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現在、システムの複雑性は高まり続けており、製品ライフサイクル全体にわたる分野を超えたコ

ラボレーションに取り組む組織は多大な労力を費やしています。なぜなら、従来型のような、BOM 

主導で機械設計を重視する物理的構造の域を超えてコラボレーションを拡大していく必要があ

るためです。このコラボレーションには、複数の部門間に割り当てられ、相互に最適化されたシス

テムの機能を取り入れなければならないにも関わらず、現時点では多くの場合、データモデルは

各部門がそれぞれに所有している、つまり独立したサイロの中にあるケースがほとんどです。シ

ステムズエンジニアリングは、システムの設計意図に関する唯一の信頼できるソースであるため、  

このような複合分野のコラボレーションを実現するうえで中心的な役割を果たします。組織の様々

な部門がこのソースを頼りに、設計意図を実装したり、検証したりすることが可能です。 システムズ 

エンジニアリングによって、設計段階で正式なシステム定義が作成され、初期の意思決定がなさ

れます。つまり、この正式化の過程で、システムの要件、動作、構造が文書化されます。ただし、残念

ながら、今日のシステムズ エンジニアリングも大部分は、それ自体のデータサイロの中に、分断さ

れたデータとして存在しています。そのため、設計意図を重視する複合分野のコラボレーションは、

いまだに問題を抱えたままです。

図1：
SysML における MBSE システムモデルの
セクション

出典: http://www.omgsysml.org/what-is-sysml.htm

http://www.omgsysml.org/what-is-sysml.htm
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文書からモデルとデータへ
システムズ エンジニアが数十年もの間、文書の形式で行ってきたことを、今後はさらに一定のルー

ルに則った方法で行う必要があります。システムズ エンジニアは、スプレッドシートはもちろんのこ

と、システムズエンジニアリングマネージメントプラン、設計仕様書、運用構想、機能フローブロック

ダイアグラム（FFBD）といった、人間には理解できてもコンピューターには理解できない、さまざま

な文書を使った作業に慣れています。

この部分に形式モデルが介入していきます。モデルは、アルゴリズムによる解釈が可能で、グラフィ

カルな表記によってユーザーも簡単に理解することができます。モデルベースシステムズエンジニ

アリング（MBSE）が目指すのは、まさにそこなのです。システムズ エンジニアはグラフィカルな方法

で効率良く情報を取り込むことができるようになり、その情報は、コンピューターが理解して、自動

化、再利用、トレースできるように形式化されます。

もはやシステムズエンジニアリングに未開の地は存在しない
今日のシステムズ エンジニアリングで実際に使われるツールと手法に、まったく新しいものはあり

ません。そのため、大量のシステムズ エンジニアリングデータがすでに、一部の組織ユニットや何ら

かのツール、要件仕様文書、行動シミュレーションモデル、CAD設計のパラメーターといったデータ

ベースなど、どこかに存在しています。つまり、情報がたくさんのレガシー文書およびツール固有

のデータサイロに分散しているのです。これらから別の「MBSEサイロ」にすべてのデータを再作

成するのは非効率で、失敗に終わることは明らかです。既存のツールとデータベースを一元管理

されたデータ管理ソリューションに移行するには多大なコストがかかりますし、そうした移行プロ 

ジェクトは本質的に複雑なため、8割が失敗します1。

システムのライフサイクル全体にわたって共通のリファレスンスポイントになる、 という MBSE の 

ゴールを達成するための唯一の方法は、 MBSE で作成されたシステムモデルの構造を、 すでに関

連情報を持っている情報管理ソリューションにつなげることです。残念なことに、現在使用されて

いる大部分のレガシー PLM ソフトウェアは、機械系 BOM 主導のデータ構造を中心に作られてい

るため、MBSE データを表示するように拡張することができません。 そのため、 Aras Innovator プ

ラットフォームのような最新の PLM アーキテクチャが必要なのです。  Aras のプラットフォームは、 

（機械設計のような）既存のデータ構造とその構造同士の関係に沿って、（MBSE のような）新しい

データ構造をモデル化するように設計されています。このプラットフォームによって、新たに追加さ

れた MBSE のデータ構造を製品のデジタルスレッドに取り込むことができます。 デジタルスレッド

は、ベースとなるデータが異なる複数のデータコンテナに分散していてもさまざまな設計表現の

要素の間にトレーサビリティを保つことができる秘訣となります。
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図2： Aras  のプラットフォームでツール固有のデータをツール非依存の構造に標準化する

