ
• 結果
• 結び・所見
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PLM アップグレード リサーチ

デジタルトランスフォーメーション成功にはPLM実装の再考が必要

結び・所見

DX 成功に向けて、P L M実装の再考が必要 - S imple is Be st!

• 日本市場、PLMのモダニゼーション進展・進行中、DXにはPLMは不可欠
• DXは、ほとんどの企業や業界が実行している重要な改善プロセス
• 成功には、適切なツールを備え、最新の能力＆機能の利活用に最新の状態が必要
• DXとPLMとの関係＆依存性について、経営＆上級管理職への啓蒙は鋭意継続要

• PLMのアップグレードリサーチは最新の状態に保つことを示す
• PLMのモダニゼーションの先延ばしは価値実現を遅らせる
• カスタマイズは、アップグレードの妨げになることが多い

• Aras社のPLMプラットフォームの顧客は、競合PLM製品の顧客に比べ、よ
りも速く、簡単に、しかも低コストでアップグレードできると述べている
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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CIMdata

グローバル市場で競争優位を得るための戦略コンサルティング

World Headquarters

3909 Research Park Drive
Ann Arbor, MI 48108 USA
Tel:+1.734.668.9922
Fax:+1.734.668.1957

Main Office - Europe
Oogststraat 20
6004 CV Weert, NL
Tel:+31 (0) 495.533.666

Main Office - Asia-Pacific

Takegahana-Nishimachi 310-31
Matsudo, Chiba 271-0071 JAPAN
Tel: +81.47.361.5850
Fax: +81.47.362.0472

www.CIMdata.com
Serving clients from offices in North America, Europe, and Asia-Pacific
Copyright © 2021 by CIM data, Inc.
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2021/10/21

データから読み解く、システムの持続的変⾰を妨げる障壁とは︕︖
〜 Aras Innovator が⽰す、これからの製造業 DX の可能性〜

DXによる持続的変⾰を“⼿の内化”する
Aras Innovator
2021年 10⽉ 21⽇
アラスジャパン合同会社

Aras – PLM業界で最も急成⻑している会社

2

©2021 Aras. Aras およびAras Innovator 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。
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デジタル化 ≠ DX(デジタルトランスフォーメーション)
DX活動は、⽬的・⽅法・システム提供価値などの観点で、従来のデジタル化活動と⼤きく異なります。

デジタル化

DX

デジタイゼーション

デジタルトランスフォーメーション
デジタライゼーション

⽬的

アナログをデジタルに変換し、現⾏の
業務・システムを効率化すること
例︓帳票の電⼦化、承認システム

デジタルデータ・システムを⽤いて
業務・ビジネスに変⾰を引き起こすこと
例︓GEエンジンのサービスビジネス化

進め⽅

⾃社の現状業務を下敷きに他社で
実績あるベストプラクティスを適応

試⾏錯誤しながら、⾃社の
最適解をビジネスサイドと共創

システムの提供価値は導⼊時点が最⾼
時間とともに価値は低減(原価償却)

環境や時代の変化にあわせてシステムを
持続的に進化させ、価値を⾼めていく

システムの
価値

3
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DX時代の課題①︓IT⼈材を安定的に確保する
各社がDXの取組を加速し、IT⼈材の需給ギャップが深刻化が進む中、DXの成功には「IT⼈材を如何に安定的に確保できるか」
という課題を解くことが、重要なファクターとなっています。

2020年時点 不⾜数

30万⼈

約

2030年時点 不⾜数

45万⼈

約

出典︓経済産業省 IT ⼈材需給に関する調査 － 調査報
告書内 「図 3-27︓IT ⼈材需給に関する試算結果」
2015 年は総務省「平成27 年国勢調査」によるもの
2016 年以降は試算結果をもとにみずほ情報総研作成

4
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IT⼈材供給路を狭める”ベンダーロックイン”
IT⼈材確保をより困難なものとしているのが、“ベンダーロックイン”です。ベンダーロックインにより、IT⼈材の供給路が制限されている
状況が、DXを推進するうえで、様々なリスクをもたらします。

ベンダーロックインとは︖

ベンダーロックインがもたらすリスク

l システムの維持/改修において、システム的制約から
特定ベンダーに依存せざるを得ない状況に陥ること

l ベンダーロックインは、DXを推進する企業に様々なリス
クをもたらします。以下はその⼀例です。

約6,000社

1)IT⼈材供給路の限定化(限られたパイの奪い合い)

国内「情報サービス業」企業数(資本⾦︓3,000万円以上)※

IT⼈材の供給元となるベンダーが限られているためパイが⼩さい
導⼊実績の多いシステムほど奪い合いが⽣じ、競争激化

2)適正価格/適正品質の維持が困難

“ベンダーロックイン”システム

1社購買状態で代替⼿段が存在しないため、価格・納期等
において、ベンダー側の交渉⼒が⾮常に強い状態となる

1)ブラックボックス
ソースやデータ構造が⾮公開(開発ベンダのみ把握)

