
 奈良社長による戦略解説 

YOKOGAWAの成長戦略
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長年にわたるお客様との信頼関係を通じて

事業のさらなる成長と
持続可能な社会の実現を

目指していきます。
代表取締役社長
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YOKOGAWAの成長戦略　  奈良社長による戦略解説 

2018年度にスタートしたTF2020では、長期経営構想の実現

に向けた「成長機会の創出」と「成長基盤の確立」を目指してい

ます。その中で、YOKOGAWAが目指す事業のあるべき姿とし

て「計測と制御と情報の技術をコアに、幅広い産業のビジネ

スプロセスに対して、デジタル技術革新とお客様との共創に

よる生産性向上を通じて持続可能な社会を実現する事業」と

定め、その確 立に向け、3つの変 革に取り組 んでいます。

TF2020の2年目にあたり、改めてTF2020の3つの変革の狙い

についてご説明するとともに、終わった2018年度をレビュー

し、TF2020目標達成に向けた今後の取り組みについてご説

明します。

1つ目は「既存事業の変革」です。YOKOGAWAでは売上高

の約9割を制御事業が占めており、近年の事業の成長は新興

国・資源国を中心としたLNGなどエネルギー関連の大型の新

設プロジェクトがけん引してきました。しかし、新規の設備

投資は原油価格などの外部環境によってその意思決定やプ

ロジェクトの動向が左右されると同時に、投資規模が大きい

ため財務上のインパクトも大きくなるなど見通しが不確実

な側面があります。そのためTF2020では、大型の新設プロジ

ェクトに過度に依存しない事業ポートフォリオへの転換を

図り、強じんな経営基盤の構築を目指しています。プラン

トの制御システムにおいて、グローバルで4万件以上のプ

ロジェクトを手掛けてきたYOKOGAWAの豊富な納入実績を

活用し、お客様の既設のプラント設備の生産性向上につなが

る運用や、保守の効率化に向けたソリューションの比重を高

め、あらゆる外部環境の変化にも耐えられるレジリエンス

（変化に柔軟に対応できる適応力・回復力）を高めていきます。

2つ目は、「新事業とビジネスモデル変革への挑戦」です。

YOKOGAWAのコアコンピタンスである計測と制御の技術を

エネルギー分野以外にも用いることで価値の創出を目指し

ます。医薬品・食品産業をターゲットとしたライフイノベー

ション事業は、長期経営構想の注力分野として掲げる「人々

の健康や暮らしの豊かさを支える産業」や「バイオエコノ

ミー」に深く関連する事業であり、社会課題の解決に直結す

るテーマです。近年、バイオテクノロジーを活用して開発・生

産する医薬品が増加しており、YOKOGAWAは、計測に加え予

測制御の技術を活用して、細胞を効率的に培養しバイオ抗体

薬の開発・生産を支援する「バイオ抗体薬生産ソリューショ

ン」の開発などにも取り組んでいます。医薬品業界の投資対

象の多くが新薬の開発に集中している中、YOKOGAWAの技

術を用いて生産性を向上させることは、いまだ有効な治療方

法がない疾患に対する医療ニーズを満たし、医薬品業界への

貢献につながるだけでなく、YOKOGAWAが目指すWell-being

とも合致します。

また、製品やサービスを売り切る従来型ビジネスモデルか

ら、お客様の初期投資を軽減する成果報酬型ビジネスやサー

ビス提供型のリカーリングビジネスへの変革にも継続して

取り組んでいきます。

3つ目は「グループ全体最適による生産性向上」です。社内

における業務プロセスの効率化に向けたRPA（ロボティック・

プロセス・オートメーション）の活用や、デジタル技術を活用

した業務改革などを進めています。今後、さらにスピードを

上げて実効性を高めていきます。

これら3つの戦略を支えるのが、社内外で進める「デジ

タルトランスフォーメーション（以下、DX）」の取り組みです。

YOKOGAWAがお客様の現場でOperational Technology(OT)を通

じて培ってきた強みを生かしつつ、Information Technology(IT)

によるデータ活用を通じたお客様の経営効率の向上にも取り

組み、さらにはOTとITの融合により新たな価値をいかにして

創出するかも模索していかなければなりません。デジタル技

術を活用することで競争力を高めていきます。

中期経営計画「Transformation 2020」の基本戦略
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2018年度のレビューと今後の取り組み

