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イベント概要 
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         中岡 興志（以下、中岡） 
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登壇 

 

 

奈良：横河電機の奈良でございます。本日はご参加いただきまして、ありがとうございます。 

初めに、私から本日の Yokogawa IR Day 2021 の開催趣旨をご説明いたします。 

こちらは、5 月の中計発表時、および 11 月の第 2 四半期の決算発表時にお話しした通り、当社グ

ループの今年度が初年度となる中期経営計画「Accelerate Growth 2023」に基づいた基本戦略で

す。 

「IA2IA/Smart manufacturing の実行と存在価値の変革」、「業種対応力の強化と非業種依存のビ

ジネスの拡大」、「収益性の確保と健全な成長」、「社内オペレーションの最適化とマインドセッ

トの変革」、この４つの基本戦略を中心に、成長に向けて社会共通課題を軸とした事業構造の確立

に取り組んでおります。 
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これらの基本戦略のもと、事業環境の変化を踏まえ、YOKOGAWA がこれまで磨き上げてきた技

術、ノウハウや強みを活かせる事業領域を成長させていくために、組織について、これまでの製

品・機能を中心とした組織から、お客様のビジネス領域に対応する業種軸のマネジメント、すなわ

ちエネルギー＆サステナビリティ、マテリアル、ライフといった３つの業種別セグメントによるマ

ネジメントに変更いたしました。 

そして、これらの３つの業種別セグメントを、Center of Excellence の機能、システム開発機能、

デリバリーの機能、サービス機能の４つの機能が共通して支える体制を構築したことにより、我々

のナレッジの集約、そしてベストプラクティスの標準化、お客様の共通課題の解決を図ってまいり

ます。 
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また、機能型の組織から業種軸のマネジメントへの変更については、我々が幅広い業種でビジネス

を行っているという事実や、それらが SDGs に直結している企業であるということをより鮮明に打

ち出していく狙いも含んでいます。 

我々のビジネスそのものがサステナビリティであるということは、以前よりお伝えいたしました

が、業種軸の新セグメントについては、エネルギー&サステナビリティ事業は脱炭素社会のビジネ

スに、マテリアル事業は資源循環型社会でのビジネスに、そしてライフ事業については Well-

being でのビジネスに、それぞれ焦点を当てたセグメントにしております。 
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具体的には、「Accelerate Growth 2023」における６つの貢献分野に対して、各事業がご覧の通り

貢献してまいります。 
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そして、この業種軸の新セグメントについて、2023 年度に向けて、それぞれ、ご覧の通り成長を

させることを目標にしております。 

本日は、この目標達成に向けた具体的な戦略と取り組みについて、各事業本部長から直接皆様にご

説明いたします。 

それでは、初めに、エネルギー＆サステナビリティ事業本部長の中岡からご説明差し上げます。 
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中岡：本日はお忙しい中、ご参加ありがとうございます。 

では最初に、エネルギー＆サステナビリティ本部についてご説明させていただきます。 
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まず、自己紹介です。 

1990 年入社以来、約 30 年にわたりハイドロカーボンビジネスに携わっております。この中で、シ

ンガポールでは大型プロジェクトを推進する営業部長として、イギリスでは大型プロジェクトの開

発を行うような仕事に携わってまいりました。2017 年にグローバル営業＆業種マーケティング本

部長を拝命し、現在に至っております。今後ともよろしくお願いします。 
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では、本日の目次です。 

事業概要、事業戦略についてご説明させていただきます。 

 

 

それでは、まず「事業概要」についてご説明いたします。 
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エネルギー＆サステナビリティ事業本部の事業ビジョンは、「私たちの技術が作り出すクリーンな

エネルギーで世界中の人々の豊かなくらしを実現します」です。 

具体的な事業ミッションとしては、「多様化するエネルギーの生産・供給・利用・廃棄・リサイク

ルのバリューチェーン全体にわたり安全かつ最適な運用を支える。」と定め、従来からの強みであ

る生産工程への最適化だけでなく、お客様のバリューチェーン全体に関わるソリューションを提供

していきます。 
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事業領域についてご説明させていただきます。 

