PACE AEROSPACE
カタログからカスタマイズまで – カスタムキャビン設計の
新しいアプローチ

PACE Aerospace Engineering and Information Technology GmbH、
構成管理のバックボーンとして Aras を活用
旅客機の設計を汎用性のあるものとするならば、キャビンの内装やサービスレベルは航
空会社のブランドイメージを形成するのに大きな役割を果たします。多様なキャビン設
計の可能性は複雑さと生産コストの上昇につながります。
PACE Aerospace Engineering and Information Technology GmbH の Pacelab
Cabin ソフトウェアは、設計関連のルールのレイアウトのコンプライアンスを同時に検
証しながら、キャビンアイテムのモデリングと位置決めを自動化することによって、複
雑なキャビン構造の作成をサポートします。そのソフトウェアは、すべてのエアバスプ
ログラムと、アラブ首長国連邦のエティハド航空のようなより大きな航空会社で使用さ
れています。
Pacelab で生成される図面と３Ｄレンダリングは、航空機メーカーにとって彼らの顧客
とやりとりをするのに不可欠なもので、通常売買契約に含まれます。コストと時間を削
減するために、エアバスやボーイングのようなメーカーは、非常に柔軟で標準化された
デザインオプションを提供するモジュラー概念を頼りにし始めました。
これらのモジュラー概念は、Pacelab で航空機
のタイプごとに何千もの構成可能性を含む予め
指定されたオプションとともに、カタログのよ
うなユーザーインターフェースで表示されま
す。Pacelab Cabin Configurator の現バージ
ョンは集中データと構成管理のためのオプショ
ナル製品モジュールを備え、PLM ソリューショ
ンの Aras Innovator® に基づいて作られていま
す。
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図 1: Pacelab Cabin

複雑なキャビン構造の要件
キャビン構造に使用されるカタログは、機内エンタ
ーテイメントや照明システムなどの新しい座席、備
品およびシステムが常に拡張されています。新しい
バージョンのカタログ承認後、航空機メーカーは、
紙形式で更新情報を顧客に提供します。この段階で
Pacelab カタログが更新される必要があり、キャビ
ン要素の詳細は単一のプロセスに統合されます。
複数のバージョンのカタログやセールスオファーに
加えて、ライフサイクル管理の情報を更新する必要
があります。洗練された構造システムは、これらの
要件のすべてを管理するために必要です。カタログ
には、キャビンのコンポーネントのすべてのデータ
および関連する 2D と 3D ビジュアライゼーションフ
ァイルだけでなく、航空安全当局からのすべての構
造規制も含まれています。
キャビンのアプリケーションのスケッチ例に基づ
き、カタログはすべての文書やデータを集約してバ
ージョン管理することができる Pacelab データ管理
システムで設定されています。Pacelab Cabin のユ
ーザーは、中央データ管理システムから共有カタロ
グをダウンロードすることができます。ダウンロー
ド時間は、ローカルデータバンクに転送されていな
いアイテムだけを転送するので最小化されます。キ
ャビンレイアウトが決定されると、Pacelab Cabin
のユーザーはプロジェクトデータ、メタ情報、レポ
ート、図面を中央データ管理システムにまとめるこ
とができるようになります。Pacelab データ管理シ
ステムの中のキャビンレイアウトは Pacelab Cabin
ですぐに見つけて見ることができます。Pacelab デ
ータ管理で、ユーザー権限、カタログデータへのア
クセス、定義済みのキャビンレイアウト、プロジェ
クトアクションのすべてを管理することができま
す。

PLM / PDM のオプションと内製か購入か
の決断
データベース駆動型ソリューションにより社内で実
装することができた Pacelab Cabin データ管理には
多くの異なるアプリケーションがあります。以前の
PACE 開発の経験に基づき、プロジェクトに関わる
人々はソリューションを実装するために多大な労力
が必要になることを知っていました。その結果、当
社は既存の「内製」シナリオに「購入」シナリオを
追加しました。この「購入」シナリオでは、データ
管理のために市販されているプラットフォームを使
用します。要求される機能の大部分は、この市販の
プラットフォーム上で提供されることになります。

