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スマートコネクテッドワールド
ソーシャル、モバイル、ビッグデータ、分析、クラウド、モノのインターネット（SMACI）といったトレンド
により、商取引から日常生活までが劇的に変化
今日のビジネスに多大なインパクトを与えるSMACI
この50年間で、コンピューティングによってビジネスは大きく様変わりしましたが、
直近の20年については、コンピューティングテクノロジーのさまざまなアプリケー
ションがビジネスだけでなく社会全体に大きなインパクトを与えてきました。
Facebook、Twitter、Weibo、WeChatのようなソーシャルプラットフォームを使用
して、ほぼ世界中が接続されています。コンピューティングは、今やデスクでの作業
よりも、モバイルデバイスによって場所を問わず利用されています。クラウドには、
私たちのビジネスデータや個人データが蓄積されています。手に届く価格のコン
ピューティング、通信、エレクトロニクスによってモノのインターネット（IoT）は
加速し、インダストリアルIoT（IIoT）アプリケーションではブラウンフィールド工
場をスマート化する方がコストが安くなっています。こうしたコンピューティングや
ネットワークのアプリケーションは、大量の構造化および非構造化データを生み出す
ため、各種の分析法や人工知能（AI）技術を駆使して、求めている情報を検索しな
ければなりません。
多くの分野の製品は、これまで以上にスマートでコネクテッドな製品になっています。
2014年には、Google社がNest Labs社を32億USドルで買収したことで、スマート
コネクテッド製品スタートアップ向けの市場を先導しましたが、ほぼすべてのものが
スマート化しています。大手自動車メーカーは、ほぼ毎日のように自動運転車に何ら
かの新しい投資を行っています。世界中の多くの都市では電動自転車用のドックが設
置され、都市や郊外の歩道にはドックレス型の電動スクーターが溢れています。昔は
他の人と実際に会話をするために使われてきた電話は、今やスマートコネクテッド製
品やアプリケーションにリンクして、あらゆるニーズに応える、人々の生活のハブと
しての役割を担っています。
それは私たちの健康状態の追跡と管理にまで及びます。産業機器は初期設定ですでに
スマートコネクテッドな状態にあり、ブラウンフィールド環境の旧型の機器も、少し
のコストでスマートコネクテッドなものに転換できます。

重要な成功要因であるデジタルトランスフォーメーション
これまでに挙げたトレンドは、あらゆるものがスマートでネットワーク化され、利益
を出しつつマーケットオブワンに対応できるよう個々の需要やニーズに合わせた製品
が生産される、インダストリー4.0という構想を生み出す原動力となりました。各国
の政府や世界中の企業がこの構想の一部またはすべてを採り入れたことで、

さまざまな業界や経済を横断するデジタルデータの活用およびデジタルトランス
フォーメーションに向けた動きが加速しています。こうした理由から、CIMdataでは、
この複雑でデジタル化されたビジネス環境で、企業がどのように事業を進めているか
というグローバル規模での調査研究を行っています。このeブックでは、この調査の
初期に得られた結果もいくつか示します。
たとえば、ビッグデータ/分析がすでに現時点で「非常に重要」であると考える回答
者は50%であるのに対して、3年後に「非常に重要」となるという回答者は73%に
上昇します。同様に、クラウドが現時点で「非常に重要」であると回答した人は
41%であるのに対して、3年後に「非常に重要」となると回答した人は63%に上昇
します。また、スマートコネクテッド製品が自社にとって現時点で「非常に重要」で
あると回答した人は29%であるのに対して、3年後に「非常に重要」となると回答し
た人は72%に上昇しています。

スマートコネクテッド
ワールド

話題となる「デジタル」

ライフサイクルにおける
デジタルデータの活用

PLM向けプラット
フォーム

仮想から現実へ

マーケットオブワンへの
対応

スマートマニュファク
チュアリング

デジタルデータを
活用する世界での製造

人間の能力の増強

次のステップ

Ansys社のプラット
フォーム

3年後のビジネス戦略に対する重要性

非常に重要 重要 重要でない 該当なし
ソーシャルメディア モバイル ビッグデータ/分析 クラウド



3

スマートコネクテッド
ワールド

話題となる「デジタル」

ライフサイクルにおける
デジタルデータの活用

PLM向けプラット
フォーム

仮想から現実へ

マーケットオブワンへの
対応

スマートマニュファク
チュアリング

デジタルデータを
活用する世界での製造

人間の能力の増強

次のステップ
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業界を問わず多くの企業がデジタルトランスフォーメーションの課題に立ち向かう