石油・ガスの採掘から都市ガスの配送、電力・再生可能エネルギーの発電と送配電網の最適制御ま

で、エネルギーサプライチェーン全体を事業領域としています。 
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VUCA と言われる先行きが見通せない環境の中、お客様自身も事業のトランジションを行っていま

す。YOKOGAWA は、こうしたトランジションをお客様との会話を通じて理解し、業種横断型のソ

リューションを提供していきます。  
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注力業種の 3C 分析についてご説明させていただきます。記載事項が多いので、キーポイントだけを述べさ

せていただきます。 

まず、Upstream/Downstream 領域において、顧客、YOKOGAWA、Competitor について分析しました。 

お客様は、エネルギートランジションに伴い、事業の買収・売却を活性化しながら、今後の CCUS、水素な

どのコンソーシアムを増加させています。 

一方、当社は、豊富なインストールベースを持ち、顧客との長期にわたる信頼関係を構築しながら、操業改

善コンサルティング能力を発揮し、ソリューションの提供をしています。 

競争環境では、ローカルベンダーも入り込み、熾烈な競争を行っていると認識しています。 

では、続きまして、再生可能エネルギー分野についてご説明させていただきます。 

顧客は、地域、顧客ごとに異なる注力アプリケーションを持ちながら、再生可能エネルギーを目指していま

す。 

一方、当社では、従来の地熱発電、廃棄物発電、バイオマス発電のブーム以前からの実績に加え、新たな送

配電技術を勝ち得てきました。 

競争状況では、従来の IA ベンダーと異なるプレイヤーが参入し、異なる業種の Competitor との競合になっ

ていると認識しています。 

なお、スライドの下の重点施策につきましては、後ほど詳しく述べさせていただきます。  
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こちらのスライドは、事業目標です。 

中期経営計画の 3 年間では、受注目標 CAGR 9%以上をターゲットとしております。Renewable 

Energy については、今後 3 年間で事業規模を倍にすることを目標としています。 

「お客様との『共創』を通じて、多様化するエネルギー需要に、バリューチェーン全体の最適運用

を通じて貢献する。」が目標となります。お客様のビジネストランスフォーメーションに伴う新た

なドメインへの進出、ソリューション・サービスにおける高付加価値提案による収益増を目指して

いきます。 
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続きまして、事業戦略についてご説明いたします。 
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「Accelerate Growth 2023」での全体方針としては、当事業部の名称にちなみ、「エネルギートラ

ンスフォーメーションへの貢献で持続可能な社会を実現」を掲げました。グローバルでのエネルギ

ーシフトや、それに伴うお客様の事業変革、コロナによる操業スタイルの変化は、新たな事業創出

のチャンスであり、同時に当社の従来型ビジネスだけでは成長を望めないことを認識していること

から、上記の全体方針となります。 
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堅調な長期需要を鑑み、Oil＆Gas の案件にも注力し、しっかりと収益の基盤を確保していきま

す。 

昨今の供給不安で、石油価格・ガス価格が急上昇したことにも表れていると思いますが、Oil＆Gas

は安定したエネルギーソースとして底堅い需要があります。当社のベネフィットとして、長期にわ

たる OPEX での収入も期待しています。 

また、水素、アンモニアは、こうしたハイドロカーボン設備の中で追加設置されることも多く、結

果的にはカーボンニュートラルへの貢献も同時に果たし得ると考えています。 
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エネルギー＆サステナビリティ事業の４つの重点施策についてご説明いたします。 

