
製品データをつなぎ
業務プロセス革新を実現する
デジタルスレッド

Own the Lifecycle



たったひとつの出来事が、世界中の人々の暮らしを一変させ、デジタルの波で飲み込みました。デジタルトランスフォーメー

ションはもはや将来のことでも、一過性のプロジェクトでもありません。デジタル化され、オンラインに接続された社会が

「前提」となり、ものづくりが進んでいきます。そして、今後もテクノロジーが進歩するにつれ、劇的な市場の変化が短期

間に起こることが予想されます。今こそ、「持続可能なデジタルトランスフォーメーションの基盤」を築くときです。

Aras Corporation 設立
Aras Innovator 
Ver.1リリース

Aras の掲げる「Own the Lifecycle」は、つまり自社固有の製品データのライフサイクルを構築することを意味します。これにより、製造業は競合
他社に競り勝ち、製品開発におけるアジリティ（俊敏さ）を手に入れることができるようになるのです。あらゆる製品データへの迅速なアクセスを可能に
することで、ものづくりのデジタル変革を加速させます。製品開発の俊敏さはテクノロジーさえ動かし、ものづくりの環境がこれからどのように変化しよ
うとも、その変化に追従し適応できるようになるでしょう。Aras はお客様とともに進みます。製品データと組織をつなげ、業務プロセスを確立し、未来
を手に入れましょう！

急速に進む ものづくりのデジ タル変革

Own the Lifecycle
製品データをつなぎ業務プロセス革新を実現するデジタルスレッド

Arasは、2019年7月の CIMdata 論評にて、
デジタル変革を効果的に実行するためには弾
力性のある PLM プラットフォームが重要であ
ると述べており、Aras はまさにレジリエントな
プラットフォームをデジタル変革のために提供
していると評価しています。

大手調査会社が Aras に注目
Aras はデジタル変革実現のための中核者であると評価されています

2000年

Aras Innovator
Ver.11 リリース
・ソリューションを
  コンポーネント化し
  顧客企業内での
  PLM 導入領域拡大を容易に

2015年

2014年

Aras Innovator 
Ver.9 リリース
・インターナショナライゼーションに対応し
  グローバルカンパニーを支援

2008年

ライセンス形式から
サブスクリプション形式への転換
・PLM ユーザーを高コストな
  ライセンスから解放

2007年

Aras Innovator 
Ver.8 リリース
・PDM から PLM へ

2006年

Aras とは

Aras をデジタル変革の
中核者と評価

CIMdata は『Product Innovation Platform 
Assessment』の中で、「Aras PLM プラットフォーム
が戦略的インペラティブや機能的特徴の両方の評価基
準において十分に定義を満たしていることに感銘を受け
た。 Aras PLM プラットフォームとビジネスモデル、
サービスによって基準が高くなった。」と述べています。

Aras を製品革新のための
プラットフォームとして高く評価

Product Innovation Platform Assessment, CIMdata

Aras Innovator 
Ver.10 リリース
・.NET からの脱却
・HTML5 対応

2012年

アラスジャパン
合同会社設立
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未来のデジタルプロセスは、今はまだ存在しません。しかし競争力を維持するには、現在と未来
の両方のニーズに対応するテクノロジーが必要です。

Aras Innovator のローコードプラットフォームは、様々な変化に対応可能なため、ビジネス要
件の変化に合わせて、古いアプリケーションを短期間で進化させたり、新しいアプリケーションを
開発したり、他システムとも接続することができます。ローコードで構築されたアプリケーション
はすべてアップグレード可能です。

Aras のプラットフォームは、より高速で柔軟なシステムのリリースを可能にし、エンタープライ
ズアプリケーションの開発速度を向上させることが可能であると共に、そのために必要なサービ
スをサブスクリプション形式でご提供しています。サブスクリプションに加入すれば、追加費用な
く、Aras のすべてのアプリケーションにアクセスできます。

もちろん、新しいアプリケーションやサービスが追加されても例外ではありません。

Aras Innovator プラットフォームでは、データとプロセスのオーナーはお客様です。どのよう
に共有するか、どのように接続するか、だれが閲覧できるか、どんなツールを使用できるかを決
定するのはお客様です。このオープンな環境は、システム全体のデータ共有をサポートし、デジ
タル変革の取り組みに必要な重要な機能を提供しています。

Aras はものづくりのためのソフトウェアを再発明し、お客様が柔軟性をもって、未来の課題に
チャレンジするための活力を提供していきます。

急速に進む ものづくりのデジ タル変革

私たちは世界のものづくりを変革しています

アラスジャパン社長

久次  昌彦

What’s
Next

Aras Innovator 
Ver.11 SP12 リリース
・OAuth, RESTful API,
OSLC, ABAC/PBAC および
Configurator Service を追加し、
プロダクト・イノベーション・
プラットフォームへと進化

2018年
Aras Innovator 
Ver.12 リリース
・UI を改善し、ユーザビリティを向上
・その他、検索機能をはじめとした
各機能のパフォーマンス強化