今日のビジネスに多大なインパクトを与えるSMACI
私たちの身の回りには、デジタルなもので溢れていま
す。コンピューティングは、以前は仕事場で行われる
活動でしたが、現在では日常的な活動です。製品ライ
フサイクルにおいて、デジタル化、デジタルデータの
活用、デジタルトランスフォーメーション、デジタル
ツイン、デジタルスレッドといった「デジタル」に関
連する用語は、20年ほど前に「製品ライフサイクル管
理」（PLM：Product Lifecycle Management）という
用語が登場する以前からPLM経済活動で提唱されてき
たトピックス、プロセス、そして機能を簡潔に表した
表現です。デジタル化、すなわち、あらゆる知的ア
セットをデジタル形式に変換することは、もう何十年
も行われてきました。これまでも（そして今でも）、
単純なイメージファイルを管理することに多少の価値
はあったものの、モデルやアセットをデジタル化して
データとして管理することで大きな価値が生まれます。
こうした製品情報やその他のデータが、初期のアイデ
アから製品寿命にわたるデジタルスレッドを形成しま
す。重要な成功要因であるデジタルトランスフォー
メーション
これまでに挙げたトレンドは、あらゆるものがスマー
トでネットワーク化され、利益を出しつつマーケット
オブワンに対応できるよう個々の需要やニーズに合わ
せた製品が生産される、インダストリー4.0という構想
を生み出す原動力となりました。各国の政府や世界中
の企業がこの構想の一部またはすべてを採り入れた定
義されたあらゆる要件、検討したあらゆる代替案、あ
らゆる決定事項、それらを支える関連情報を、製品ラ
イフサイクルの全段階にわたって管理できます。今は
スマートコネクテッド製品からのデータも含まれるこ
とで、これまで以上に製品の使用状況や故障に対する

可視性が高まりました。デジタルツインは実製品を仮
想的に表現したもので、コラボレーションや意思決定
を大きく推進させるのに役立ちます。デジタルツイン
は、それに対応する実製品が実際に存在するまでは存
在しないという意見も一部ありますが、仮想 プロトタ
イプによって、企業に大きな価値がもたらされ、ツー
ルプロバイダーの市場での成功につながっているのも
事実です。さらに重要なのは、この仮想プロトタイプ
の作成活動自体が、実製品に対応するツインの作成で
必要となるモデルを提供します。こうしたツールが、
実製品が遭遇する実際の変化に同期するように、仮想
プロトタイプを進化させるのに貢献します。
当社が実施した調査では、回答者の11%が現時点でデ
ジタルツインを運用中であり、3年後には34%に上昇す
ることが想定されています。最も期待される2つのメ
リットは、エンジニアリング部門間でのコラボレー
ションが向上すること、そして最初から適切に設計さ
れた製品が増えることです。

デジタルトランスフォーメーション
新たな収益や価値を生み出す機会をもたらすような、
デジタルテクノロジーの活用を通じたビジネスの変革
は、1990年代のデジタル形式のオーディオや写真から、
2010年代中盤のサービスセクターにシフトしてきまし
た。今日、こうした変化の波を無視できる産業分野は
ありません。しかし、製品開発を行う企業が自社のデ
ジタルトランスフォーメーション（DT）目標を達成す
るには、強固なPLM戦略を打ち立て、それを確実に実
装し、デジタルスレッドを定義して管理する必要があ
ると当社は考えています。DT構想が事業の他の部分か
ら生まれることはありますが、デジタルトランス
フォーメーションによって最大のインパクトを与える
には、DTプログラムにおいてPLMは不可欠です。

当社が実施した調査では、回答者の80%が現時点でデ
ジタルトランスフォーメーション構想が進行中である
と答えています。幸いなことに、自社のデジタルトラ
ンスフォーメーション構想をPLMへの取り組みと切り
離して進めているのは、たった13%です。

デジタルトランスフォーメーションにとって重要な
シミュレーションおよび最適化
ビジネス要件や分野に固有のケースに応じて、デジ
タルトランスフォーメーションは複数のデジタルス
レッドで構成されることがあります。
「デジタルトランスフォーメーションを進めるには、
常に変化し続ける環境に適応すること、そして既存
のツールやデータを新しい方法で活用することが必
要です。今後、シミュレーションの活用拡大が想定
される中で、EatonにとってAnsys Minervaは非常
に重要であり、全社規模でのデジタルプロタイプの
作成や付加製造技術（AM：Additive 
Manufacturing）構想で重要な役割を担います。ま
た、効率性のためにはトレーサビリティと管理が不
可欠であり、AMや他のプロセスを通じて部品を設
計して製造する上で、さらに多くのステップが必要
となります。Ansys Minervaによって、ユーザーエ
クスペリエンスはこれまで以上に効率化されま
す。」（Eaton社、インフォメーションテクノロ
ジー担当バイスプレジデント、Todd Earls氏）

話題となる「デジタル」
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次のステップ

Ansys社のプラット
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ライフサイクルにおけるデジタルデータの活用
製品ライフサイクル中に収集、管理、および利用したデータは、デジタルな未来をナビゲートする上で不可欠

デジタルデータの活用におけるPLMの役割
デジタルトランスフォーメーションを支えるPLM目標
を達成するために、今、企業は何を行っているので
しょうか。まず、PLMの定義から始めましょう。
CIMdataにとって、PLMとは、一連の適切なテクノロ
ジーやプロセスによって実現する戦略的なビジネスア
プローチです。市場には「PLM」という名称が付けら
れたソリューションはいくつかありますが、PLM戦略
はそうした名称のソリューションだけでカバーできる
ものではありません。PLMとは、製品に関連する知的
アセットおよびプロセスに対する、コラボレーション
を通じた作成、使用、管理、および普及です。これは
アイデアから製品寿命にわたります。どのツールを用
いてこの知的所有権（IP：Intellectual Property）を作
成するかは、企業の製品によって異なります。複雑な
電気機械製品を開発している企業は、歯磨き粉を製造
する企業とは異なるツールを使用します。ただし、自
社のデータやプロセスを管理するために、信頼できる
唯一の情報源が必要であることは共通しています。
このような機能を提供するための市場やテクノロジー
は、より大きなエンタープライズ向けソフトウェア市
場をまねて、この数年間でプラットフォームアプロー
チへと進化してきています。