さまざまなデータベースにわたって PLM で可能となるトレーサビリティは、データベースの統合に

よる「オーバーレイ」アプローチと呼ばれます。既存のレガシーデータ管理ソリューションを取り除

いて置き換えるといった、永遠に終わらない移行プロジェクトを始めるのではなく、ITアーキテク

チャ内の欠落したギャップを柔軟なレイヤーで埋めることで、既存の環境をつなげることができま

す。 図2 は、一般的なエンジニアリング IT 環境を示しています。各部門に存在する既存のシステム

に対し、Arasのプラットフォームは複合分野を横断するように位置しており、部門固有のツールを

つなげ、ツール間の連携を管理します。それぞれの領域に独自のデータ管理ツールがある場合も、

複合分野バックボーンと呼ばれるものと直接統合している場合もあります。MBSE がシステムモデ

ルを形式化する特殊なエンジニアリング領域として示されているのに対し、バックボーンはシステ

ムアーキテクチャモデル（SAM）として最も関連性の高いアーティファクトのみを取り込みます。

システムモデルは非常に複雑で、そこにはシステムズエンジニアしか興味を示さない大量の情報

が含まれています。他のエンジニアとの交換が求められるのはシステムモデルの限られた部分の

みです。 したがって、 その部分だけを Aras プラットフォームに公開すればよいのです。 それがまさ

に、分野を超えたコラボレーションに必要なシステムアーキテクチャになります。なぜならば、これ

がシステムのライフサイクル全体にわたって重要な共通の参照先となり、分野を超えたコラボレー

ションにおける鍵となるためです。 
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図3：
ユーザーがカスタマイズ可能な
Aras のアンカー要素

MBSE ツール固有のデータ構造を Aras のプラットフォームにマッピングするプロセスは、アンカー

要素に関する独自の概念に基づいています。アンカー要素とは、システムズエンジニアが社内の他

のユーザーに公開している MBSE システムモデル内の特定項目のことです。アンカー要素のアプ

ローチを使用すると、既成のデジタルスレッドとしては存在しない、独自のアンカー要素セットを定

義することができます。このプロセスを支援するため、Aras は、PLM プラットフォーム内でツールに

依存しないシステムのアーキテクチャモデルを定義およびナビゲートすることを目的としたシステ

ムアーキテクチャアプリケーションを開発しました。

Aras のシステムアーキテクチャ （SA） アプリケーション²には、 事前定義されたアーキテクチャモデ

ル要素一式が用意されています。これをデジタルスレッドの出発点として使えば、構築をうまく進

めることができます。アーキテクチャモデルの要素には、要件、機能、システム要素、パーツ、テスト

ケースが含まれ、システムズエンジニアリングの Vモデル全体を網羅します。

図 4: V モデル
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オープン性と柔軟性が鍵
システムズエンジニアリングの最も重要な特性は、すべての部門を網羅する

考え方ができること、そして、全部門のエンジニアとコラボレーションできるこ

とです。アーキテクチャモデルを中心に据えて部門を超えたコラボレーション

を実現するには、使用するソフトウェアから、複数の外部データコンテナとの

フェデレーションを含む、すべての関連データにオープンかつ柔軟にアクセス

できる必要があります。 Aras のプラットフォーム独自のオープンアーキテクチ

ャによって、オーサリングツールとエンタープライズソフトウェアがつながり、

分散されたチームが製品ライフサイクル全体にわたって協働できるようにな

ります。環境のオープン性が組織全体のデータ共有につながり、デジタルトラ

ンスフォーメーションの取り組みに欠かせない重要な能力を発揮します。

MBSE と PLM のベストを活用する
システムモデリングツールは通常、ビジュアル化とセマンティック豊富な形

式モデリングが非常に得意ですが、 PLM ソフトウェアが提供する必要なデー

タ管理能力に欠けています。 Aras のプラットフォームでシステムアーキテク 

チャモデルを表現することで、リビジョン管理、構成管理、権限管理、ワークフ

ロー、変更管理といった、プラットフォームの標準サービスとの互換性が即座

に生まれます。これにより、システムズエンジニアは制約のないクリエイティ

ブなやり方で MBSE ツールを使用することが可能になります。同時に、一貫し

た形式が定められた PLM プロセスコントロールのもと、 システムモデルの 

パーツを組織（システムアーキテクチャ）に公開することができます。 このコン

トロールは、統制の取れた複合分野のコラボレーションにとって重要な鍵に

なりますが、ここで、複合分野のプロセスをどのように設定するかは、それぞ

れの組織に任されます。データ管理の重要な要素は Aras のプラットフォーム

にありますが、そうした要素をどのように使用するのかは使う側が選べるので

す。

Arasのシステムズアーキテクチャについて詳しくは、www.aras.com/ja-jp/

capabilities/systems-architecture をご覧ください。

1 1 2017年に行われたガートナー社の調査によると、移行プロジェクトの 83% が失敗するか、予
算とスケジュールを引き継いでいます。

2 2 加えて、他の Aras アプリケーション（要件エンジニアリング（RE）など）もインストールする必
要があります。

https://www.aras.com/ja-jp/capabilities/systems-architecture
https://www.aras.com/ja-jp/capabilities/systems-architecture


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、350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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