2019年
Aras Innovator 
Ver.12 SP9 リリース
・高度な3Dビューワやデジタルツインのための
機能などをFree版として一般公開

Aras Innovator 
Ver.12 AICD リリース
・クラウドのコンテナ上での稼働が可能に

2020年

Aras Innovator
Ver.11 SP9 リリース
・接続容易性、環境適応性、
  持続可能性が評価され、
  エンジニアリングプラットフォームにおける
  PLM のリーディングカンパニーに選出

2017年

Aras Innovator
Ver.11 リリース
・ソリューションを
  コンポーネント化し
  顧客企業内での
  PLM 導入領域拡大を容易に

Aras とは
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Logical

Aras は、製造業におけるビジネスモデルと業務プロセスは
各社により全く異なることを理解しています。

デジタルスレッドでできること
● 変化する顧客や市場の要求に対する応答性を改善
● 品質向上の実現
● 新製品や新機能の開発のスピードアップ
● ライフサイクル全体のトレーサビリティを実現
● 将来のイノベーションのために市場の製品と接続
● デジタルツインの基盤を確立

レジリエントなプラットフォーム

なぜ、デジタルスレッドが製品ライフサイクル全体の状況を把握する鍵になるのでしょうか。それは、製品とそのデジタルアセットを、製品コンセプトの
段階から設計、製造、品証、サービスまで完全に追跡できるようになるからです。この切れ目のない情報の流れは、製品ライフサイクルのあらゆる面で意
思決定に役立つ重要な洞察を得るのに非常に役立ちます。コミュニケーションとコラボレーションを改善し、市場投入までの時間を短縮してより良い製
品を実現できます。

デジタルスレッド

Aras では、企業が市場で競争力を持ち続けるために、レジリエント（しなやか）なプラットフォームが必要であると考えています。レジリエントなプラット
フォームは、ユーザーを特有のテクノロジーに縛ることなく、変化するビジネス要件に適応するように開発されており、すべての既存のカスタマイズを
維持しながらアップグレードできるように作られ、かつデータの透明性は完全に保たれると定義します。

Aras とは

システムに合わせてものづくりの業務プロセスを変える必要はありません。

真の PLM システムは、変化に迅速に対応しながら、永続的に使い続けられるプラットフォームです。

Aras の強み

オープンプラットフォームを使用することで、古いテク
ノロジーやソフトウェアベンダーにがんじがらめにな
るのではなく、自社でデータを所有・活用することが
できます。

データの透明性

プラットフォームはテクノロジーに縛られてはなりませ
ん。プラットフォームが継続的に有効であるためには、
オープン・スタンダードに準拠して、柔軟に設計され
ている必要があります。

最新技術への適応

ビジネスプロセスは、システムが追随できるかどうか
とは無関係に変化していきます。レジリエントなプラッ
トフォームは、単に変化に追随できるだけではなく、
変化を促すほど適応性が高い必要があります。

ビジネスの変化への適応

コンセプト 商品開発 製造 サービス

ALM MS Office

FMEA Process ManualReq Tool CAD/CAE

Req’t Doc

Function

fx CAD Doc

Simulation

PartPartPart

Software
DQD

ECN
Process Plan

Process Plan

Service

User Guide
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Aras は、製造業におけるビジネスモデルと業務プロセスは
各社により全く異なることを理解しています。

Aras プラットフォーム独自のオープンアーキテクチャは、設計に必要なオーサリングツールからエンタープライズ
システムまでをつなぎ、企業全体の製品ライフサイクルにわたり各部門のコラボレーションを可能にします。この
オープン性により、システム間のデータ共有が実現され、そしてデジタルトランスフォーメーションを目指す際に重
要となる機能を担います。
Aras は企業全体のデータ、カスタマーエクスペリエンス、ビジネス、製品革新などあらゆる情報を含めた、データ
のライフサイクルを構築することを可能にし、技術インフラとして企業を支えます。

オープン

Aras のものづくりのためのローコードプラットフォームは、アプリケーション開発において、コード記述の必要性
を低減します。業務とそのプロセスをモデル化することで、Aras Innovator では使い勝手のよい UI を用いて、
業務ルールに対応できるデータモデルを作成し、また、データ間に関連性を持たせることが可能です。
これらにより、システム構築期間を短縮し、プロジェクトリスクの低減が可能です。

柔軟

Aras プラットフォームのアーキテクチャは、ファイルシステムと Web サーバーをスケールアウトし、非トランザク
ションデータをスケールアウトサーバーに移動することでデータベースをスケールアップします。
Aras プラットフォームはパフォーマンスに影響を与えることなく、グローバルサプライチェーン、サプライヤー、
そして多数のチームを抱える企業における様々なニーズに対応します。

拡張性

Aras のアップグレードはサブスクリプションサービスとして保証され、Aras によって実施されます。これにより、
ユーザー企業は技術的に後れを取らず利用し続けることができます。
Aras のプラットフォームは、アップグレード時に既存の仕組みに悪影響を及ぼすことなく、企業独自のビジネス
ニーズに合わせてカスタマイズできるように設計されています。カスタマイズにかけた工数やコストを、アップグレー
ドプロセスによって無駄にすることはありません。

アップグレード可能

Aras とは

Aras のアーキテクチャ

クライアント

アプリケーション

モデリング・エンジン

プラットフォーム・サービス

リポジトリ

外
部
コ
ネ
ク
タ
ー
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Aras Innovator のソリューションは様々な業種に対応しており、複数の
ビジネスドメインを持つ大手企業にもフィットします。また、各業界のリー
ディングカンパニーが Aras を採用しており、業界固有の業務に対する
アップデートも随時行っています。