１つ目は、お客様との「共創」です。強みである長期的信頼関係をベースに、「共創」を通じて、

収益向上ソリューションを提案します。 

２つ目は、定常的収入ビジネスモデルの拡大です。グローバルでの豊富なインストールベースへの

付加価値サービスの提案を行います。また、YOKOGAWA の受託範囲拡大により、お客様のメンテ

ナンスコストの変動費化も同時に実現します。 

３つ目は、協業やアライアンスによる提案力強化です。再生エネルギー事業に最重点を置いており

ます。エネルギートランジションに向けた、YOKOGAWA のソリューションおよびお客様のカバレ

ージを拡大します。 

４つ目は、地域・顧客戦略です。海外拠点のソリューション開発力向上と成功事例のグローバル展

開を行います。エリアごとの注力業種の明確化も行います。 
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では、一番目の施策の、お客様との「共創」についてご説明いたします。 

既に IA2IA/Smart manufacturing 関連では、今年度の上半期だけでも約 260 件の受注をいただい

ております。個別の受注案件について、受注金額はさほど大きくありませんが、お客様のトランス

フォーメーションをサポートしていくパートナーとして、YOKOGAWA が認識されているものだと

考えています。 

また、左側の RIOS、Rigorous Integrated Optimization System という石油精製のお客様との共創

活動では、操業改善のみならず、市場価格に応じた生産計画の最適化を通じ、直接、当該製油所の

収益向上をもたらしています。KBC の持つ操業改善ノウハウと、それを実現する YOKOGAWA の

ソリューションの総合問題解決力を示した例となります。 
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２つ目の、定常的収入ビジネスモデルの拡大についてです。 

左の図は概念図ではございますが、CAPEX を受注することで、OPEX やデジタルトランスフォー

メーションなどで、大きくかつ定常的なビジネス収入が得られることを示したものです。 

採算分岐点の改善を目指し、近年のお客様は、メンテナンス用リソースなど、これまで自社で固定

費的に抱えたものをアウトソースする傾向にあります。我々は、これに応えられるサービス人員と

メニューを持っており、保守サービスを中心に、CAPEX に左右されない収益基盤を確立していま

す。 
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3 番目の重点施策です。協業やアライアンスによる提案力強化についてです。 

昨日正式にアナウンスいたしました、PXiSE 社の買収も含め、YOKOGAWA はエネルギートランジ

ションに向けた取り組みを加速しており、再生可能エネルギーを含むサプライチェーン全体での最

適化をリード、実現すべく、Microgrid Controls/DERMS に本格参入していきます。 

本案件は、スライドの縦軸・横軸に表しているお客様の大きな課題を捉えたものだと考え、買収に

踏み切りました。縦軸は、カーボンニュートラルの実現を目指す中、プラント、施設単体での制御

やアセット管理から脱却し、保有する資産全体での生産性・効率性を高めていくことを目指しま

す。２つ目の課題の横軸は、生産性と安全性の向上を目的とした現場作業や意思決定プロセスの自

律化（Industrial Autonomy）への要求を表しています。 

このような中、我々は、2021 年 9 月にマイクログリッド系統制御ソフトウエアの技術に強みを持

つ PXiSE 社との買収契約を締結しました。従来から保有する強みである現場力、お客様との共創

力、信頼関係、仮想と現実をつなぐデジタルツインなどと融合させ、再生可能エネルギーを含む需

給双方で送電、送配電網を含めたサプライチェーン全体、社会全体をつなぎ、最適に制御・管理す

るソリューションを提供していきます。エネルギー＆サステナビリティ事業本部の事業ミッション

にも合致する施策です。 
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このスライドは、再生可能エネルギー事業における AG2023 での目標値を示したものです。 

従来から実績のある廃棄物発電、バイオマス発電、地熱発電は、過去からの実績をベースに販売エ

リアを拡大していきます。 

Microgrid Controls/DERMS は、事業ビジョンである「バリューチェーン全体にわたり安全かつ最

適な運用を支える」により、買収をテコに実現していきます。 
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最後に、４つ目の重点施策である地域・顧客戦略について紹介いたします。 

