
クラウドPLMサービスの
成長と採用
クラウド上へのTeamcenterの展開
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ます。産業界ではクラウドコンピューティングとクラウドベースのテク
ノロジーの導入がますます進んでいます。クラウドの出現により、
私たちは新しいITパラダイムに突入しました。

クラウドサービスは、ランドスケープ全体を作り変え、複数のドメイ
ンで市場を変化させています。PLMはクラウド技術によって変貌
を遂げる次の領域となるでしょう。企業が優位であり続けるため
には、サーバーを捨ててクラウドを受け入れなければなりません。
クラウドベースのPLMは、企業が製品ライフサイクル全体のデータ
を使用して情報に基づいた意思決定をより迅速に行い、デジタ
ルトランスフォーメーションのイニシアチブを推進することを可能に
します。世界中の人々、製品データ、プロセスを特定の時間にま
とめることで、製品設計や品質の問題、生産エラーの原因となる
サイロを排除することができます。このようなクラウドソリューション
は、企業が最適な予算で製品を製造し期日どおりに納品できる
よう支援し、最終的には利益の拡大に貢献します。

このような視点は、クラウド上でのTeamcenter実装の概要と
さまざまなアプローチや、Amazonクラウド上でTeamcenterを
展開する際の重要なポイントの理解に役立ちます。

TeamcenterはキャップジェミニのパートナーであるSiemens
Digital Industries Softwareの主力PLMシステムであり、
Amazonクラウドは同じく弊社のパートナーであるAmazon
Web Servicesのプラットフォームです。

クラウドPLMの高まり
今日の企業の長期的展望は、「テクノロジーの変化の真っ只中
でビジネスの成功を維持し続けていく」というニーズに対処するこ
とです。企業は製品の複雑化、コストプレッシャーの上昇、規制
の厳格化、そしてグローバル化の高まりの中で、イノベーティブな
製品を迅速かつ効率的に市場に投入しようと努力しています。
次世代のスマートエンジニアリングとデジタルマニュファクチャリング
のイニシアチブはインダストリー4.0の推進力であり、単に研究開
発を目的としたイノベーシ ョンにと どまらず、 Extended
Enterprise（拡張企業）でのイノベーションをもたらします。企
業はイノベーションを実現するために、PLM（製品ライフサイクル
管理）実装に向けた効果的な戦略に力を注いでいます。AI、
アナリティクス、クラウドなどの新しい技術は、製品ライフサイクル
全体で企業の製品データを結合・転送するデジタルスレッドを用
いて、ER&D（エンジニアリング、研究＆開発）、製造、運用
を改革しています。

大手インダストリアル企業はPLM技術を採用していますが、これ
らの実装の大半は従来型のオンプレミスソリューションであり、現
在の複雑な市場のダイナミクスに対応する能力には限りがありま
す。大半の企業は、デジタルトランスフォーメーションの途中にあ
るか、またはデジタル化に向けたロードマップを計画している状況
にあります。インダストリアル企業は、コネクテッドなエンタープライ
ズの構築を目指した全体的な戦略を実現するために、統合
データ管理能力、さまざまな企業システム、たとえば、生産実行
システム（MES）やエンタープライズリソースプランニング
（ERP）、サプライチェーン管理（SCM）などとモノのインター
ネット（IoT）プラットフォームとのシームレスな統合を実現する
能力など、重要な能力を備えたPLMソリューションに注目してい
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PLM

PLM

Teamcenterのクラウド上での制約
ファイル管理
Teamcenterで扱うものはメタデータだけではありません。主た
るものはデータボリューム（コンテナ）で、数百MBのサイズのさま
ざまなタイプのデータファイル（CADファイル、動画、Officeファイ
ル、テキストファイルなど）で構成されていますが、GB単位のもの
もあり、管理は困難です。
データセキュリティ
多くの企業は、クラウド上に自社のコア製品の知識情報を置くこ
とに消極的です。企業内のPLMシステムは単一のソフトウェアで
はなく、異なるツールのクラスタであり、企業の全体的なPLMシス
テムを構成するさまざまなソフトウェアを統合したものです。ツール
とソフトウェアで構成されるこのクラスタは、企業ごとに異なります。
レスポンスタイム
クラウド上に展開されたTeamcenterのレスポンスは、オンプレミ
スのTeamcenter展開と比較して、一貫性が低い傾向にあり
ます。これはパブリックWAN接続のばらつきやクラウドサービスの
ベースとなるVMの性質によるばらつきによるものです。レスポンス
タイムの標準偏差は、分離型のオンプレミス展開の2～3倍にな
ることが明らかになっています。