製品データをつなぎ
業務プロセス革新を実現するデジタルスレッド

Aras Innovator のソリューション概要

多種多様な業種に対応 航空宇宙・防衛 自動車 産業機械 医療機器

MBSE によりモデル化された製品アーキテクチャを
有効活用するには、デジタルスレッドによる製品情
報のトレースが不可欠です。

MBSE に欠かせない
トレーサビリティ

➡ P.8

企 画

現在お使いの PDM は、メカ、エレキ、ソフトの連
携に対応できますか？

メカ・エレキ・ソフトを越えた
多分野製品設計

➡ P.8

設 計

Aras Innovator には企業の機密情報である製品情報を安全に、
効果的に共有するためのセキュリティ、アクセスコントロール、コラボ
レーション機能が搭載されています。

企業の枠を超えたサプライチェーン全体の
セキュアなコラボレーション

➡ P.10

コラボレーション

プロジェクトや文書データ、コミュニケーショ ンの履歴は製品や関連データと密に連携
し、設計から保守に至るまでのすべての製品 ライフサイクルのデジタルスレッド構築を
実現します。

業務プロセス革新を実 現するための
デジタルスレッドを構築 する Aras のプラットフォーム

プラットフォーム

Own the Lifecycle
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IoT やコネクテッド製品が当たり前となり、様々な技術や組織が複雑に絡み合って製品が開発されていく中で、ものづくり

のボーダレス化はますます進みます。

分断されたシステムで、メカ・エレキ・ソフトなどの各領域を融合した製品の設計開発を、市場のニーズに合わせて行える

でしょうか。不具合が発生した際に、原因の特定および影響度合いの分析が速やかに行えるでしょうか。

納品済みの製品を適時・適切にメンテナンスし、顧客のビジネスを持続させることができるでしょうか。

グローバルな視点で、企業の垣根さえも取り払うことが必須の時代には、設計から製造、アフターサービスに至るまでの

業務プロセスのダイナミックなデジタル変革が急務です。

Aras Innovator のソリューション概要

・・・他

ハイテク ヘルスケア 造船 消費財 化学 エネルギー 輸送・物流

設計から製造、そして保守に至るまでの障壁を取り払いま
しょう。

部門を越えてシームレスにつながる
設計・製造プロセス

➡ P.9

製 造

Aras のプラットフォームには、各種業界の法規制への対
応ソリューション、および FMEA や APQP を実現する
ソリューションが標準搭載されています。

製品不具合の未然防止、
発生時の影響度把握

➡ P.9

品質保証

設計・製造情報とつながる保守サービス情報は、設計、製造部門にも
共有され、新製品開発時のヒントとして利用されるほか、不具合発生
時には迅速なトレーサビリティを実現します。

設計・製造と連動する
保守サービス

➡ P.10

保 守

プロジェクトや文書データ、コミュニケーショ ンの履歴は製品や関連データと密に連携
し、設計から保守に至るまでのすべての製品 ライフサイクルのデジタルスレッド構築を
実現します。

業務プロセス革新を実 現するための
デジタルスレッドを構築 する Aras のプラットフォーム

➡ P.11
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製品が複雑化する中で、システムズエンジニアリング思考が求められています。システムズエンジニアリングにより
製品アーキテクチャを俯瞰することが可能となるとともに、複雑なシステムの開発においても過去に実績のある設
計情報を利用し、最適なアーキテクチャを検証できるようになります。
これには、製品ライフサイクル全体のトレーサビリティを実現するデジタルスレッドが不可欠であり、既存製品の設
計・製造・保守のデータを、システムズエンジニアリングの検証プロセスに利用し将来製品の企画に役立てること
が可能になります。

Aras Innovator のソリューション

Aras Innovator による各種ソリューション

MBSE、システムズエンジニアリングに
欠かせないトレーサビリティ

製品構成のベースライン、PCB、ソースコードの各リビジョンや、開発段階の最新機種における各リビジョンを正
しく把握できていますか？ Aras では、対応しあうリビジョン・バージョンの適切な管理、分野横断的なコラボレー
ション機能、Microsoft®Office Word や Excel、CAD といった、エンジニアが使い慣れたアプリケーションと
シームレスにつなぐコネクタにより、専門性の異なるエンジニアたちの共同開発を強力に支援します。
また、電子部品設計を支援するコンポーネント・エンジニアリング（電子部品データベース）や、ALM 連携など、
それぞれの領域のエンジニアのための機能も取り揃えています。

メカ・エレキ・ソフトを越えた多分野製品設計

主な対応機能
● システム アーキテクチャ
● 要件管理
● ビジュアル・コラボレーション
（社内 SNS)
● 各種外部連携・コネクタ（モ
デリングツール、要件管理
ツール、ALM）
…他