我々の財産は、長期にわたる実績に基づくお客様からの信頼と、それをベースにした「共創」でご

ざいます。実際に YOKOGAWA は、各地域に強い影響力を持つ Tier1 のお客様と、今後の操業の最

適運用について会話をしており、提案、ソリューションの納入も行っています。 

東南アジアでは、お付き合いが長く、かつさまざま業種において、偏りなく実績のあるお客様が存

在し、サービス、ビジネスや、また PoC によるビジネストランスフォーメーションについて引き

合いも多くあります。 

中東では、施設が遠隔地に散在するケースもあるという地理的特徴もあり、IA to IA、Autonomy

でのメリットが享受できるお客様が多いと思っています。ペトロ・ラービグなど、大型プロジェク

トへの高いインテグレーション能力で信頼が厚く、先進的な取り組みに参加させていただいていま

す。 
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このページは、先月 11 月 18 日から 20 日にアブダビで開催された展示会において、当社の事例が

お客様により紹介されたものです。 

事例の名称としては、Single Pushbutton to Autopilot Entire Facility です。中東での Upstream 

Project で、完全自動化無人運転を実現した実例となります。より安全なオペレーションをもたら

し、持続的な生産のためのリアルタイム調整を行いました。将来の自律運転に向けたデジタル化の

対応も実現し、プラント停止時間の短縮と人員削減に貢献しています。 

このような事例を、業種を問わず、施設を問わず、ビジネス展開していきたいと思っています。 
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最後に、水素ビジネスへの取り組みについてご紹介いたします。 

製造・輸送・消費からなる水素サプライチェーンは、当社の得意領域の１つである LNG サプライ

チェーンと似た部分があり、これまで培ってきたノウハウを活用しながら、幅広く貢献できるもの

と考えています。 

将来の水素ビジネス拡大に向けて、新たなソリューション獲得も模索しており、国内外でさまざま

な実証案件にも参画しています。このようなプロジェクト、実証案件の活動と並行し、当事業部内

では専門チームを立ち上げ、将来を見据えた水素戦略策定に向けて活動しています。 

これらの活動を通じて水素への取り組みを強化し、水素における YOKOGAWA の強み、バリュ

ー・プロポジションを定めていきたいと思います。 

以上、中岡によるエネルギー＆サステナビリティ事業本部の説明とさせていただきます。 

続きまして、マテリアル事業本部の谷口より説明があります。 
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谷口：おはようございます。横河電機の谷口と申します。今日はお忙しい中お集まりいただき、あ

りがとうございます。マテリアル事業本部について、ご説明させていただきます。 

 

まず、自己紹介させていただきます。 

1999 年に入社し、紙パ、食品、新エネルギーと営業畑を渡り、2017 年より Yokogawa Vietnam 

Company Ltd.の社長を務め、この 4 月よりマテリアル事業本部を任されております。 
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本日の目次となります。事業概要、事業戦略について申し上げたいと思います。 

 

 

まずはビジョン、２つ目はビジネスチャンス、３つ目は本業をどうやって持続し成長させ、循環型

社会に貢献できるか、この３つについてご説明したいと思います。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

28 
 

 

まずは事業概要です。 
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これは、YOKOGAWA の 100 年の歴史の中での事業の動きを表しているグラフです。 

このスライドで申し上げたいのは、長年の歴史の中で、素材産業における膨大なノウハウは、実は

国内にあるということとであり、これらを生かし国内のビジネスをさらにどう伸ばしていくかとい

うこと、いかに海外に展開して伸ばしていくかということを考えております。 
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マテリアル事業本部のビジョンとなります。 

冒頭、社長の奈良よりお話がございましたが、我々は、いかに課題解決型ビジネスのスピードアッ

プを図っていくか、さらにマテリアル事業本部としても、地球環境と共存可能な新しい循環型社会

の実現にいかに貢献していくかということをビジョンに掲げております。 
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事業セグメントの全体像です。 