スマートコネクテッド製品の重要性

現時点
該当なし 3%

自社戦略に対するIoTの重要性

3年後

現時点 3年後

重要でない
16%

非常に重要
29%重要 52%

重要でない
3%該当なし 1%

該当なし 1%
該当なし 5%

重要 24%

非常に重要
72%

重要でない
7%

重要でない
23%

重要 42%

重要 29%

非常に重要
63%

非常に重要
30%
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次のステップ

Ansys社のプラット
フォーム

PLM向けプラットフォーム
デジタルデータの活用に対する今日および将来のニーズにとって重要な基盤

PLMプラットフォームで提供される将来に向けた
広範囲で拡張性の高い支援
CIMdataでは、Gartner社およびIDC社との協業を
通じて、製品イノベーションプラットフォームを
定義しました。ライフサイクル全体に活用できる
一連の機能を集約したもので、あらゆるIPの連想
的な管理や製品構成の定義および管理を支援し、
部門間でのライフサイクル最適化を他の社内デー
タやアプリケーションと連携できるようになりま
す。製品イノベーションプラットフォームでは、
アセットのライフサイクルにわたるデータをまと
めた統合ビューが提供される通信フレームワーク
であるデジタルスレッドを構築できます。
各部門の視点がサイロ化されていた従来の方法か
ら、部門間での協業が可能になります。この製品
イノベーションプラットフォームは、ライフサイ
クルにおけるデジタルデータの活用を主導します。
モデルベースの開発プロセスを支援するために、
こうしたプラットフォームを採用するケースが着
実に増えています。単体の製品であっても、数多
くの複雑な挙動を示します。それがスマートコネ
クテッド製品ともなれば、人間によって定義され
ていなかったような複雑な方法で相互に作用する
ことも珍しくありません。完全かつ詳細な製品モ
デル開発に多くをつぎ込む前に、アイデアを試す
という点でモデルは極めて有用です。もちろん、
MCADソリューションも非常に有用なモデルの1つ
ではありました。

しかし、「デジタル」を表現するさまざまな用語
が存在するように、「モデルベース」 という表現
も、製品開発における各種の問題に対応するため
に、モデルをどのように適用するかを表すさまざ
まな用語の一部として使われています。多くの企
業ではモデルベース
定義（MBD：Model-based Definition）、すなわ
ち、個々のコンポーネントや製品アセンブリーを
定義するために、固体モデル、3D製品および製造
情報、関連するメタデータを含む、3Dモデルの使
用を採用しています。正しく導入できれば、MBD
によってバリューチェーンにおける購入者とサプ
ライヤーの関係性はシンプルになります。モデル
ベースシステムエンジニアリング（MBSE：
Model-based Systems Engineering）は、元々
は航空宇宙および防衛分野で生まれた用語ですが、
現在では医療デバイスなど数多くの業界でさまざ
まなアプリケーションが見られます。システム要
件、設計、解析、検証、および妥当性確認を支え
るためにモデリングを適用するこの形式化された
アプローチは、特に厳しい規制が課せられる業界
では、稼働中の製品に対する厳しい課題を克服す
る上で力を発揮します。仮想と現実の間でシーム
レスな移行を可能にするのは、こうしたモデルで
す。

シミュレーションをPLMプロセスにリンクさせている顧客
PLMは広義の用語ですが、入れ替えるだけの単純なアプローチ
から、オープンコネクティビティによる補完型で分野特有の製
品イノベーションシステムを活用した、より連合型で軽量なア
プローチへのシフトとして、お客様からは捉えられています。
シミュレーションによって開発のあらゆる意思決定に必要な情
報が与えられるため、お客様はシミュレーションIPを価値の高
い厳しく管理された企業アセットとして、デジタルに変換する
ことに集中できます。これを行うには、ツールの多様性、デー
タおよびプロセスの管理、ハイパフォーマンスコンピューティ
ング（HPC：High-performance Computing）との統合、ト
レーサビリティを含む、規模や複雑さに関する難しい課題を克
服しなければなりません。さらに、高度なマルチフィジックス
シミュレーションを構築して、異なるエンジニアリングチーム
や製品ライフサイクルにわたって広く利用できるように、ア
セットを最適化する必要もあります。
Ansys社では、オープンなエコシステムによるシミュレーショ
ンプラットフォームを提供しています。これには、PDMおよび
PLMシステムを補完する一元化された知見管理アプリケーショ
ンであるAnsys Minervaや、CAEベースの最適化設計ツール
ボックスであるAnsys optiSLangも含まれています。どちらも
拡張性が高く、構成も容易なプラットフォームソリューション
です。マルチフィジックスベストプラクティスの把握から、ベ
ンダーニュートラルなプロセスの統合および最適化設計、さら
には社内全体でのシミュレーションの導入に至る、次世代デジ
タル製品開発を実現するまでの道のりを計画できるようになり
ます。
極めて優れたユーザーエクスペリエンスをもたらし、オンプレ
ミスおよびクラウドに展開可能なこうした最先端ツールは、自
動運転車（AV）、電動化、5G分野の最新型製品の開発を前進
させます。
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次のステップ