主な対応機能
● プロダクト・エンジニアリング（各
種 BOM 管理、構成管理、設計
変更管理、CAD 管理 など）

● マルチ CAD 管理、CAD コネクタ
● シミュレーション管理
● コンポーネント・エンジニアリン
グ（電子部品データベース）

● エフェクティビティ管理
● コンフィギュレーター・サービス
● ビジュアル・コラボレーション（社
内 SNS）

● 各種外部連携・コネクタ（ALM、
PDM、PLM）
…他

▼ 要件管理 ▼ システム設計要件の
　 リレーションシップを可視化

▼ 関連データへのドリルダウン&
　 ドリルアップが可能な BOM 管理

▼ 約5億点の電子部品データベースから外注部品を
　 検索できる、コンポーネント・エンジニアリング

企 画

設 計

要件をブレイクダウンできる
システム アーキテクチャソリューション

▲

シミュレーション管理ソリューションで
分析結果を比較

▲
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Aras Innovator のソリューション

設計から製造、そして保守に至るまでの障壁を取り払いましょう。
Aras のプラットフォームでは、設計 BOM からスムーズに製造 BOM を作成し、製造部門への作業指示書の作
成まで行うことが可能です。設計、製造、保守の各種データ間の連携は、不具合発生時の迅速なトレーサビリティ
にもつながります。
また工場の生産設備などから得られるビッグデータを分析し Aras プラットフォームに返すことで、設計変更や作
業指示書の改善をすることができます。

部門を越えてシームレスにつながる設計・製造プロセス

製品は年を経るごとに複雑化しているうえ、市場の品質への要求も高まり続けています。品質保証部門の負う業務
は製造前後の多岐にわたるようになりました。加えて、医療機器、自動車、航空宇宙など各業界固有の法規制の遵
守も避けて通れない重要事項となっています。
Aras のプラットフォームには、各種業界の法規制への対応ソリューション、および FMEA や APQP を実現
するソリューションが標準搭載されています。Arasプラットフォーム上で品質保証を行うことで、製品情報とのシー
ムレスな連携や、品質保証業務の成果物を製品データに関連付けて管理することができる利点があります。

製品不具合の未然防止、発生時の影響度把握

主な対応機能
● プロダクト・エンジニアリング
（MBOM 管理、設計変更管理）
● 製造プロセス計画
● エフェクティビティ管理
● 技術文書作成
● 各種外部連携・コネクタ
（ERP、MES）
…他

主な対応機能
● コンポーネント・エンジニアリ
ング（電子部品データベース）

● 品質管理（APQP、FMEA、
CAPA など）

● 技術文書作成
…他

◀ ▼ EBOM と MBOM の相違を確認したり、
 プロセス計画策定ができる
 製造プロセス計画（MPP）ソリューション

◀ Excel ライクな UI で設計 FMEA を管理

コンポーネント・エンジニアリングでは REACH、
RoHS、含有化学物質の情報等も確認可能。

製 造

品質保証

▲
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製造業は、納品済み製品を適切に保守メンテナンスし顧客のビジネスを持続させることが求められており、同時に
メンテナンス情報は次世代の製品開発の大きなヒントとなります。 Aras のプラットフォームでは、設計および生産
時の製品データは速やかに保守サービス担当者に共有され、それらはモバイルデバイスからの利用が可能です。
保守サービス担当者がモバイル上で入力したメンテナンス情報や顧客のクレームは設計、製造部門にも共有され、
新製品開発時のヒントとして利用されるほか、不具合発生時には迅速なトレーサビリティを実現します。

Aras Innovator のソリューション

Aras Innovator による各種ソリューション

設計・製造と連動する保守サービス

IoT、コネクテッドのように複雑な製品の開発には、企業組織内の部門・分野横断的なコミュニケーション・コラボ
レーションが求められるだけでなく、サプライヤやその他協業先を含め、企業組織の枠を超えた連携が発生するケー
スもあります。Aras Innovator には企業の機密情報である製品情報を安全に、効果的に共有するためのセキュ
リティ、アクセスコントロール、コラボレーション機能が搭載されています。

製品イノベーションを支援する、 
組織内外のセキュアなコラボレーション

主な対応機能
● プロダクト・エンジニアリング
（サービス BOM）
● MRO（メンテナンス管理）
● モバイル対応
…他

主な対応機能
● 外部データ交換
● コンフィギュレーター・サービス
● ビジュアル・コラボレーション
（社内 SNS)
● セキュリティ
● アクセスコントロール
● クラウド対応
…他

保 守

コラボレーション

◀ 製品の企画・設計から納品後のメンテナンスまでの
　 デジタルスレッドを実現するメンテナンス管理
　 （MRO）ソリューション

◀ セキュアな社内 SNS、ビジュアル・コラボレー
ション

製品のパーツ単位でのビューイングを可能にする
3Dビューワ、ダイナミック・プロダクト・ナビゲーション

▲

製品の様々なコンフィギュレーションの組み合わせを
実現可能な、コンフィギュレーター・サービス

▲
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Aras Innovator のソリューション

Aras Innovator は、お客様固有の業務プロセスやシステムに合わせて構築できる、レジリエントなプラットフォー
ムを備えています。 Aras Innovator の様々なアプリケーションに共通してご利用いただける、プロジェクト管理や
文書管理、ビジュアル・コラボレーション、全文検索などの豊富な機能群は、業務のデジタル変革を進め、製品情報
と密に連携し、設計から保守に至るまでのすべての製品ライフサイクルのデジタルスレッド構築を実現します。

