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The CIMdata 2021 Simulation & Analysis (S&A) 
Market Analysis Report：日本語版 

Comprehensive Information and Analysis (包括的な情報と分析)  
Critical to Sound Business Decision (ビジネス上の健全な意思決定に不可欠) 

多くの産業分野の製品は、製品ライフサイクルの早い段階で、シ
ミュレーション＆解析 (SS＆＆AA) ソリューションを適用することで、
より良いものになっています。S＆Aの適用は、最終製品や製造の
妥当性を確認するためのアナログな物理的テストの使用をはるか
に超えて進展しています。 

S&A MARは、CIMdataの年次PLM市場分析レポート (MAR ‒ 
Market Analysis Report) シリーズがカバーしているPLMの中の
81億米ドル (約8,910億円、110円/ドル換算) のセグメントであ
り、世界の製品ライフサイクル管理 (PLM) 市場の詳細な情報と分
析を提供します。CIMdata PLM MARシリーズは、5つのモジュー
ルでパッケージ化されており、それぞれが個別の焦点を持ち、さ
まざまな皆さんを対象としています。モジュールには、主要な
PLMのトレンドと課題、主要なPLMソリューションプロバイダ
ー、地理的地域および業種別のPLMソフトウェアとサービスの購
入、市場の成長に関する履歴データと予測データの分析が含まれ
ています。この一連のレポートは、世界的なPLM市場の投資につ
いてのダイナミクスや主要なPLMソリューションプロバイダーの
収益パフォーマンスに関するインサイトを提供するものです。 

弊社のグローバル分析は多くのセグメントをカバーしています
が、S&Aほどダイナミックで過去数十年にわたって急速に成長し
ているセグメントはありません。S&Aソリューションおよびその
サービスプロバイダーは、製品ライフサイクル全体を通じて高い
価値の製品を提供しており、それは各社の結果にあり、これこそ
がCIMdata S＆A市場分析レポートの焦点であります。 

The CIMdata S&A MAR 
CIMdata S&A MARは、グローバルPLM MARシリーズのリサー
チ手法とデータをベースに編纂されており、CIMdataのシミュレ
ーション主導型システム開発コンサルティングプラクティス 
(Simulation-Driven Systems Development Consulting Practice) 
の専門知識とリサーチを活用しています。S&Aには、次のような
幅広いテクノロジーと関連サービスが含まれます： 

• 2D/3D structures, strength, stiffness, and vibration (FEA) 
• Structural fatigue, durability, and failure analysis 
• Empirical materials characterization and material data 

libraries 

• Laminate composites and advanced materials analysis 
• CFD (computational fluid dynamics) and flow analysis 
• Thermal and heat transfer, conduction, convection, and 

radiation 
• Multi-body dynamics and mechanisms - rigid and flexible 

bodies 
• Impact, crash, and safety analysis (explicit nonlinear) 
• Electromagnetics 
• Optics analysis and other sensors 
• Acoustics and vibro-acoustics 
• Integrated multiphysics solutions 
• 3D topology and geometry optimization 
• Analysis post-processing and high performance 

visualization 
• Process orchestration and analysis automation 
• System simulation (0D, 1D, networks, embedded 

software, controls) 
• System synthesis, optimization, DOE, and robust design 
• General math-based calculations (e.g., Mathcad, Maple, 

Mathematica) 
• Physical testing and empirical data analysis 
• Manufacturing process simulations (plastics, metal 

forming, casting, etc.) 
• Chemical formulations and reactions analysis 
• Embedded software and controls simulation and 

validation 
• Vertical applications by industry (e.g., vehicle NVH, 

engine performance, combustion, powertrain, gear system 
noise and vibration, etc.) 

• Cross-domain modeling and simulation (M&S) data 
interoperability tools 

• Simulation data and process management (SDPM) 
• Engineering consulting services 
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これらのソリューションは、デジタルモデリングとシミュレーシ
ョンを介して、信頼性、耐久性、機能性の観点から実際の製品の
パフォーマンスをシミュレートし、そして「what-if」シナリオを
実行し、新しいデザイン・設計とテクノロジーを探索し、複数の
概念の代替案を評価し、製品のビヘイビアについてより深いイン
サイトをエンジニアが得られるようにデザインされています。 

2021年のS＆A MARには、市場のトレンドやS&Aソリューション
とサービスプロバイダーがどのように対応しているかについての
議論が含まれています。また、CIMdataのシミュレーション主導
型システム開発コンサルティングプラクティスのリサーチアジェ
ンダの概要も含まれています。レポートには、2020年の収益結果
と2021年から2025年の収益予測を含み、2020年の世界のS&A市
場に関するCIMdataの推定値が記載されています。これには、
S&Aの過去の収益と予測、業種別の収益、地域別の収益など、50
を超える表とチャートが含まれています。S&A MARで紹介され
ているS&Aマーケットリーダーは次のとおりです： 

• Altair 
• Analytical Graphics Inc. 
• Ansys 
• Autodesk 
• BETA CAE Systems 
• COMSOL Group 
• Cybernet Systems 
• Dassault Systèmes 
• ESI Group 
• Gamma Technologies 
• MathWorks 
• MSC Software (Hexagon) 
• Maya Heat Transfer Technologies 
• PTC 
• Siemens Digital Industries Software 
• Simulations Plus, Inc. 