Ansys社のプラット
フォーム

仮想から現実へ
今日、よりよい製品を開発するには、先に仮想世界で製品の機能、挙動、製造、使用を理解することが必要

多くの業界において、この30年間のトレンドは仮想化
へのさらなるシフトでした。1980年代には8年以上か
かっていた新車開発プログラムが、今では車種に応じ
て2～5年程度にまで短縮されたのも、そうした動きに
よるものです。コンピューティングやソフトウェア
ウェアが進歩したことで可能になりました。では演算
能力はどうでしょう。
半導体分野のパイオニアで後にIntel社を設立した
Gordon Moore氏が唱えたムーアの法則がよく引き合い
に出されますが、これはコンピュータの処理速度と能
力は2年ごとに倍増すると期待できるという、どちらか
といえば見解に近いものです。より価格の低い、強力
で最終的にはユビキタスになるコンピューティングに
よって、シミュレーションはデスクトップへ、そして
さらに身近なものとなりました。設計や解析の妥当性
を確認するための試験で数百台の実機を作成して破壊
する代わりに、仮想環境で数千台の車両を衝突させる
ことが可能になりました。
以前であれば、シミュレーションを扱い、仮想解析機
能を最大限に活用できるのは、高度な教育を受けた専
門分野の解析者に限られていました。しかし、現在で
はシミュレーションの活用拡大と優れた操作性による
各種機能が提供されていることで、設計者自身が概念
設計といった早期段階で意思決定を行えるようになっ
ています。この仮想解析の活用拡大は、市場での結果
にも現れています。当社が実施した調査に基づく右の
円グラフでも、シミュレーションがライフサイクルの
早い段階で活用されていることがわかります。

シミュレーションの役割
ライフサイクルの早期段階でシミュレーションを活用
することは必須になりつつあります。

最新のツールや高い演算能力を利用できることで、企
業は数千にも及ぶ代替設計案に対する試験を行い、定
義した物性に対して評価することが可能になります。
「要件を満たすか」という問いに対しても早い段階で
正しい決定を行えるようになるため、時間とコストの
節約にもつながります。製品開発プロセスに関する調
査でも、製品のコストはすでに設計段階において最大
で80%が決まるということが示されています。企業は
シミュレーションや構成管理手法を活用し、納期やコ
ストに影響の出ない範囲で、できる限り遅いタイミン
グまで意思決定を引き伸ばしています。このように、
部門間にわたる複雑な最適化は、今日の製品イノベー
ションプラットフォームによって支えられています。

シミュレーションの活用拡大によりイノベーションを
加速
さまざまな企業がAnsys社のソリューションを活用し
てシミュレーションベースの最適化設計ワークフロー
を構築しています。
Ansys社は、現在そして将来的に必要となる規模に対応
できる、マルチフィジックスおよびシステムシミュ
レーションを幅広く提供しています。同社のシミュ
レーションでは、お客様の既存のエコシステムを補完
し、AIベースモデリングを組み込んで因果関係による
結果を計算する、オープンサービスおよび規格ベース
のプラットフォームでサポートされる、CAD/PLM/IoT
に依存しないアプローチが提供されます。
同社のシミュレーションソリューションと、Ansys 
MinervaおよびAnsys optiSLangを組み合わせること
で、以下のことが可能になります。
• 適切な品質と一貫性でベストプラクティスを把握
• 異なるエンジニアリング分野にわたってコラボレー
ションを最適化して実現する、ベンダーニュートラ
ルな複雑なプロセスチェーンを接続

• データ、プロセス、HPCを管理しやすくするため、
より多くのユーザーが利用できるような日常的なエ
ンジニアリング支援ツールとしてシミュレーション
を展開

こうした基礎的機能により、Ansys社、そのパート
ナー企業、そしてお客様は、MBSE、サイバーセキュ
リティ、自動運転/操縦システム、デジタルツイン、
さらにその他のデジタルトランスフォーメーション構
想にわたり、適材適所でソリューションを導入できる
ようになります。ライフサイクルの各段階での

シミュレーションの活用

製品設計
32%

概念開発
28%

製造 16%

試験、検証/
妥当性確認

15%

サービス 9%
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次のステップ

Ansys社のプラット
フォーム

マーケットオブワンへの対応
収益を挙げながら個々の製品を開発するには、製品やプロセスのモジュール化、そしてより高度な製造法が必要

モジュール化によって実現する製品イノベーション
これまでの成果を見たとき、より優れた製品を（多く
のケースで高い収益を挙げながら）設計して製造する
上で、モデリングとシミュレーションが極めて有用で
あることがわかっています。しかし、それだけでビジ
ネスを変容させて、顧客が満足するようなカスタマイ
ズされた製品を提供するのに十分なのでしょうか。イ
ンダストリー4.0は、マーケットオブワンの消費者向け
に製品を作るマスカスタマイゼーションを支えること
を目指しています。長年の間、自社製品ラインを定義
して、顧客に合わせてカスタマイズされた製品を提供
するために、数多くの企業がプラットフォームアプ
ローチを採ってきました。これに内在するのがモ
ジュール方式という概念です。多数のモジュール、つ
まりビルディングブロックを用意し、その中から必要
なものを選択して、製品内でそれらをシームレスに統
合する方法です。わかりやすい例がパソコンです。
産業機器を扱う会社は、事前定義された要件と新しい
要件の両方を満たすようにプラットフォームを変化さ
せることから、注文仕様生産方式（CTO：Configure 
To Order）またはシステム設計生産方式（ETO：
Engineer To Order）と分類されます。実はさまざま
な業界の企業が、CTOおよびETO戦略を採用していま
す。一般的な例としては自動車です。自動車モデルは、
2ドアまたは4ドア、ハードトップまたはコンバーチブ
ル、さまざまなタイプのエンジン、トランスミッショ
ン、シート、外装仕上げ、音響システム、ホイール、
サスペンションといった幅広いオプションが用意され
ています。そしてオプション間で複雑な依存関係が存
在することも多々あります。たとえば、より強力なエ
ンジンを選択した場合には、強化されたサスペンショ
ン、ブレーキ、タイヤを選択する必要があります。