業務プロセス革新のための
デジタルスレッドを構築する Aras のプラットフォーム

全機能一覧

● ダイナミック・プロダクト・ナビゲーション
（3Dビューワ）
● グラフナビゲーション
● ツリーグリッドビュー
● クエリビルダー
● プログラム管理（プロジェクト管理）

▼ Aras のプロジェクト管理では、アサインされた担当者への自動通知や、
プロジェクト成果物を製品データに関連付けて管理することが可能

▼ 製品データを利用し、仕様書や作業指示書、マニュアルなどの作成が可能
な技術文書作成ソリューション

主な機能
● テスト自動化プラットフォーム
● 文書管理
● Microsoft®Office コネクター
● 技術文書作成
● 外部データ交換
● セルフ・サービス・レポーティング（レポート作成）

● ビジュアル・コラボレーション（社内 SNS)
● エンタープライズ検索（全文検索）
● モバイルアプリ（Aras フロー、コンポーネント・サーチ）
…他

プラットフォーム

機能 Enterprise Standard Free
文書管理 〇 〇 〇
パーツ管理 〇 〇 〇
BOM 管理 〇 〇 〇
設計変更管理 〇 〇 〇
構成管理 〇 〇 〇
プロジェクト管理 〇 〇 〇
コンポーネントエンジニアリング 〇 〇 〇（電子部品データベース)
QMS（品質管理） 〇 〇 〇
システム アーキテクチャ 〇 〇 〇
要件管理 〇 〇 〇
技術文書 〇 〇 〇
SOLIDWORKS PDM Pro Connector  〇 〇 
プロダクト エンジニアリング 〇 〇 〇
シミュレーション管理 〇 〇 〇
MPP（ 製造プロセス計画） 〇 〇 〇
デジタルツインコア 〇 〇 〇
Office コネクター 〇 〇 

PLM機能 プラットフォーム機能
機能 Enterprise Standard Free
アイテム 〇 〇 〇
ライフサイクル 〇 〇 〇
ワークフロー 〇 〇 〇
セキュリティ 〇 〇 〇
多言語化/多拠点化 〇 〇 〇
レポーティング 〇 〇 〇
API 連携 〇 〇 〇
Vault 〇 〇 〇
グラフ ナビゲーション 〇 〇 〇
ビジュアル コラボレーション 〇 〇 
ダイナミック プロダクト ナビゲーション 〇 〇 
シングルサインオン 〇 〇 
Vault レプリケーション 〇 〇 
エンタープライズサーチ（横断検索） 〇 〇
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Aras サブスクリプション サービス & オープンコミュニティ

お客様のものづくりのプラットフォーム構築のプロジェクトを成功に導く、
豊富なサブスクリプションサービスとオープンコミュニティ
Aras Innovator は、一般的なライセンス形式で提供されるソフトウェアとは大きく異なります。 アップグレードを始め、様々な サ ービスをサブスクリプション契約の中で利用可能で、お客様のものづくりプラットフォーム構築プロジェクトを成功に導き、
デジタル変革を強力に支援します。また、Aras の最大の特長ともいえる業界内でも最も活発なコミュニティ活動は、ユーザー、パートナー、デベロッパーなどから数万人規模で構成され、どなたでもご参加いただけます。メンバー間のコラボレーションを
はじめ、相互支援、ソリューションの共同開発、Aras 製品とテクノロジーの強化・改善、およびノウハウの共有のためにこのネッ トワークが活用 されています。

Aras サブスクリプション

Aras オープンコミュニティ

新機能紹介やヒント＆コツ集、最新事例、イベント情報など、Aras に関する
最新情報をご確認いただけるポータルサイトです。

コミュニティサイト（ナレッジベース）

世界中の Aras ユーザーが開発した機能やサンプルコード、テンプレートを
利用できます。（一部有料）

コミュニティ・プロジェクト・ソリューション

情報共有、意見交換、そしてコラボレーションが行えるプラットフォームです。
皆様の質問や経験を日本語でもお気軽にどうぞ。

フォーラム

リリース予定の機能を公開しています。リリース順には皆様の意見が反映さ
れますのでご希望の機能にぜひ投票してください。

ロードマップ

Aras サブスクリプションのメリット

Aras Innovator のサブスクリプションにご加入いただくことで、Aras Innovator の豊富なアプリケーション・柔軟なプラットフォーム機能が、お客様独自の業務プロセス、課題
に応じた柔軟なソリューションの構築を支援します。さらに、追加コスト不要のアップグレードサービスや、拡張可能なクラウド環境、All-in-One のマネージドサービスなど、今後
のビジネス環境やテクノロジーの変化に常に対応し続けられる持続可能なデジタルトランスフォーメーションの基盤を提供します。

 Enterprise Standard 
Free サブスクリプション サブスクリプション

ソフトウェア
Aras Innovator ◎ ◎ 制約ありプラットフォーム   
Aras アプリケーション ◎ ◎ ◎
Aras コネクター ◎ ◎ ー
パートナーアプリケーションと オプション オプション オプション
コネクター
Aras ツール ◎ ◎ 制約あり
Aras DevOps ◎ オプション ー
ホスティング
 