TF2020のスタートから1年が経過しましたが、この間、

YOKOGAWAに対するお客様の期待には少しずつ変化の兆

しが表れています。例えば、新興国を中心に現地で雇用を

創出して地域の経済発展に貢献する「現地化ニーズの高ま

り」や、環境負荷軽減など社会課題解決への期待も感じて

おり、このようなお客様のニーズの変化は、YOKOGAWAに

とって追い風となっています。

「既存事業の変革」  では、制御事業においてお客様との

関係をさらに深化させ、海外を中心にインストールベース

を中心とした「OPEXビジネス※1」  が堅調に推移しまし

た。受注高は、東南アジア、欧州、インドなどでのサービス

ビジネスを中心に拡大しました。加えて、中東などで石油

産業におけるアップストリーム（原油・天然ガスの開発・生

産までのプロセス）や、ダウンストリーム（精製・輸送・販売

プロセス）でも大型プロジェクトを受注するなど、将来の

OPEXにつながる「CAPEXビジネス※2」も大幅に伸長しまし

た。ただし、コンサルティング業務に強みを持つ子会社であ

るKBC社を含めた課題解決ビジネスの拡大へ向けては、

YOKOGAWAがすでに展開しているAPC（高度制御）、EMS（エ

ネルギー・マネジメント・システム）などのソリューション

の融合をさらに進め、アジア地域への展開などにスピード

を上げて取り組むことが必要だと考えています。
※1 既存設備の生産性向上に向けた課題解決と運用保守を中心としたビジネス
※2 新設プラント向け設備投資関連のビジネス

「注力業種のさらなる強化」  という点では、化学業種の

お客様の投資意欲は旺盛で、インド、中国など海外の化学業

種を中心に受注高が拡大しました。引き続き、既存のお客様

に新しいソリューションを展開するとともに、中国などで新

しいお客様を開拓していくことに注力していきます。一方、

再生可能エネルギービジネスの開拓については、ノウハウ

がある他社との協業によりポートフォリオを拡充するなど、

さらに取り組みを加速することが必要です。

YOKOGAWAの価値創造の根幹には、製品を納入してから

30年程度という長期のプラントライフサイクルの中で、

お客様との関係性を深めることができるという強みがあ

ります。YOKOGAWAは、お客様との強い信頼関係のもと、

お客様の現場のデータを活用して、各工程において安定操

業を阻害する要因を特定し、解決する提案を行っています。

オペレーションやメンテナンスなどの支援に欠かせない

ツールやサービスの機能、品質といった従来の強みに加

え、2016年のKBC社買収などにより、現場のデータを生産性

向上に役立て、ビジネスに反映するといった課題解決力が

大きく飛躍しました。今期の実績は、これまでの取り組みに

対するお客様からの評価の結果と受け止めています。

「新事業とビジネスモデル変革への挑戦」  では、医薬品

の創薬支援などに挑戦するライフイノベーション事業に

取り組んでいますが、この分野の専門性を有する人財確保

が不可欠です。2018年12月には医薬品の製造工程や方法の

科学的根拠などを検証するバリデーション業務に携わる

エヌケイエス社をグループに迎えました。また、これらの

分野に深い知見を持つ人財の中間採用も含めリソースを

拡大してきました。こうした取り組みの効果もあり、売上

実績は2017年度比で1.4倍程度を実現できました。とくに、

日本、中国、欧州などの地域で伸長しています。中でも、共

焦点スキャナを中心としたバイオソリューションビジネ

スの受注高、売上高は過去最高となりました。「安全」と「効

率」の要求が高い「医薬品」「食品」の2つの産業において、バ

イオ抗体薬生産ソリューションなど新製品への開発投資

を行いながら、日本の業種経験、実績を生かし、ビジネスをさ

らに加速させます。

また、2018年11月にはスペインのアルガエナジー社に資

本参加しました。同社が生産する藻は、植物の成長を促進

するバイオスティミュラント製品として発売されており、

今後も食品や化粧品、医薬品など多様な分野への応用が期

待されています。同社の藻の生産設備は火力発電所に隣接

し、発電所から排出されるCO2を使って藻が光合成してお

り、循環型社会の一つのあり方を実現していると言えま

す。バイオエコノミーはYOKOGAWAが長期的に取り組んで

いく分野です。この戦略的パートナーシップを先行モデル

とし、製造業に従事するお客様の生産工程から排出される

CO2などの環境負荷の要因を、生物資源の生産に活用する、

といった循環モデルを拡大していきます。今回の協業で順

調なスタートを切ったものの、さらなる加速が必要である

と考えています。

また、ビジネスモデル変革の一環として、IIoTアーキテク

チャを活用した新しい価値提供のあり方を検討・提供する

べく、2018年5月にアムニモ株式会社を発足させました。

IIoT技術を活用してさまざまな領域のお客様、パートナー企

業との連携を強化し、新たな価値共創を進めていきます。
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YOKOGAWAの成長戦略　  奈良社長による戦略解説 