そのため、自動車ディーラーでは、見込み客が予算内
で理想の車を構成できるように、オンラインの構成
ツールを用意しています。
こうしたツールを使用してエントリーモデルである
2018年型のAston Martin DB11を構成した場合、選択
できる組み合わせは900,000通りを超えます。当社が
実施した調査では、回答者の32%がETO、28%がCTO
を戦略として採用しています。

高度なバリアント構成に対するニーズ
このような製品プラットフォーム、オプション、およ
び依存関係を定義するには、堅牢で高度な構成管理機
能が必要です。製品は、これまで以上にモジュール化
して設計しなければなりません。こうした要求に応え
るために、大手PLMソリューションプロバイダーの多
くは高度なバリアント構成管理機能の開発に力を入れ
ています。このプロセスでは、よりよい決定を行うた
めに製品構成に関する意思決定を評価できるシミュ
レーションが鍵となります。このプラットフォームア
プローチは、品質、収益性、スケジュールの面で非常
に大きなメリットをもたらします。
また、モジュール化された設計アプローチにより、特
定のモジュールについて別のサプライヤーを採用する
ことで、企業のバリューチェーンの進化も容易になり
ます。
これは、大量の書類手続き、複数レベルでの監査、多
数のサンプリングなど、サプライチェーン管理プログ
ラムでよく見られる面倒な作業を伴うこともあります。
品質や適時性を維持してコストを最適化しつつ、この
プロセスを省略するために、製造会社はグローバルか
つオンラインの市場で新しいバリューチェーンパート
ナーを探し始めています。

市場では、必要なデータが収集され、その新規参入サ
プライヤーが見込み客のパフォーマンス要求を満たす
のに十分な適性があるかといった評価が行われます。
これにより、製造会社は高度なテクノロジーを採り入
れ、新しい機能を提供することで、唯一無二の製品を
開発できるようになります。

異種ツールが混在するエコシステムで要求される
オープン性
Ansys社のソリューションは、PLM、ALM、ERPか
らIoTまで、さまざまなシステムと相互に接続でき
るよう設計されています。その結果、お客様は解析
結果を複雑な製品構成として引き渡し、仮想環境で
設計の妥当性確認を行い、製品ライフサイクルにわ
たるシミュレーションインサイト（知見）を得るこ
とができます。
また、Ansys社の戦略的パートナーシップを通じて、
設計および自動化から生産に至るまでの効率化され
た総合的なエンドツーエンドのソリューションが市
場に提供されます。
以下のプレスリリースを参照してください。
「Rockwell Automation社とAnsys、お客様の迅速
な市場への製品投入と業務効率化のための戦略的
パートナーシップを発表」
「AnsysとSAP社、エンジニアリングとオペレー
ションのバリューチェーンの豊富なデータから得ら
れる インサイトを明らかにするためにパートナー
シップを締結」
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次のステップ

Ansys社のプラット
フォーム

スマートマニュファクチュアリング
安価ながら信頼性の高いIoTモジュール、エッジコンピューティング、および製造技術の進歩によってブラウン
フィールド工場のスマート化を実現
スマートコネクテッドワールド
スマートでコネクテッドなものは、製品に限りません。
個々の仕様に合わせた小ロットの製品を製造するには、
生産対象の製品と同じように構成可能な作業現場や製
造施設に対する高いインテリジェンスが要求されます。
製造オペレーションは、工場内そして拡張エンタープ
ライズまで、すべてスマートでコネクテッドな状態で
あることが必要です。
では、現状はどうでしょうか。先進国の製造工場の多
くは、古い装置と新しい装置が混在しているブラウン
フィールドです。いくつかの装置はスマートであって
も、大半はそうではありません。製造実行システム
（MES：Manufacturing Execution System）や製造
オペレーション管理（MOM：Manufacturing 
Operations Management）といった基礎的な製造ソ
リューションの導入状況は、元の装置メーカーと、そ
のサプライヤー各社の間では一貫していません。
製造プロセス計画や工場シミュレーションを支援する
デジタル製造ソリューションは、すでに数十年前から
提供されています。

ここで、デジタルツインは製品と製造プロセスの両方
を模倣し、さらに製品の品質と製造可能性を確保する
ために相互運用することが必要です。デジタル製造ソ
リューションは以前から提供されているものの、その
実装は自動車、航空宇宙および防衛、ハイテク分野の
大手メーカーにほぼ限定されています。しかし、そう
した企業であっても、自社の工場シミュレーションを
進めるための完成環境の把握には悪戦苦闘してきまし
た。