クラウド
 クラウドまたは クラウドまたは

導入手法  オンプレミス オンプレミス
 

（Aras による運用）
 （お客様ご自身で運用） （お客様ご自身で運用）

追加容量 利用可能 ー ー
マネージド サービス ◎ オプション ー
その他サービス
Aras によるアップグレード ◎ ◎ ー
（カスタマイズ部分含む）
  24時間×7日 セルフサービス、
サポート 24時間×7日 （Tier 500 以下の場合は コミュニティを利用
  10時間×5日間) 
トレーニング 無償/無制限 無償/無制限 有償

シンプルな価格体系メリット1

メリット2 カスタマイズ部分を含む
アップグレード保証

テクニカルサポートメリット4

無償/無制限の
トレーニング

メリット3

サービスパックメリット5

生産性向上ツールメリット6
オンライン
ナレッジポータル

メリット7

Aras のサブスクリプションモデルなら、初期導入コストを抑えつつ、導入メリットを早期に得られます。

Aras 導入メリット

Aras のコスト

旧来の PLM のコスト

旧来の PLM 導入メリット
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Aras サブスクリプション サービス & オープンコミュニティ

お客様のものづくりのプラットフォーム構築のプロジェクトを成功に導く、
豊富なサブスクリプションサービスとオープンコミュニティ
Aras Innovator は、一般的なライセンス形式で提供されるソフトウェアとは大きく異なります。 アップグレードを始め、様々な サ ービスをサブスクリプション契約の中で利用可能で、お客様のものづくりプラットフォーム構築プロジェクトを成功に導き、
デジタル変革を強力に支援します。また、Aras の最大の特長ともいえる業界内でも最も活発なコミュニティ活動は、ユーザー、パートナー、デベロッパーなどから数万人規模で構成され、どなたでもご参加いただけます。メンバー間のコラボレーションを
はじめ、相互支援、ソリューションの共同開発、Aras 製品とテクノロジーの強化・改善、およびノウハウの共有のためにこのネッ トワークが活用 されています。

Aras Labs は、Aras 内部の開発チームとコミュニティをつなぎ、最新技術
の検証、プロトタイプ開発などを行います。

Aras Labs

最新ソリューションやロードマップ、ユーザー事例、業界最新情報
等をコミュニケーションするイベント。ユーザー、パートナー、Aras 間の現
場の生の声で情報交換が可能となります。

Aras コミュニティ・イベント（ACE）

Japan Aras User’s Meeting 
Platform 日本ユーザー会（JAMP）

JAMP は、Aras Innovator のサブスクリプショ
ン契約企業で運営される日本のユーザー会です。
ユーザーが利用上の課題や活用法を直接共有し
たり、製品への意見・要望をとりまとめ Aras に
伝え、機能強化、製品開発を加速することを目的
としています。

トレーニング

サブスクリプションをご契約いただくと、Aras
のトレーニングを無料で受講いただけます。

Aras Innovatorの検討のため、利
用開始するため、利用拡張するため
など、フェーズごとに合うクラス、エ
ンドユーザ向けやシステム管理者向
けなど役割に合わせたクラスなどを
ご用意しています。

Arasのトレーニングは、講義と実践
的な演習を組み合わせて提供してい
ます。使い方や設定方法、プログラ
ムを用いたカスタマイズ方法など豊
富な内容を習得いただけます。

定期トレーニングは、講師によるオ
ンラインコースを始め、東京、欧米
の各拠点で開催しています。また、
各社独自のニーズに合わせたオンサ
イトでのカスタムトレーニングもご提
供しています。

コンサルティング

サブスクリプションをご契約いただくことで、コ
ンサルティングサービス費用を特別料金でご提
供します。製造業のお客様の課題解決に取り組
み、幅広く深い経験を積んだコンサルタントが、
お客様のプロジェクトを成功に導きます。

サポート

Arasの開発部門と直結したサポート部隊は豊
富な技術的知識と経験を持ち、お客様の技術的
な困り事やフィードバックをヒアリングし、開発
部門からの回答だけでなく、世界中のサブスクリ
プションのお客様からのフィードバックやアイ
ディアも交えて、的確な解決策を提示します。

アップグレード

一般的にPLMは、一旦導入・展開すると、なか
なか新しいバージョンにアップグレードすること
は容易ではありません。Arasは違います。 Aras
のサブスクリプションには、アップグレードがサー
ビスとして保証され、Arasによって実施されま
す。Arasのレジリエントなプラットフォームによ
り、お客様がカスタマイズした部分も影響を受け
ることなくアップグレード可能です。導入時にか
けたカスタマイズの工数やコストを、もうアップ
グレードによって無駄にすることはありません。

● ディスカバリーワークショップ
各企業の業務プロセスを元に、プロジェクト関係
者とディスカッションを進め、あるべき姿との
ギャップを分析し、システム体系のレビューを行
います。 実施後には、各企業のニーズを満たす
ように設計されたArasのソリューションの展開
と導入のガイドとなる計画が提供されます。

● 導入サービス
Aras Innovatorの導入は、独自の方法論（AIM）
を用い、対話型アプローチ手法によってまず問題
を明確に定義し、スモールスタートでアジャイル
形式に進めます。早い段階からユーザーを巻き
込み、リソースを最大限有効に利用し、プロジェ
クト全体を通じて組織的に定義、改善、試験、そ
して開発を行います。