レポートには、総収益、ソフトウェアとサービスの割合、顧客規
模、および地域に焦点を当てて、市場リーダーについてのチャー
トが含まれています。加えて2020年に、CIMdataで定義されてい
るS&A市場全体の14のアプリケーションセグメントの相対的な規
模の推定値を盛り込みました。 

このレポートでは、S&Aドメインで明らかになっている主要なト
レンドに対応するための独自の新しいテクノロジーの開発・展開
と提供をしている小規模なS&Aソリューションプロバイダーの役
割に加えて、モデルベースシステムズエンジニアリング (MBSE) 
の急速に出現しているドメインのソリューションプロバイダーに
ついても説明しています。 

全部で、75を超えるソリューションプロバイダーとオープンソー
スソリューションが2021年のS&A市場分析レポートでリポートさ
れています。 

本レポートのご購入対象者？ 

このS&A市場分析は、さまざまな対象者にとって価値があるもの
です。S&Aソリューションやサービスプロバイダーは、戦略的計
画、販売計画、およびマーケティングをサポートするために
CIMdataのMARデータがよく使用されています。S&A投資を行お
うとしている産業界の企業は、意思決定プロセスの一環としてこ
の情報に評価いただいています。産業界のリーダーだけではな
く、投資グループ、金融アナリストも、戦略的パートナーシップ
の決定やM&A活動をサポートするために、MARデータを取り入
れることがよくあります。 

レポートはUS$4,995で購入いただけます。S&A MARの購入者
は、Excelワークブックでそのレポートのデータとグラフを追加
US$3,500 で 購 入 す る こ と も で き ま す 。 詳 細 に つ い て は 、
www.CIMdata.comにアクセス、または+1 734. 668.9922.に電話
してください。 

CIMdata について 
世界的な独立系企業であるCIMdataは、適切なデジタルイニシア
チブの特定と実装を通じて、イノベーティブな製品とサービスを
デザイン・設計、提供、サポートする企業の能力を最大化するた
めの戦略的マネージメントコンサルティングを提供します。
CIMdataは、35年以上前に設立以来、幅広い製品ライフサイクル
管理 (PLM) ソリューションとそれが可能にするデジタルトランス
フォーメーションについて、世界クラスの知識、専門知識、およ
びベストプラクティスの手法を提供してきました。これらのソリ
ューションは、デジタルビジネスプロセス、データとプロセス管
理のベストプラクティス、および幅広いテクノロジーセットを組
み込んで有効になります。 

CIMdataは、グローバル経済で競争優位を求めているテクノロジ
ーあるいはサービスの産業界の企業とソリューションプロバイダ
ーの両方と仕事を進めています。CIMdataは、産業界の組織が効
果的なデジタルライフサイクル管理の戦略を確立するのを支援
し、要件の特定と適切なデジタルテクノロジーの選択を支援し、
組織がソリューションを実装するための運用構造やプロセスを最
適化するのを支援し、それらのソリューションの展開を支援して
います。ソリューションプロバイダー向けに、CIMdataは、ビジ
ネスおよび市場戦略の定義・策定を支援し、世界的な市場情報と
分析を提供し、社内の販売およびマーケティングチームに教育や
サポートを提供し、ビジネスおよび製品プログラムのすべての段
階で全体的なサポートを提供して、市場で最適な効果を発揮する
ようにします。 

コンサルティングに加えて、CIMdataはリサーチを実施し、サブ
スクリプションサービスを提供し、多数の商業出版物を制作して
います。弊社はまた、認定プログラム、セミナー、ワールドワイ
ドなカンファレンスを通じて業界の教育を提供しています。
CIMdataは、北米、ヨーロッパ、およびアジア太平洋のオフィス
から世界中のクライアントにサービスを提供しています。 

CIMdataの詳細については、http://www.CIMdata.com にて、ま
たは3909 Research Park Drive, Ann Arbor, MI 48108, USA、
Tel: +1 734.668.9922 、 Fax: +1 734.668.1957 、 あ る い は
Oogststraat 20, 6004 CV Weert, The Netherlands、Tel: +31 (0) 
495.533.666 にコンタクトください。 