テクノロジーによって難題を克服
各種のテクノロジーが進化したことで、待ち望んでい
た支援が提供され始めています。インダストリアルIoT
に特化した企業は、機械をさらにスマート化するため
に、コンピューティング、センサー、通信を備えた標
準モジュールを提供しています。エッジコンピュー
ティングテクノロジーにより、特に工場に設置された
エッジデバイスにて作業現場データを収集でき、より
適切な決定を行えるようになります。3Dレーザース
キャナーは精度が一層上がり、ブラウンフィールド環
境の現状をそのまま把握できるようになっています。
走査データによって、最も単純なレベルでは、製造オ
ペレーションを再設計するための3Dでの状況を把握で
きます。

しかし、走査データには他の活用方法がいくつかあり
ます。たとえば、工場施設の運用時構成の把握に利用
できます。計画を立てるために3Dでの状況を提供する
ように、トレーニング向けの仮想現実（VR）シナリオ
の背景としても活用できます。
付加製造技術（AM：Additive Manufacturing）は、主
に非機能的プロトタイプを作成するというこれまでの
目的から、先行品よりも強化され、低コストでシンプ
ルな製造品質の部品を製造するという目的へと移行し
ています。現在、AMと併せて、機械加工のような除去
製造技術プロセスを導入する企業もあります。AMプロ
セスや材料エンジニアリングが進歩する中、材料を設
計し、適切な製造プロセスを選択して、理想的な部品
を達成できるようになります。現在、配線やエレクト
ロニクスを組み込んだ部品をプリントできるAMマシン
もいくつか存在します。収益を挙げながらマーケット
オブワン向けの製品を開発する企業が求めているのは、
まさにこうしたテクノロジーです。

「AM戦略では、コンポーネント設計のための従来型のエンジニアリングアプローチには存在しなかった、開発早期における特有かつ多様な設計問題や製造機能を考慮しな
ければなりません。Ansysでは、AM向けのシミュレーション主導の統一された設計プラットフォームとともに、製造可能性評価のための最先端シミュレーションツール、
材料品質の徹底調査、材料インテリジェンス、およびシミュレーション管理を含む包括的なスイートも提供しています。さらに、学界から3Dプリンターメーカーまで幅広
いAnsysパートナー企業で構成されたエコシステムにより、エンドツーエンドの連続したワークフローも構築できます。当社のソリューションは、金属から熱成形まで対応
する幅広さと深さを特長としており、製造におけるパラダイムシフトにも対応できるようになります。」
（Ansys社、付加製造技術チーフテクノロジスト、Dave Conover氏）
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次のステップ

Ansys社のプラット
フォーム

デジタルデータを活用する世界での製造
デジタルスレッドに支えられたデジタルツインにより、製品イノベーションを一層推進

デジタルツインおよびその他のPLM対応ソリューショ
ンは、ライフサイクルにわたって大きなメリットをも
たらします。
早期のアプリケーションで成果が見られることから、
今後も大いに期待できます。当社が実施した調査では、
導入に向けた早い動きが確認できます。現時点で「運
用中」と回答したのはたった11%、「準備中」は20%
であるのに対して、3年後の状況を「運用中」と回答し
たのは34%、「準備中」は43%とそれぞれ上昇してい
ます。そして回答者の22%は、現時点ではデジタルツ
インは「該当なし」であると答えたのに対して、3年後
も「該当なし」であると答えたのは1%ほどです。
デジタルツインの導入によって得られるメリットにつ
いては、意見がまとまっているようです。トップは
「コラボレーションの向上」で、僅差で「最初から適
切に設計された製品の増加」が続きます。

Ansys Twin Builderで完全なデジタルツインの
構築、妥当性確認、展開を実現
企業は、IoTで遠隔操作されるアセット、機械、お
よび車両を構築および維持して、その性能を追跡す
るために、数百万ドル単位の投資を行っています。
Ansys社はMicrosoft社との協業を通じて、Ansys 
Twin BuilderによりMicrosoft® Azure® Digital 
Twinsの機能を拡張しました。両社のお客様はオペ
レーションを大きく改善できるようになります。こ
のコラボレーションによって、両社のお客様はア
セットの将来の性能を正確に予測して、計画外のダ
ウンタイムにかかるコストを減らすことができます。
また、ユーザーは製品のメンテナンスコストを大幅
に削減して、高品質な製品の市場投入をスピード
アップできるようになります。
「企業は、展開したアセットの性能をさらに最適化
するため、包括的なフィールドデータと実行可能な
インサイト（知見）を必要としており、ビジネスソ
リューションを確立するためにエコシステムパート
ナー企業間でのコラボレーションが必須です。
Ansys Twin Builderの補完的なシミュレーション
データストリームによってMicrosoft Azure IoT 
Servicesは増強され、両社のお客様はアセットの性
能を十分に把握できるようになります。」
（Ansys社、バイスプレジデント兼ジェネラルマ
ネージャー、Eric Bantegnie氏）
以下のプレスリリースを参照してください。
https://investors.ansys.com/news-and-
events/press- releases/2019/04-nov-19-
165947628