カタログ管理に必要とされる多くの機能を提供する
PLM / PDM システムが候補に挙がっていました。
PACE はデータモデリング機能に焦点を当てて多く
のソリューションを評価しました。そのプロセスの
早い段階で、Aras Innovator の PLM プラットフォ
ームの柔軟性は、PACE の要件のすべてを満たすこ
とができると実証されました。下記の図 2 は、
Pacelab Cabin データ管理に必要な基本機能（デー
タモデリング、ドキュメント管理、バージョン管
理、構成管理、ユーザー管理、権限管理）を Aras
Innovator がカバーしているという結果を示してい
ます。（赤が Aras Innovator）

図 2: Aras（赤）による Pacelab Cabin データ管理の基本機能
（青）の適用範囲

Aras Innovator の優位性
Aras Innovator は、品質管理、プロジェクト管
理、および構成管理や更新管理などのプロセスをサ
ポートする数々の標準ソリューションを提供してい
ます。PACE が特に興味を持ったのは、Aras
Innovator が他のアプリケーションに対して柔軟な
完全で効率的なデータおよび構成管理のフレームワ
ークを提供していることです。このフレームワーク
は、Pacelab Cabin が必要としているすべての機能
を提供します。結果として、PACE のデータ管理プ
ラットフォームは、追加のアプリケーションを使用
することなく、Aras のフレームワーク上に開発す
ることができます。これにより、不必要な問題を起
こすことなく、確実なユーザーインターフェースを
もたらします。
必要に応じて、各プロジェクトは、Web インター
フェース上で個別に設定することができます。ま
た、Aras のソリューションは、Aras のトレーニン
グで教えられている明確な方法論があります。Aras
Innovator で特筆すべきは、AML (Adaptive
Markup Language)言語が使用されていることで
す。
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AML は Aras Innovator サーバーと通信するための
XML ベースの言語です。これは複雑なデータ検索や
データ更新などの機能（変更を行ったり、データを削
除する）を容易にします。AML コードの書き込みと
開発のために、AML Studio
(http://amlstudio.codeplex.com) に無償でアクセ
スが可能です。(図 3 参照)

ています。各ソリューションは、データモデルの拡
張、関連するユーザーグループとアクセス権、ライ
フサイクル、ユーザーインターフェースへの拡張な
ど複数の機能を有しています。

図 4: Aras Innovator アーキテクチャ

図 3: AML Studio

さらに、各データ管理ソリューションのデータモデル
は AML で完全に実装されており、Pacelab Cabin 内
のボタンを押すことによって生成することができま
す。明らかに、Aras のソリューションは AML で書か
れています。
図 4 は Aras Innovator の概要を表しています。異な
る種類のクライアント、AML でサーバーと通信しま
す。ブラウザベースの Aras Innovator ウェブクライ
アントに加え、Microsoft Office や CAD、または個別
にプログラムされたアプリケーションなど他のアプリ
ケーションは、AML ベースのインターフェースを使
用してサーバーと通信することができます。サーバー
側では、SQL Server のデータベースは、データおよ
びファイル·ボールトの保存や、関連データを保管す
るために使用されます。このフレームワークに基づい
て、専用サーバーは、先に記載した PDM 機能のため
に提供されています。さらに、フレームワークの機能
はワークフロー管理、メタデータ検索、Aras
Innovator とデータベースまたは PDM や ERP システ
ムなどの外部システムの間の連続的なデータ同期をす
るフェデレーションサービスも含みます。
このフレームワークに基づき、Aras の標準ソリュー
ションは、すべての PLM の機能だけでなく、CAD シ
ステムの統合のようなパートナーによって開発された
ソリューションも扱っています。また、Aras
Innovator を使用している多くの企業は、通常企業固
有の拡張機能をデータモデルに実装したり、業務プロ
セスをサポートするための特別な機能を実装したりし