3)ユーザー要望の取込スピードの鈍化
改修は常に社外ベンダに依頼するため、契約が発⽣。難易度の
低い要望対応でも、契約により多⼤な⼯数と期間が必要

2)ハードコーディング
改修はプログラミング必須/専⽤⾔語が必要な場合も

１社
※出展︓総務省情報流通⾏政局 情報通信業基本調査結果 2020年情報通信業基本調査(2019年度実績)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/jouhoutsuusin210528b.pdf
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DX時代の課題②︓システムのレガシー化を防ぐ
DXにおいて、ITシステムは環境や時代の変化にあわせて持続的に進化させていくことが必要です。

DX推進のロードマップ

継続的な変⾰ニーズへの対応

l DXは明確な道筋を⽴てられないため、ビジネスサイ
ドと試⾏錯誤しながら答えを共創する必要がある
l 上記考え⽅のもと、ITシステムも環境や時代の変
化にあわせてアジャイルに進化させる必要がある

l ITシステムの構築は、DX活動の出発点
l しかし、プラットホームの選択を間違えると
レガシー化したシステムが変⾰を阻害する
レガシー化したITシス
テムが変⾰を阻害

202Y
202X

都度判断

変
⾰
#
$
%
&
'
対
応

バージョンアップ障壁が
システム進化を阻害
・コスト/スピード

Plan

・レガシー化による⾜かせ

IT
システム

GAP
IT
システム

Actual

IT
システム

システム利⽤期間
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レガシー化したシステムによる変⾰の阻害
多くの企業がDX推進の⾜かせとなるレガシーシステムを保有しており、様々な悪影響を受けています。

77%
レガシーシステムの存在が、
デジタル化推進の⾜かせと感じる

59%

96%

レガシーシステムはデータ連携が
困難／試験に時間を要する

レガシーシステムからの
脱却・更新の必要性を感じる

出典︓⼀般社団法⼈⽇本情報システム・ユーザー協会 「デジタル化の取り組みに関する調査2020」調査報告
https://juas.or.jp/cms/media/2020/05/Digital20_ppt.pdf
7
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DX時代のPLMプラットフォーム︓Aras Innovator
DX時代の課題を解決するPLMプラットフォームとして、Aras Innovatorをご紹介いたします。
（機能別デモはこちら https://community.aras.com/ja-jp/b/blog/posts/jp-demo-series-matome ）

オープン／ローコードなAras Innovatorの活⽤による

ITシステムの“⼿の内化”

アップグレードサービス、テスト⾃動化による

持続的アップグレード
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１）ITシステムの“⼿の内化” の実現
⼿の内化とは︖（トヨタグループで使われている⾔葉）

⾃社製品の進化に関わる重要技術を外部調達する際、発注元が技術を理解したうえで主導権を持った企画・開発を⾏うこと
⽬的︓重要技術のブラックボックス化を防ぎ、調達先の提案内容を正しく理解・評価し適正な原価・品質を確保すること

ITシステムの⼿の内化

ITシステム＝⾃社事業を進化させるDXの重要技術であり、⼿の内化が必要︕

Aras Innovatorの特徴
オープン

ローコード

・各アプリのデータ構造／プログラムのコードに
⾄るまでAras Innovator上で確認可能
・システムのブラックボックス化を防ぐことで、
ベンダーロックインリスクを回避

・プログラミングを必要とせず、⾮IT要員でも
多様な要件へ対応することが可能
・サブスクリプションユーザー様向けに定期
トレーニングを無償提供(何度でも受講可)

Aras認定パートナー

・プログラミングを伴う⾼度/⼤規模な開発は、
Aras認定パートナー様の⽀援が効率的
・グローバル:125社、国内:50社以上の企業
9
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がAras認定パートナーとして活動

Aras Innovatorの⼿の内化事例︓株式会社ROKI様
株式会社ROKI 様

設⽴
従業員数
拠点
事業分野
利⽤範囲
事例URL

1958年4⽉
5,500名
⽇本、⽶国、インド、メキシコ 他
⾃動⾞⽤ろ過機器の開発・製造、空気清浄機・浄⽔器の開発・製造・販売
燃料電池関連システムの開発、コジェネフィルター・システムの開発 など
マルチCADデータ管理、グローバル拠点への製品データ共有
https://www.aras.com/ja-jp/resources/all/cs-roki

プログラミング未経験者が
3か⽉でIT⼈材化

内製開発/外注委託の
適切な使い分けを実現

・ベンダーに委託していたAras Innovator運⽤
管理をプログラミング未経験者が3か⽉で引継
・ローコード開発⼿法は、無償トレーニングで習得
・引継後、社内FAQ機能を3〜4時間で構築