3年後に想定されるデジタルツイン導入状況

調査中 22%

該当なし 1%

デジタルツインによって期待されるメリット

運用中 34%
準備中 43%

0% 10% 20%
エンジニアリング部門間でのコラボレーションの向上

最初から適切に設計された製品の増加

製品に対するより深い理解

製品知見の開発時での着実な適用

ビジネス機敏性の向上

複雑さへの対応

その他（具体的に）
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次のステップ

Ansys社のプラット
フォーム

人間の能力の増強
製品ライフサイクルにわたって収集したデータで実行可能な結果を入手

インダストリー4.0、そしてこのeブックで伝えようと
しているメッセージとは、未来のスマートでコネク
テッドな環境は大量のデータで溢れかえるということ
です。
デジタルトランスフォーメーションに成功する者は、
知見やインサイトを作業ポイントに取り込むために
データをうまく活用できるようになります。
1980年代の緑色のテキストのみ表示されるコンピュー
タは、経営幹部情報システムであり、意思決定を支援
する早期のダッシュボード機能でした。現在では、複
数のソースから異種データを組み合わせるダッシュ
ボード機能を備えたソリューションが数多く提供され
ています。こうした機能は、自社アセットを追跡して
管理するためのIoTアプリケーションでよく見られます。
地理的な位置を示すGoogleマップデータと、アセット
ステータスを監視するためのIoTデータを組み合わせる
ような機能です。利用できる構造化および非構造化
データが広範かつ大容量となるため、新たなデータ管
理および分析機能が要求されます。こうした大量の
データから価値のあるインサイト（知見）を見つけ出
すために、これまで以上にAI、機械学習、深層学習が
導入されています。ライフサイクルロールの多くは、
こうしたフィールド情報を使用して、よりよい意思決
定を行えるようになります。

大手企業では、こうしたアプローチを用いてアセット
のメンテナンスをスケジュール設定されたプロセスか
ら予知保全に移行することで、コストのかかるダウン
タイムを避け、機器の全体的な有効性を向上させてい
ます。はるかに低いメンテナンスコストで性能を向上
させた例も数多く見られます。
この情報を作業ポイントに供給すること、特にフィー
ルドにいる時間が長くデスクのない作業者の手元に情
報を届けることが重要になります。
VRの進歩により、テクノロジーは安価で入手できるよ
うになり、大企業から小規模の会社まで利用しやすく
なりました。
ARを導入して、仮想的なインサイト（知見）を現実世
界に重ね合わせることで一層フォーカスできるように
なります。機械のオペレーターは、ARを利用して重要
な機械パラメータと分析を組み合わせて確認すること
で、最適な行動計画を提案できます。メンテナンスが
提案された場合には、ARとVRを組み合わせて、次に取
るべき作業指示を3Dで示すことができます。
製品開発において最も期待できることは、スマートコ
ネクテッド製品がデジタルスレッドや複数のデジタル
ツインと連携して機能することです。

フィールドで問題が発生した場合は、ライフサイクル
の上流に遡り、そうした結果を引き起こした決定内容
や行動を再現できるようになります。製品と製造プロ
セスの両方のデジタルツインから収集したデータを、
フィールドデータと比較して、すべて計画通りに問題
なく作動していることを確認できます。その間に、こ
うしたすべての行動から学習した内容でデジタルス
レッドを強化することで、次世代以降の製品は、顧客
が期待するレベルの品質、信頼性、機能性、コストを
確実に満たせるようになります。データは、人間はも
ちろん、設計、製造、展開する製品やサービスを最大
限まで向上させるため、拡張知能がスムーズに進める
ようにする新しい時代のオイルにも例えられます。
当社が実施した調査では、回答者の45%が現時点で分
析やダッシュボードを「使用している」、44%が「定
期的に使用している」と答えています。広く使用され
ている分析ツールのトップはExcel（25%）で、拡張知
能（16%）、機械学習（21%）、深層学習（13%）と
いったテクノロジーと組み合わせています。この調査
の回答者が、より広範な母集団を正しく表しているの
であれば、課題が山積しているのは明らかです。

「高度なシミュレーションは、深層学習に必要なデータの作成に役立ちます。たとえば、自動運転車のシミュレーションでは、車両が遭遇する可能性がある数多くのシナリ
オを作成できます。AIは、シミュレーションを再考して増幅させるために、物理場とデータをつなげます。IoTが進歩し、コネクテッドな状態がさらに強化されることで、
シミュレーションとAR/VRの連携によって現実世界とデジタル世界のリンクが一層強まり、エンジニアリング設計は大きく変革します。Ansysは、アカデミックパートナー
やスタートアップパートナーとともに、シミュレーション主導のエンジニアリングによる成果を大きく向上させるような技術的進歩に今後も取り組んでいきます。」
（Ansys社、CTO、Prith Banerjee氏）
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次のステップ
事業でのデジタルトランスフォーメーションをもしも進めた場合が問われているのではありません。
自ら運転して道を進むのか、同乗して付いていくのかが問われています。
スマートコネクテッドな未来は日に日に近づいてきて
おり、市場参入する上で最低限必要なものになるで
しょう。
考慮すべきテクノロジーやプロセス変化は数多くあり
ます。さらに、デジタルトランスフォーメーションの
取り組みにおいて貴社がどの段階にいるのか、つまり
着手したところか、かなり進んだ状態か、あるいは
まったく計画がない状態にあるのかも考慮する必要が
あります。
取り組みへの第一歩
何から始めるべきでしょうか。「千里の道も一歩か
ら」という諺もあります。しかし、第一歩とは具体的
に何でしょう。「If you don't know where you've 
come from, you don't know where you are going,
（どこから来たのかが分からなければ、これからどこ
に向かうかを知る由もない）」とは、アメリカの桂冠
詩人であったMaya Angelou氏の名言の1つです。第一
歩は、これまでの状態と現状を把握して理解すること
です。
既存のプロセス、ロール、テクノロジーが多数組み込
まれたブラウンフィールドが、いたるところに存在し
ています。これを理解することは、次のステップに進
むのを阻むほど無力と感じてしまわない限り、重要な
第一歩となるでしょう。失敗を繰り返さないよう、そ
して少しでも前進できるように、過去と現在から学ぶ
ことが必要です。
貴社が製造会社であれば、PLM戦略はどのような状態
にありますか。現行システムの運用期間と運用状況は
どうでしょうか。MCADデータ管理、変更管理、部品構
成表の扱いに苦労していますか。