マテリアル事業本部は、エネルギー、ライフと比べると、かなり幅の広い業種・業態を担当します

が、主に化学、マテリアルといわれる非鉄、さらには、さまざまな素材産業を担当させていただい

ております。 
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次に、業種ドメインについてです。 

左は既存の PA の領域で、右は新領域を示しており、この２つに分けて、ビジネスを展開していき

ます。 

特に既存領域に関しては、高機能化学、さらにはマイニング・メタルの領域に注力していきます。

さらに、新領域に関しては、我々は既にやっておりますが、まだまだ可能性を秘めているモビリテ

ィ、半導体の領域を攻めていきたいと考えております。さらには、今、世の中の流れに対応すべ

く、環境ビジネス、カーボンマネジメント、マテリアルリサイクル、こういった分野へも深く参入

していきたいと考えております。 
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さらに、我々の強みでもある、日本でのノウハウ、さらにグローバルのネットワークを生かして、

国内の業種の強みをグローバルに展開していきたいと思っております。 

国内ではマテリアル業種は非常にシェアも高く、6 割のシェアを持っていますが、海外ではまだま

だ開拓の余地があると考えております。 
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このスライドは、マテリアル業種のソリューションポートフォリオを示しております。現場から経

営層まで、さらには購買から廃棄までのサプライチェーン、バリューチェーンの全てをカバーする

パッケージ、ソリューションを持っておりますが、まだまだこれらを強化しなければいけないとこ

ろはたくさんあります。特に我々として強化していくのはカーボンマネジメント、さらにはリユー

ス、リサイクルといった新領域のビジネス、これを強化していきたいと考えております。 
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注力業種の 3C 分析です。化学とマイニング・メタル、この二業種について簡単に申し上げたいと

思います。 

我々は、基礎化学については非常に強みを持っておりますが、高機能化学に関してはまだまだ伸長

の余地があると思っています。マーケットの状況としては、基礎化学が横ばい、高機能化学につい

ては伸長している状況です。 

我々は、基礎化学についてはグローバルでのシェアが非常に高いです。一方、高機能化学について

は、バッチ・小規模の領域でまだまだ掘り起こせていないお客様もあります。こういったところを

ターゲットにして、活動していきたいと考えています。 

競合に関しては、我々よりも小さなシステム、小さなコントローラーを持っている企業が多々あり

ますが、これに対抗できるような仕組みを作っていきたいと考えています。 

マイニング・メタルに関しては、EV、半導体、こういった業種が伸びている中、市場として非常

に伸びている状況です。我々はまだまだグローバルのシェアが低く事業を伸長させる余地は大いに

あると考えております。ただし、オーストラリア、南米、アフリカでは非常に高いシェアを持って

おりますので、こういったシェアを高めてきた実績・成功事例をグローバルに展開していきたいと

考えております。 

マイニング・メタルに関しては、我々が長年培った Oil＆Gas の Upstream の技術を展開すべく、

活用について検証していく考えです。 
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こちらは、マテリアル事業の数字です。 

この上半期は非常に好調でした。景気の追い風が寄与したということもありますが、前年比 25.3%

増で、非常に好調な滑り出しをしております。6%の CAGR 目標を設定しており、今後、

YOKOGAWA のビジネスの中核となるべく、活動していきたいと思っています。その中でも、やは

り化学業種が中心になっていくと考えています。 
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事業戦略です。 

 

 

４つの重点施策があります。１つ目はマインドセットトランスフォーメーション、２つ目は業種の

選択と集中、３つ目は新領域の拡大、４つ目はしっかりとした地域戦略を持つことです。この４つ

に重点施策を置いております。 
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まず、マインドセットトランスフォーメーションです。 

国内の営業で既に十数年以上前からやっております課題解決型のアプローチをグローバル展開して

いきます。課題創出、提案実行、評価分析、そして教育共有、この PDCA のサイクルを回して、

お客様の課題解決につなげていくことを国内ではずっとやってきておりますが、この手法をグロー

バルに早く展開することで、課題解決型ビジネスをグローバルでどんどん増やしていく考えです。 
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２つ目の業種戦略（選択と集中）です。 