なぜクラウドが重要なのか
最小限の所有コスト
オンプレミスのPLMシステムは、膨大な数の高額なサーバーとス
トレージのための巨大なオンプレミスのインフラストラクチャを必要
とします。また、数年ごとのアップグレードも必要です。このような
サーバーとオンプレミスのインフラは、資本を飲み込む巨大な穴
のようなものです。Teamcenterをクラウド上に実装すれば、オ
ンプレミスで必要な不動産インフラの調達費用や高可用性を
維持するための費用、災害復旧費用が不要になります。
即時拡張性（インスタントスケーラビリティ）
インスタントスケーラビリティは、ビジネスニーズに応じてインフラス
トラクチャリソースを動的にスケールアップ＆スケールダウンする能
力と柔軟性を実現します。もっと具体的に言うと、ピーク時の営
業時間帯にはインフラストラクチャをスケールアップし、オフ（週
末）の時間帯にはインフラをスケールダウンできるようになります。
Teamcenterのクラウド展開方法は、オンプレミス展開の場合
と変わりません。そして、さまざまなCADやERPの統合や
Tecnomatixを通じて、すべてのクライアントをサポートします。
高速実装
製品を市場に投入する場合には一日一日が非常に重要です。
TeamcenterのAWSクラウドへの展開は、PLM導入のための
コンフィギュレーションとユーザー検証だけで迅速かつ柔軟に実
現することができます。
より優れたIT柔軟性
Teamcenterをクラウド上に実装すれば、企業は設備投資を
することなく、企業レベルのITインフラストラクチャとリソースへのコ
スト効率の高いアクセスを手に入れることができます。クラウド環
境では全体的な管理コストが削減されます。クラウド事業者か
ら容量をレンタル／リースすれば、運用コストが最小限で済むだ
けでなく、調整や管理も容易になります。
エキスパートリソースの中央一元化
TeamcenterをAWS上に実装することにより、ITリソース全
体が最適化されます。少人数の管理者で多くの展開を管理す
ることができます。



アマゾンウェブサービス（AWS）の主な特徴
Amazon Elastic Compute Cloud（EC2）は、ソフトウェアシステムを構築しホストするための、サイズ変更が可能なコン
ピューティング容量を提供するサービスです。AWSにおいて、「サーバー」は1つのEC2計算ノードです。

Amazon Machine Image（AMI）は、単数または複数のEC2サーバーでインスタンス化できるソフトウェアコンフィギュレーショ
ン（たとえば、オペレーティングシステム、アプリケーションサーバー、アプリケーション）のテンプレートです。

AWSのストレージオプション ：インスタンスストア、Elastic Block Storage（EBS）、Amazon Simple Storage Service
（S3）

オンプレミスのTeamcenter vs AWSクラウド上のTeamcenter
次に、サービスとしてのインフラストラクチャ（IaaS）を備えたAmazonプラットフォームを一例として、クラウドプラットフォームを使用し
たTeamcenter展開のメリットを示します。
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AWSクラウド上に展開されたTeamcenterアーキテクチャ（例）
AWSクラウド上に実装されたTeamcenterの本番レベルのアーキテクチャのサンプルを以下に示します。

クラウドコンピューティングは有望なテクノロジーですが、クラウド上
でのTeamcenterの展開に関しては、いくつかの制約も考えら
れます。企業は、PLM全体をクラウド上で稼働させるのではなく
段階的な実装アプローチを追求することで、クラウドの利点を活
用することができます。

オンプレミスのVault管理環境
Vault（ボールト）管理システムは、クラウドからローカル環境へ
のデータ転送の問題に対処します。ボールト管理はアプリケー
ションファイルを安全に管理し、高速ファイル転送での素早いアク
セスを実現します。また、コア製品情報を企業ネットワーク内にと
どめておけば、企業の安心感も高まります。
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PLMの一部をクラウド上に展開してコラボレーションを推進
PLMの部分的クラウド展開は、マルチサイト環境だけでなく、ベ
ンダーとの連携にも効果的です。企業は、複数のベンダーに
Teamcenterへのコアアクセスを付与するのではなく、アクセスを
より明確に定義して、特定の情報のみをベンダーと共有すること
ができます。
データベースをクラウド上に置いて、その他のTeamcenter
サービスをオンプレミスで展開
データベースはTeamcenterのキーコンポーネントであり、高可
用性とバックアップの維持に不可欠であるため、コストのかかるイ
ンフラストラクチャが必要です。コア製品の情報は企業ネットワー
ク内にあるため、安全性に対する企業の安心感が高まります。

クラウドアーキテクトのTeamcenterのサンプルフレームワーク

AWSロードバランサー

TCボリュームサーバーデータベース

アプリケーション
サーバー1

アプリケーション
サーバー2

プール
マネージャー1

プール
マネージャー2

プール
マネージャー3

プール
マネージャー4
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キャップジェミニの “Teamcenter on AWS” 戦略

クラウドネイティブ性
に関する

Teamcenter
アーキテクチャ分析

AWSクラウドでの
Teamcenterの
サイジング（CPU、
メモリ、サーバー数）

負荷分散＆
自動スケーリングの
メカニズムを開発

展開＆インストール
プロセスの自動化に
より、手作業の負担

を軽減

Teamcenter
環境の展開＆

テスト

人、プロセス、ツール
「適切な取り組みを投入し、自動化スクリプト、フレームワーク、アクセラレータを構築する」キャップジェミニのアプローチは、お客様の
目標をより高品質かつ短期間で達成させるという点において、競合他社よりも優れています。「人」、「プロセス」、「ツール」の側面に
フォーカスすることこそが、常に適切なタイミングで望ましい結果を達成するための鍵となります。