構成管理バックボーンとしての Aras
Innovator
プロジェクトに関わるすべての関係者が Aras
Innovator を決めると、PACE と Aras 間のパート
ナー契約が交わされました。提携の一環として、
PACE のプログラマーに対しての Aras によるトレ
ーニングが行われました。また、Aras の経験豊富
なコンサルタントが、ソリューションコンセプトを
検証し改善していきました。
図 5 は Pacelab Cabin ソリューションのアーキテ
クチャを示しています。カスタマイズされたユーザ
ーインターフェースは、異なるユーザーのために提
供されています。Aras Innovator のユーザー管理
者は、Web クライアントで作業するように、
Pacelab Cabin のユーザーは、Aras Innovator へ
のインターフェースを持っています。既存のキャビ
ンレイアウトに時々アクセスするユーザーには特別
なウェブインターフェースが用意されています。ユ
ーザーは、メタデータと統計値を使用して完了した
プロジェクトを検索し、関連するレポートや図面に
アクセスすることができます。サーバー側では、デ
ータ管理ソリューションは、3 つのパッケージで構
成されています。最初のパッケージには、Pacelab
Cabin で開発されたアクションを管理したり、
Active Directory と Aras Innovator のユーザーを
同期するためのオプションが追加されました。他の
2 つのソリューションパッケージには、カタログと
キャビンレイアウトのためのデータモデルが含まれ
ています。
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Aras について
イノベーションは今までになく加速し、製品とプロ
セスは複雑さを増しています。これからの製品とシ
ステムを変革するグローバル企業のために Aras は次
世代の PLM を提供します。

図 5: Pacelab Cabin データ管理アーキテクチャ

結論

Aras の PLM は、高い拡張性と柔軟性を誇るセキュ
アなプラットフォーム技術を採用しており、いなか
る規模の企業様でも全ての優れた機能をご活用頂け
ます。
GE、GETRAG、日立、ホンダ、モトローラ、テバ製
薬産業、テキストロン、ゼロックスなど、世界中の
ビジネス顧客が Aras を採用しています。

PACE の場合、Aras Innovator フレームワークを使
用することは非常に有用であることが証明されまし
た。開発者は非常に柔軟でオープンなソリューション
と複雑なデータモデルを迅速に作成することができま
した。 AML ベースの通信を介して、さまざまなクラ
イアントを Aras Innovator と接続することが可能で
した。Pacelab Cabin 構成データ管理ソリューション
を拡張しカスタマイズするためのオプションは、Aras
の効率的で拡張可能なアクセス権限管理システムと同
様に十分に満足のいくものでした。
SQL-Server や IIS サーバーなど、Pacelab Cabin の
多くのユーザーによって使用されている Microsoft の
インフラストラクチャからのコンポーネントを使用す
る Aras Innovator の性能により、PACE は顧客から
広く受け入れられました。ソリューションを実装する
ために、PACE の開発者は、日々の業務のツールとし
て .NET フレームワークに依存しています。IT 専門
家がトレーニングと Pacelab Cabin の開発で身につ
けた専門知識は、同じような状況においてすぐに再適
用することができます。
前述の Aras Innovator のフレームワークはどのよう
な種類のプロジェクトに意味をなすのか？という興味
深い質問があります。フレームワークを最大限に活用
するのは、その自動化機能です。アプリケーション開
発に最大限の柔軟性を必要とする人のためには、おそ
らく社内開発されたデータベース駆動型のソリューシ
ョンが最適です。意思決定プロセスでは、プロジェク
ト時間を短縮する高度な自動化機能と最大限の柔軟性
の間での妥協が重要なのです。
Aras Innovator からの標準的なソフトウェアは、短
時間でエンジニアリング関連の複雑でデータ駆動型の
プロジェクトを実装する必要がある方にお勧めのソリ
ューションです。開発者がトレーニングに費やした時
間は、その後のプロジェクトですぐに取り戻すことが
できます。
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