・引継当初、機能改善の要望が50個ほど蓄積
(発注コスト制約で対応が限定的だった)
・機能改善要望の5〜6割を内製開発で対応
・⾼度で複雑な領域については外注を活⽤

アジャイル開発⼿法による
ユーザーとの共創促進

・社内システム管理者が⾃ら機能を開発できる
ことで、PLMシステムの開発⼿法を転換
（ウォーターフォール → アジャイル）
・ユーザー要望を反映した機能を2,3⽇で提供
10
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ご参考︓ローコードテクノロジーの活⽤
Aras Innovatorのローコードテクノロジーの詳細については、弊社HPのデモシリーズをご参照ください。
https://www.aras.com/ja-jp/resources/all/ds-jp-20210128-low-code-platform-innovation
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2）持続的アップグレードの実現
Aras Innovatorのアップグレード対応について
アラスは、サブスクリプション契約ユーザー様向けに無償の「アップグレードサービス」を提供しています。
アップグレードサービスをご利⽤いただくことで、システムのレガシー化を防ぎ、環境や時代の変化にあわせて持続的に進化できる
「アップグレーダブル」なPLMプラットフォームを構築することができます。

アップグレードサービスの特徴
サービスパック(SP)提供に
よる短サイクルのアップデート

・より多く／⾼品質の機能を短サイクルで提供
できるようアジャイル開発⼿法 SAFe®を採⽤
現在、6週間に1回のペースで新SPをリリース
・SPの適応は、お客様ご⾃⾝でも実施が可能

お客様/ベンダー作成の
アドオンも動作を保証

・お客様やベンダー作成のアドオンも含めて、アラス
のアップグレードチームがマイグレーションを実施
・お客様で動作確認いただき、不具合がある場合
不具合解消まで追加費⽤なくアップグレード継続

アップグレードにかかる
お客様負担の⼤幅低減

・アップグレードサービスは、サブスクリプション
ユーザーは無償で利⽤可能
・テストによる動作確認はお客様作業
→ テスト⾃動化ツールを提供
12
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ご参考︓テスト⾃動化ツール(Aras Pod)
テスト⾃動化ツール(Aras Pod)の詳細については、弊社HPのデモシリーズをご参照ください。
https://www.aras.com/ja-jp/resources/all/aras-innovator-demo-series-aras-pod

※Aras Podは、株式会社TRIDENTからの提供・販売する製品となります。現在、期間限定でサブスクリプション契約ユーザー様向けの
無償試⽤キャンペーンを実施しております(詳細は、貴社担当のCommunity Managerまでお問合せください)
13
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アップグレード事例
Aras Innovatorをご利⽤いただいている様々なお客様のアップグレード事例を公開しております。
https://www.aras.com/ja-jp/services/upgrades
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まとめ
§

DXは、従来のデジタル化活動とは進め⽅やITシステムの位置づけが⼤きく異なります。DXにおけるITシステム
は、現⾏業務を効率化するツールではなく、業務・ビジネスに変⾰をもたらす重要技術であり、環境や時代の変
化にあわせてビジネスサイドとの共創を通して、持続的に改修・進化させながら、システムユーザーへの提供価値
を⾼めていく必要があります。

§

持続的なDXを実現するための1つ⽬のポイントは、IT⼈材の安定的確保です。このためには、ベンダーの提案
内容を正しく理解・評価し適正な原価・品質を確保する“⼿の内化”を実現し、ベンダーロックイン状態を回避す
る必要があります。Aras Innovatorは「オープン」「ローコード」といった特徴で、DX推進における重要技術であ
るITシステムのブラックボックス化を防ぎ、ITシステムの⼿の内化を実現します。

§

2つ⽬のポイントは、システムのレガシー化を防ぐことです。DXの推進において、レガシー化したシステムは様々な
悪影響をもたらします。Aras Innovatorは「アップグレーダブル」なプラットフォームのもと、サブスクリプションユー
ザー向けに無償のアップグレードサービスや⾃動テストツールの提供を通して、お客様のPLMプラットフォームの持
続的なアップグレードを実現し、レガシー化の防⽌を実現します。
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ありがとうございました
お問合せ先

アラスジャパン合同会社
東京都千代⽥区有楽町1-1-2
東京ミッドタウン⽇⽐⾕
⽇⽐⾕三井タワー30階

E-mail: marketing-japan@aras.com
Tel: 03-5797-7920
www.aras.com/ja-jp
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最後に

§

今後の参考のため、オンラインセミナーの終了後に
表⽰されるアンケートへのご協⼒をお願いいたします

§

コメントやご質問なども、ご⾃由にご記⼊ください
追って、回答させていただきます
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ご清聴 ありがとうございました

アラスジャパン合同会社

東京都千代⽥区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン⽇⽐⾕ ⽇⽐⾕三井タワー30階
03-5797-7920

www.aras.com/ja-jp
marketing-japan@aras.com
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