あるいは、これらをすでに把握できており、スマート
コネクテッドな未来に到達するのに必要な、より高度
なトピックスに進んでいますか。
このeブックで強調してきたように、貴社のデジタルト
ランスフォーメーションには強固な基盤が不可欠です。

スマートコネクテッドワールドで成功
貴社の製品は、スマートでコネクテッドな製品ですか。
エレクトロニクスやソフトウェアによって作動する複
雑な電気機械デバイスを開発している企業の多くは、
競争が激化している今日のグローバル市場で求められ
るスピードで動くには難しい、サイロ化された開発プ
ロセスを採用しています。
現状の開発プロセスを把握することは、それを改善す
るのに必要な重要なステップです。貴社のIoTへの取り
組みは、どうでしょうか。貴社の製品がスマートでコ
ネクテッドな製品であれば、作業現場はどうでしょう。
改善に向けて、プロセスのデジタルツインを運用する
のに必要な製造データを収集していますか。製品を実
稼働させた後は、どのように追跡していますか。市場
によっては、使用状況のみを追跡すればよいでしょう。
しかし、多くの企業では、耐用年数にわたって管理お
よび維持しなければならないアセットを販売し、部品
やサービスで相当の利益を出すことに頼っています。
このeブックで説明してきたように、運用時構成の部品
構成表を管理し、メンテナンス作業を向上しながら、
コストを削減して運用有効性を向上させるのに役立つ
テクノロジーは多数存在します。企業が製品の販売ま
たはリースからのサービス化への移行を模索する中、
アップタイムとサービス効率はこれまで以上に重大と
なります。

このeブックでは、当社が実施した調査の結果を示しな
がら、多くの企業が自社の現状を把握して前進するた
めに役立つであろう用語やテクノロジーについて説明
してきました。数々の新しいソリューションに圧倒さ
れることもあるかと思いますが、大きな変化は、要約
するならば人、プロセス、およびテクノロジーの変化
への組織的な対応であるといえます。開始点は各社で
異なりますが、CIMdataでは、どのような選択であっ
ても、大きく（そして戦略的に）計画を立て、少しず
つ（目に見える成果を挙げられる集中的な変化に）着
手しながら、それぞれの成果を足掛かりに一歩ずつ組
織を前進させることが重要であると考えています。

着手すべき時
CIMdataが実施した調査では、デジタルトランス
フォーメーション（DT）構想の約14%が、回答者
のPLM戦略に関連性がないことが示されています。
21%においては、PLMがDTを主導しています。貴
社が製品開発を行っており、DT戦略を打ち立てて
いる場合、貴社のDT構想や目標を達成するには、
シミュレーション主導の設計を重視したPLM戦略お
よび実装の根幹が強固でなければなりません。
—CIMdata、バイスプレジデント、Stan 
Przybylinski
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Ansys社のプラットフォーム

次世代イノベーション向けのデジタルトランスフォー
メーション+ハイブリッドクラウドアプローチ
私たちは、お客様が求めているコンピューティングリ
ソースやデータストレージに関連するニーズの進化を
目の当たりにしています。企業は、パブリッククラウ
ドとプライベートデータセンターの間でコンピュー
ティングおよびアプリケーションスタックのバランス
を取る必要性に迫られています。たとえば、アプリ
ケーションによっては遅延やプライバシーに対して明
確なニーズがあるため、プライベートデータセンター
での処理が適することもあります。あるいは、高いコ
ンピューティング能力が要求されるような大規模な設
計調査や自動運転/操縦システムのシミュレーションは、
クラウド/マルチクラウドコンピューティングの方が適
することもあります。ハイブリッドクラウドソリュー
ションは、こうした多目的のニーズに対応でき、複雑
さを増すシミュレーションワークフローを容易に実行
できます。
「Ansysのハイブリッドクラウドアプローチは、個々の
クラウド採用ニーズに最適な拡張性の高いソリュー
ションでお客様を支援します。たとえば、Ansys 
Cloud（SaaS）では、Ansys Mechanical、Ansys 
Fluent、Ansys Electronics Desktopといった当社のフ
ラッグシップ製品へのシームレスでダイレクトなクラ
ウドアクセスを提供します。また、Ansys Elastic Unit
およびBYOLを通じて柔軟なライセンシングも提供され
ます。このハイブリッドモデルをサポートするAnsys 
Minervaのようなプラットフォームソリューションによ
り、最適なIT戦略を確実に構築できるようになりま
す。」
（Ansys社、クラウドアンドプラットフォーム担当バイ
スプレジデント兼GM、Navin Budhiraja氏）

シミュレーションおよび最適化をエンジニアリングビジネスに接続

PLMコンサルティングのグローバルリーダー
www.CIMdata.com

（資料提供：Ansys社）
https://www.ansys.com/products/platform

Ansys社はあらゆる物理場にわたる
最善のソリューションを提供します。

http://www.cimdata.com/
https://www.ansys.com/products/platform
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