社長就任にあたり、私の使命と考えているのは、変革を

加速しTF2020で掲げた目標を達成することで、新たなステージ

である「高収益企業へのさらなる発展」を目指して挑戦し

ていくことです。

グローバルな枠組みの中でYOKOGAWAの事業をとらえ

ると、海外ではLNGや石油化学、エネルギーなどの産業が主

要なお客様となっている一方、国内では幅広い製造業のお

客様のプロジェクトに携わり、事業環境の変化やお客様の課

題に合わせたソリューションを提案しています。この5～6

年の間で国内は課題解決型ビジネスモデルへと転換し、そ

の中で知見やノウハウを蓄積すると同時に、外部の企業と

も得意分野を持ち寄り多様な協業を実現してきました。国内

におけるこれらのナレッジやネットワークは海外のお客様

にとっても大変意義のあるものです。製品・サービス、地域、

業種という切り口で分析すると、地域という観点ではインド

や中国のマーケットはポテンシャルが非常に高く、業種とい

う点では化学業種と再生可能エネルギー分野に重点を置い

ています。製品・サービスではリカーリングビジネスに関す

るサービスをお客様へ周知し、契約獲得のスピードを上げて

いきます。

「新事業」という点では、バイオ抗体薬生産ソリューション

や、一つひとつの細胞を特定して解析するソリューション

の開発スピードの向上に取り組む必要があります。こうし

た新たな分野に取り組むためには、専門的な知識を有する

人財を登用していくことが不可欠です。前年度に引き続

き、人財採用、人財育成に取り組むほか、M&Aや協業などに

も注力し、成長分野として投資をしていきます。

変革を推進する駆動力となる「DX」においては、社内での

価値創出がお客様への価値提供に直結しているため、引き

これからのYOKOGAWAとコミットメント(決意表明)

「グループ全体最適による生産性向上」  については、捻

出したリソースを成長投資の原資にするという基本的な

考え方の中で、「捻出する側、投資する側」、いずれの活動も

着実に進めてきました。具体的に、グループ構造の最適化

では、RPAを活用し、およそ60を超える業務の自動化に取り

組み、生産性向上を図りました。さらに、これまでも成果を

上げてきたインドのグローバルデリバリーセンター（旧セ

ントラルエンジニアリングセンター）の活用拡大などのコ

ストダウン活動を、デジタル技術も活用してさらに強化

し、「費用構造の最適化」へ取り組んでいます。同時に、バイ

オエコノミーやライフイノベーションなど新事業へ投資

しており、変革を実現するために不可欠な人財力を強化す

るために、eラーニングを中心としたYokogawa University

（企業内大学）を開校するなど、専門的な知識やスキルを有

する人財の育成も継続しています。

これらTF2020の3つの変革に取り組む価値創造の駆動力

が「DX」  です。DXでは、4月に新組織：デジタルエンター

プライズ事業本部を設立し変革の青写真を描きました。目

指す方向は、「OTとITの融合」です。まず、社内への価値提供

として、ITインフラのグローバル最適化を目的に、約600近

くあるアプリケーションの3分の1の削減に取り組むな

ど、世界110社を超えるグループITインフラの共通化・ク

ラウド化に取り組みました。お客様への価値提供として

は、IIoTアーキテクチャの活用やセキュリティサービス

の強化に取り組み、今後につながる成果を得ることがで

きました。DXには、今後も一定規模の投資を行い、すべて

の変革の駆動力としていきます。
詳細はP.28　詳細解説
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続き社内のオペレーション効率とお客様への価値提供に