対象

内容

開催地
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Aras Innovator 顧客事例 

成功を収めている Aras Innovator のユーザー企業

課題・目標
● 多様化する市場要求やビジネス環境の変化に即応可能なシステム基盤を
整備する

● 多岐にわたる各事業体のニーズや機能を実現しながら、システム基盤を共
通化することで開発・運用コストを削減する

Aras Innovator 選定ポイント
● 「柔軟性」「機動性」「持続性」を備えたオープンなプラットフォーム
● 低コストでサービス提供可能

結果
● 柔軟に対応可能な PLM プラット
フォームを、インフラ運用を含めた
PaaS として提供し、各事業が要
件に合わせて自由に業務アプリを
開発可能に

● 多くの業務アプリ構築プロジェクト
が 3～６ヶ月以内で完了

● 導入費用は従来比最大83％減を実現

グループ各事業の多様な業務要件に 
タイムリーに応える低コスト・アジャイルな PaaS

導入企業

川崎重工業株式会社 技術開発本部 様

全社技術情報基盤を統合して
将来の TCO 抑制に期待

導入企業

Airbus S.A.S.  様

Aras の PLM プラットフォームに
電子化された品質管理システムを構築

導入企業

富士フイルム株式会社 様

課題・目標
● 医療機器用 QMS としての要件を
満たす

● 品質情報間の連係を強化し品質
向上させる

● その上で、当局や監査機関の査察・
監査に耐えられる医療機器用
QMS を電子システム上に短期間
で構築する

Aras Innovator 選定ポイント
● 最新機能のリリース頻度および
アップグレード性、および低コスト
なサブスクリプションサービス

● 自社 QMS に最適化を可能とする
カスタマイズ適性

● 医療機器 QMS 向けテンプレート

結果
● QMS の電子化が進み、紙文書記録を使わず効率
よく効果的に監査対応可能

● Aras の情報連携機能を活用し品質情報間の連
携が強化

● 業界専用テンプレートにより、DHF 等を高いレベ
ルで実現可能に

● 統合化された電子情報管理により、市場や顧客の
声を素早く次のアクションにつなげられるように

課題・目標
● 技術情報は社内の1,000 以上の
旧システムや専用システムで稼
働、個々のシステムを最新版にアッ
プグレードは不可能

● 技術情報基盤を Aras プラット
フォーム上に統合することによっ
て、最新のテクノロジーへの追随
が可能に

Aras Innovator 選定ポイント
● すぐに活用可能な豊富な機能
● オープン アーキテクチャと統合の
しやすさ

● 臨機応変にハイエンドのデータモ
デルに対応

● カスタマイズを含めたアップグ
レードサービス

● 長期的な継続性と TCO

結果
● 全社のエンジニアリング業務プロ
セス基盤に採用

● エンジニアリング、製造、検証、品
証において約30,000人が利用
し、生産性向上に貢献

● アプリケーションの開発やアップグレー
ドを試行できる「温室」を準備、アジャ
イルに低コストで開発検証が可能

画像提供：川崎重工業株式会社 様

画像提供：Airbus S.A.S. 様

画像提供：
富士フイルム株式会社 様

現行業務をシステムに合わせるのではなく、業
務プロセスに合わせてカスタマイズすることで
システムの最適化を図ることができる点に魅力
を感じました。

産業機械メーカー

私が Aras を好きである主な理由は、柔軟で、
すぐにアイデアを形にできるところです。例え
ば、「既存システム上にあるクレーム管理シス
テムを Aras で実現できないか」という社内の
問い合わせに対し、数日後には構築して「でき
たよ」と見せることができ、すぐに現場でも使
い始められたのです。

特殊車両メーカー
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Aras Innovator 顧客事例

成功を収めている Aras Innovator のユーザー企業

課題・目標
● 電子部品業界は時間が命のため、なるべく早く事業統合を実現する必要
がある

● 事業を止めることなく事業買収におけるシステム統合が必要
● 新たなエンドユーザーの希望を反映したシステムの実現

Aras Innovator 選定ポイント
● 社内外の環境変化に柔軟に対応可能な仕組み
● 製品ライフサイクル全体にわたる、履歴やステータスを含むデータ管理

結果
● 構築開始から5年で25回のリビ
ジョンを実現し、適用事業を拡大

● M&A では、通常 PLM 構築には
数年を要するところ数ヶ月で完了

● 新規事業ユーザーの希望を操作
性に取り入れ、トレーニングは半
日のみで完了

Aras の柔軟な変化対応力で 
M&A への迅速な対応 

導入企業

株式会社村田製作所 様

課題・目標
● 複数の会社が統合して生まれた歴史を背景に、従来の IT 資産を継承した
結果、設計成果物も複数システムに分散していた 

● 半導体ソリューションベンダーとして、半導体製品とデバイスドライバー、
ミドルウェア、アプリケーションからなるソリューションを柔軟に提案する
ためのエンジニアリングチェーンを管理する IT システムには、システム統
合かつ柔軟な変化対応能力が必要 