• Teamcenter管理者
• ソリューションアーキテクト
• AWSクラウドアーキテクト
• Windows/Linux管理者
• Oracle/MSSQLデータベース管
理者

• 展開スクリプト
• コード管理プロセス（SVN/Git）
＆構築プロセス

• インスタンス監視戦略
• OSアップデートとセキュリティパッチ
戦略

• Teamcenterサイジング戦略
• クラウド自動化戦略

• AWS CLI
• クラウドネイティブツールと
ユーティリティ

• サイレントインストール用ス
クリプト

人 プロセス ツール
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見通し
クラウドネイティブは、PLMリソースの効率的利用を実現しました。このアプ
ローチを用いることで、永続的に稼働している仮想マシンを、オンデマンドで自
動スケーリングが可能な、デマンドベースの仮想マシンに置き換えることができ
ます。Teamcenterテスト環境の素早い展開、AMIのオンデマンド使用、イ
ンストールや展開プロセスにおける手作業介入の軽減など、Teamcenter
をクラウド上に展開するメリットはいくつもあります。Teamcenterのサイジン
グを正確に行うことにより、適切なパフォーマンスを実現し、インフラストラク
チャの規模の過大化を回避してコストを削減することができます。

クラウドベースのPLMは、初期のアイデア創出から設計、エンジニアリング、製
造、納品、サービス、品質に至るまでの製品ライフサイクル全体にわたって、
データの統合やコラボレーション、知識移転、予測分析をサポートするための
プロセス統合を可能にするので、企業は十分な情報に基づいた意思決定を
より迅速に行うことができるようになります。さらに、クラウドPLMソリューション
は、展開を簡素化して所要時間を短縮し、必要に応じてリソースをスケール
アップ、スケールダウンできる柔軟性を実現して、総所有コストを削減します。
クラウドエキスパート、PLMエキスパート、ベンダーが提供するアーキテクトたち
が生み出す密接な相乗効果は、最適なアーキテクチャをゼロから設計する
機会をお客様に提供します。Teamcenterをクラウド上に展開するための
適切なアプローチを選択することは、すべてのビジネスニーズの達成につながり
ます。キャップジェミニは、企業がデジタルトランスフォーメーションのジャーニーに
沿ってデジタル成熟の複数のフェーズを進んでいくためのサポートを提供しま
す。ぜひ、私たちに詳細をお問い合わせください。

著者

ビジネス上のメリット
 総所有コストの削減

 Time-to-Marketの短縮

 生産性の向上

 製品品質の向上

 イノベーションの推進

 製品データと変更をリアルタイムで可
視化

 品質保証と標準を改善

Sangramsinh Ghorpade（サングラム）
デジタルエンジニアリング＆マニュファクチャリングサービス
シニアマネージャー、PLM担当

Swapnil Ghatge（スワプニル）
デジタルエンジニアリング＆マニュファクチャリングサービス
コンサルタント、PLM担当



キャップジェミニについて
キャップジェミニは、コンサルティング、デジタルトランスフォーメーション、テクノロジー＆エンジニアリングサービスのグローバルリーダーです。キャッ
プジェミニ・グループはイノベーションの最前線に立ち、進化を続けるクラウド、デジタル及び各種プラットフォーム分野で、顧客のあらゆるビジ
ネス機会に対応致します。キャップジェミニは、50年以上にわたり蓄積してきた優れた実績と業界固有の専門知識を基に、戦略から運用ま
で、弊社の一連のサービスを通じて、顧客企業が目指すビジネスビジョンの実現をご支援致します。キャップジェミニの信念は、「テクノロジー
に関わるビジネス価値は人を通じて具現化される」ことであり、この信念こそが弊社の原動力となっています。キャップジェミニは、世界約50ケ
国27万人に及ぶチームメンバーで構成される多文化企業です。アルトランを含むグループ全体の2019年度売上は、170億ユーロです。

キャップジェミニ株式会社については、以下をご覧ください。

www.capgemini.com/jp-jp/
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キャップジェミニの
デジタルエンジニアリング＆マニュファクチャリングサービスについて
キャップジェミニのデジタルエンジニアリング＆マニュファクチャリングサービスは、専門領域の知識を結集し、技術、エンジニアリング、製造の専
門知識を活用して、物理世界とデジタル世界の融合をリードして、お客様の競争力強化を支援します。私たちは世界に1万人を超えるエ
ンジニアを擁する30年の実績あるリーダーとして、エンドツーエンドの包括的なソリューションポートフォリオを通して、グローバル企業のお客様
の製品ポートフォリオの真のポテンシャルを解き放ち、製造効率の可能性を最大限まで引き出します。

詳細については、以下にお問い合わせください。

marketingjapan.jp@capgemini.com