向けた取り組みの双方を強化していきます。

YOKOGAWAを取り巻く事業環境は決して楽観視できるも

のではないとの認識のもとで私たちはTF2020をスタート

させました。変革を力強く実行していくためにも、一層スピード

を上げて取り組んでいく必要があると考えています。

私は、YOKOGAWAを「産業や社会をしっかり支えている

会社」だと考えて入社しました。YOKOGAWAの

「計測と制御と情報をテーマにより豊かな人間社会の実現に

貢献する

YOKOGAWA人は良き市民であり勇気をもった開拓者であれ」

という企業理念は揺るぎないものであり、社会からの信頼

をさらに高めていきたいと考えています。今後、データを

活用し新たな価値を創出していく時代に転換していく中

で、YOKOGAWAはデータを収集、蓄積するだけでなく、それ

を活用できるポジションにいることで経済や環境における

協調関係を構築し、社会や産業の発展に貢献できると考え

ています。化学業界を例に挙げると、各社で進む原料の多様

化の動きは、品質の安定という面で製品に影響を及ぼします。

仮に品質不備が起こった場合、私たちは原料投入から出荷ま

での業務プロセスをチェックすることで原因を特定し、解決

への提案ができます。制御システムやセンサ、解析ソフト

ウエアなどの製品を扱ってきたYOKOGAWAだからこそ、お客

様の事業環境が変化する中でお客様ご自身が気付いていな

い課題を発見し、お客様の製品や操業の質を維持、向上させ、

環境負荷を抑えた操業を実現することで、環境・社会に貢献で

きると考えています。

これに加えて、お客様と長期にわたる関係性を構築して

いる点も強みとなります。社会に対して貢献できる立ち

位置にいることを認識し、現状よりもさらに、人財強化や

技術の活用に取り組むことが重要です。

2019年1月、YOKOGAWAは「世界で最も持続可能な100社」

に選ばれ、とくに「クリーンな商品売上」と「イノベーション

創出力」において高い評価を受けました。製造業などの現

場でお客様の生産性や安全性の向上を支援してきた実績

だけでなく、今後の注力分野であるバイオエコノミーなど

の分野でもCO2削減や循環型社会の実現に貢献できる点も

社外から評価されており、さまざまなサステナビリティの

インデックスに組み込まれています。

また、2019年3月には、「気候関連財務情報開示タスク

フォース（TCFD）」の提言への支持を表明しました。これは、

気候変動の課題に積極的に向き合い将来に備えていくと

いうYOKOGAWAの固い決意です。お客様からの信頼を得て

利益を創出すると同時に、SDGsへの貢献や環境負荷軽減を

実現し、社会の持続可能性・成長性にも貢献していきます。

私のこれまでの東南アジアなどでのビジネス経験では、最後までやり抜く、お客様のスケジュールに最大限プラ

イオリティを置くといった企業姿勢が非常に高く評価されました。YOKOGAWAの普遍的な企業文化という土台の上

に、お客様との長期にわたる信頼関係が築かれてきたことは、激動の時代においても競争優位の源泉の一つであり続

けるでしょう。

社員が生き生きと働く楽しさを感じられる会社、社会やお客様から信頼されかつ愛される会社として認知され

ることが私の想いであり、そうした会社であることが先人から引き継いだ企業としての使命です。そのために、お

客様の事業や経済活動の支援を通じて私たち自身が成長し、社会の成長に対しても貢献していきます。
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YOKOGAWAの成長戦略　  奈良社長による戦略解説 

既存事業の変革

制御事業 OPEXビジネスの拡大

既存事業の変革

制御事業 注力業種のさらなる強化

既存事業の変革

計測事業
航機その他事業

インストールベースを中心としたビジネスは着実に拡大、課題解決ビジネスの拡大へ向けてスピードアップが必要

化学業種の投資意欲は旺盛、再生可能エネルギービジネスの開拓には加速が必要

戦略
��国内の課題解決型ビジネスとKBCコンサルティングの地域・
業種展開
��豊富なインストールベースから得られるデータに基づく
サービスの最適化

戦略
��Bulk�Chemical、Specialty�Chemical�ともに、海外での事業拡大
��再生可能エネルギー関連の市場開拓

実績

  FY18 海外OPEX成長率：8.3%

実績

  FY18 注力業種成長率：8.1%

目標

※FY17：700億円規模
※ OPEXは、海外と国内の地域別に管理し、うち海外OPEXを、①運用・保守、②課題解決型

ビジネスの2つに区分

��海外OPEX成長率：7～10% /年

目標

※制御事業の内、化学・再生可能エネルギー業種の受注
※ FY17：400億円規模

��注力業種成長率：3～5% /年

アクションプラン

アクションプラン

既存ソリューションのさらなる密合（KBC、APC、EMSなど）

化学 日本企業のグローバルサイト（北米、欧州）展開

再エネ  ノウハウある他社とのコラボレーション等によるポートフォ
リオの拡充

主な活動
��OpreXTMブランドの製品化および強化
��シェブロンとPETROプランニングソフトウェアのグローバル販売
契約を締結
��ライフサイクルサービスのスコープの拡大

主な活動
��肥料向けビジネス（米国、中国、アセアン）の営業強化
��Specialty�Chemicalにおける新規お客様開拓
��ノルウェーに新会社設立：アップストリームに加え、再生可能エネ
ルギーも含めたお客様ニーズの取り込み