Aras Innovator 選定ポイント
● 固有要求に対し、ローコードで対応可能なアーキテクチャにより、技術輸
出（開示）管理などの機能を標準機能上で構築できる 

● 業務の多様性や変化に
対応できる 

● 継続的機能アップが期
待できる 

● システムを止めずに容
易にバージョンアップで
きる 

半導体ソリューションベンダーに適した
ECM プラットフォーム 

導入企業

ルネサス エレクトロニクス株式会社 様

導入企業

画像提供：株式会社村田製作所 様 画像提供：ルネサス エレクトロニクス株式会社 様

課題・目標
● 全社的なデジタルトランスフォーメーションの取り組み
● オラクル Agile e6 のリプレイス
● 軍事用製品データのクラウド上でのセキュアな管理

Aras Innovator 選定ポイント
● 自社独自の技術要件を満たす高いカスタマイズ性
● カスタマイズ箇所を含めアップグレードサービスが提供されるサブスクリ
プション

● 様々なアプリケーションと容易に統合できるオープン性

結果
● 設計機器履歴簿（EDHF）のペー
パーレス化と透明性ある管理の実現

● マルチ CAD、マルチ CAx による
エンジニアリング環境の統合

● クラウドへの移行による医療技術お
よび安全技術データの同期、管理
コストの大幅な削減

クラウドを活用した PLM で
デジタルトランスフォーメーションを加速

Drägerwerk AG & Co. KGaA. 様

画像提供：Drägerwerk AG & Co. KGaA. 様

このプラットフォームは複雑なスキルを必要と
しないので、他の部署、拠点への拡大も簡単で
す。私たちは自分たちだけで管理し、拡大して
いくことが可能です。

電気機器メーカー

我々は Great（すばらしい）企業として、Good
（正しく）ビジネスを遂行し、Important（重要
な）ミッションに応えることによって、お客様の
安心・安全でよりサステナブルなものづくりの
お手伝いをしています。 

Aras Corporation
CEO/Founder
Peter Schroer
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アラスジャパン合同会社

会社概要

〒100-0006 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
TEL：03-5797-7920　FAX：03-5797-7925　E-mail：

@ArasPLMJapan
アラスジャパン公式アカウント。 Aras や PLM、業界動向、ニュースなどについて
ご紹介しています。

米国本社 Aras Corporation（2000年設立）

所在地 100 Brickstone Square, Suite 100, Andover,
 MA 01810-1492 United States

CEO/Founder  Peter Schroer（ピーター・シュローラ）

拠点 米国（ボストン、デトロイト）、日本、ドイツ、
 フランス、イギリス、イタリア

日本法人 アラスジャパン合同会社（2012年設立）

所在地 〒100-0006 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

日本法人社長 久次　昌彦

事業内容 Aras Innovator のプロモーション、販売、
 導入支援コンサルティングおよび開発、
 テクニカルサポート、トレーニング、
 技術指導等のサービスの提供、
 および Aras のユーザーコミュニティーの支援

@ArasJapan
アラスジャパン公式アカウント。 Aras や PLM、業界動向、ニュースなどについて
つぶやいているほか、Aras 米国本社および海外拠点の公式アカウントによるつぶ
やきなどをリツイートしています。

https://community.aras.com/ja-jp
コミュニティサイト内ブログ。 Aras Innovator の製品情報、技術情報、ニュース、
イベントの開催予告・報告などを投稿しています。

www.linkedin.com/company/aras-japan
アラスジャパン公式アカウント。 Aras や PLM、業界動向、ニュースなどについて
ご紹介しています。

https://github.com/ArasLabs
Aras Labs 公式アカウント。コミュニティプロジェクトのソースや、Aras Labs に
よって開発されている最新機能などを公開しています。

www.youtube.com/ArasPLM
Aras 公式アカウント。Webinar やデモシリーズ、カンファレンスでのプレゼンテー
ション、Aras からのメッセージなどを配信しています。

Aras のプラットフォームは無償で自由にダウンロードして使用可能です。
まずは Aras Innovator をダウンロードしてお試しください。インストールガイドやクライアント設定手順などの各種マニュ
アル、コミュニティフォーラムを含む技術リソースなどを Web サイト上に公開しており、初めての方でもすぐにスタートでき
ます。

● 各種マニュアル www.aras.com/ja-jp/support/documentation

● 製品デモ動画、事例 www.aras.com/ja-jp/resources

● ゼロからの Aras Innovator https://community.aras.com/ja-jp
 （コミュニティサイト ＞ ブログ）

● Aras コミュニティ https://community.aras.com/ja-jp
 （Aras、ユーザー、パートナーにより無料提供されるサンプルソリューションやフォーラム、テクニカルブログなど）

※最新システム要件については Web サイトに掲載している各種マニュアルのうち、「Platform Specifications」をご参照ください。

今すぐ Aras Innovator をお試しください無償
ダウンロード

www.aras.com/ja-jp/support/downloads/ Aras　ダウンロード

● Aras®および Aras Innovator®の社名、製品名称、およびロゴは、Aras Corporationの登録商標または商標です。
● Microsoft® Office Word や Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
● 本紙に掲載されている内容は 2021年3月時点のものです。予告なく変更となる場合がございます。

アラスジャパン

www.aras.com/ja-jp

community-japan@aras.com