���東南アジア、欧州、インドなどのサービスビジネスを中心に、
着実に拡大

��インド、中国の化学業種を中心に伸長
��再生可能エネルギーはバイオマス発電向けなどで実績

FY18

FY19

課題解決 課題解決
�製品化　 �アジア地域へ展開

ビジネス加速

運用・保守
�ライフサイクルサービスのスコープ拡大
�人財能力の増強(FY18比＋75名）　 �業種軸で拡大

課題解決

運用・保守

海外OPEXビジネスのさらなる拡大へ

運用・保守

Solutions
New

Conventional

お客様の範囲拡大
（新規顧客開拓）日本欧州

欧州

北米

北米中国

CustomersExisting New

��ユニークかつ競争力のある製品に集中（資本効率最大化）
��新たな成長市場へ挑戦

��航海機器ビジネスを中心に手掛ける横河電子機器株式会社を株式譲渡（2018年12月末）
��航空機関連ビジネスを中心にリソースを集中し変革に挑戦（収益性向上)

計測

航機
その他

既存のお客様に
新しいソリューション
提案

詳細解説　レビューとアクションプラン
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新事業の確立

ライフイノベーション

グループ全体最適による生産性向上
成長基盤確立のための
生産性向上活動は着実に進捗
グループ構造最適化の実質効果の
顕在化をさらに加速

デジタルトランスフォーメーション（DX）
社内への価値創出をベースに、
お客様への価値提供に注力

事業の確立に向け着実にスタートしたが、
さらなる加速が必要

戦略
��既存事業や開発中の新技術・製品を起点とした事業拡大
��外部リソースの活用・採用やM&Aを積極的に活用したポート
フォリオの拡充

実績

FY18売上：約1.4倍

目指す方向

��医薬品・食品の研究から物流・サービスまでバリューチェーン
全体の生産性革命を実現

目標

※FY17：120億円規模

��FY20売上：2～3倍（FY17比）

アクションプラン

日本の食品・薬品を中心に増収を目指す

主な活動
��バイオ抗体薬生産ソリューションの開発加速、製品化
��中途採用を含めたリソースの拡充
��エヌケイエス社の買収（バリデーションビジネス拡大）
��アルガエナジー社（スペイン）に資本参加

��日本、中国、欧州で食品・薬品ともに拡大
��先行投資（M&A含む）は30億円規模

�ITアプリケーションのグローバル最適化プロジェクト推進
（約600のアプリケーションの1/3を削減予定）
�社内インフラのグローバル導入完了
�ITインフラのハイブリッドクラウド化推進
�RPAによる社内オペレーションの自動化推進
��グローバルデータレイク構築とBIツール導入推進による
データドリブン経営実現への準備
�Digital�Enterprise�Business�HQ設立によるお客様向けDXサービス提供体制の強化
�リカーリング型ビジネス（アムニモ株式会社）の立ち上げ
（ビジネスモデル変革）
�プラントデータ活用型サービス製品のラインアップ拡充
�セキュリティサービスビジネスの強化

ハイスループット細胞機能
探索システム

共焦点定量
イメージサイトメーター

 1細胞ソリューション

 

  

共焦点スキャナユニット

 
 

基礎研究 応用研究 開　発 量　産 物流・サービス

バイオ抗 体薬生産
ソリューション

 
微生物コンタミ

管理ソリューション

基幹業務

アフターマーケットソリューション

品質管理

生産管理

製造管理

保全管理

プロセス制御

フィールド機器

環境モニタリング

再生医療向け
統合品 質管理

システム

ROS
7.3%

原価

販管費

ROS
8.0%

ROS 
10%
以上

TF2017 TF2020

さらなる高効率化へ向け変革を継続

ROS
8.6%

ROS
9.5%

FY14 FY17 FY20目標FY18 FY19目標

生産性向上施策

 グループ構造最適化
・�各社の共通間接機能を集約し、業務品
質を高度化・効率化

  RPAを活用し、60を超える業務で自動化
 人財力強化

  Yokogawa Universityの活用など
 継続的コストダウン

   プロジェクトの効率化、調達・物流・生産
コストの削減など

費用
投資策

生産性革命を支援し成長機会を創出

社内への価値お客様への価値

業務プロセス変革デジタルビジネス実現

成長基盤を確立

ITインフラ強化

モバイル
ワークスタイル

RPA
制御系ソリューションへの

AI、IIoT活用

ネットワーク

デジタル
マーケティング

IIoTクラウド
プラットフォーム構築

セキュリティ

Digital
Transformation

IT投資

目標

お客様への価値社内への価値

レビューとアクションプラン

Digital 
Transformation

詳細解説　レビューとアクションプラン
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