まずは強い業種を盤石化すること、業種の知見をグローバルで共有すること、サプライチェーンの

視野で新しいビジネスを生み出していくことを考えています。その中での注力業種は、高機能化

学、マイニング・メタル、そして新領域のモビリティ・半導体に注力して、数字を積み上げたいと

思っています。 
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業種戦略の２つ目、高機能化学への取り組みとして、まず、バッチソリューションの強化です。

我々は基礎化学の連続系でのビジネスは非常に強いのですが、バッチソリューションに関しては、

決して弱いわけではないもののまだまだグローバルで戦うには力不足の面があり、ここを強化して

いくことが課題だと考えております。 

どのように強化していくかについては、申し訳ございませんが、今、細かいところを、検討中で

す。 
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次に、操業改善です。 

我々は、お客様が見えていない価値を生み出して、これをお客様の価値に変えていくということに

取り組んでおります。DPI という YOKOGAWA 独自の手法を持っておりまして、データ解析から

お客様の課題を発掘し、それをお客様のバリューに変えていくことをやっております。既にこれは

国内で 120 システム以上納入していますが、これを海外にスピードを上げて展開していきたいと

考えております。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

42 
 

 

次に、メタル・マイニングの新価値創造についてです。 

メタル・マイニングについては、長年ビジネスを行ってきていますが、まだまだやりきれていない

ところもあります。最近、お客様との会話の中では、環境/安全、制御高度化、保全高度化、さら

には操業遠隔化といった課題が数多く挙げられています。こういった課題に対して我々はソリュー

ションを提供していくということに取り組んでおります。 

さらには、メタル・マイニングのバリューチェーンの中で何ができるかということでは、クラウド

上にデータを上げて、その中でよりよい操業改善を目指していくためのソリューションを提案すべ

く、現在、お客様と会話しています。単体のモノ売りから脱却し、データを活用したお客様へのソ

リューション提供を行っています。 
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３つ目は、新領域拡大としてカーボンマネジメントシステムの取り組みです。 

カーボンマネジメントといいますが、もともと YOKOGAWA としてはエネルギーマネジメントを

長年やっております。このノウハウを持ちながら、その延長線上でプラントの CO2 の削減に貢献

して、まずは見える化から削減に貢献していくということを既にお客様と会話しており、このビジ

ネスを国内だけではなくて、海外にも展開していくことを考えております。 
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４つ目は、地域戦略です。 

各国々、文化も違えば、強い産業も異なります。例えば、先ほど申し上げた通り、マイニングであ

れば南米、アフリカ、オーストラリア、化学に関しては日本を中心に中国、北米、欧州といった幅

広い地域で展開されています。 

我々は 10 個のリージョンがありますが、各エリアと綿密な戦略を立てて、お客様に寄り添うしっ

かりとしたバディを提供する活動を始めており、その結果がこの上半期の数字に貢献として表れて

いると考えております。 
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最後のスライドです。 

先ほど申し上げた４つの基本戦略を、スピードを上げて実行して、環境型価値創造企業への基盤を

しっかりと構築することを、2023 年までにやっていきたいと思っております。 

以上でございます。ありがとうございました。 
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中尾：中尾より、AG2023 におけるライフ事業の取り組みについてお話しいたします。 

 

まず、自己紹介をさせていただきます。私は 1989 年に入社し、主に営業畑を歩んできました。中

国に駐在した時期もありました。2019 年より、ライフイノベーション事業本部を担当することに

なり、現在に至ります。 
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本日のアジェンダです。 

まず１つ目に、前中期経営計画である TF2020 におけるレビューをさせていただき、次に、ライフ

事業の概要と 2030 年に向けたビジョン、最後に AG2023 におけるライフ事業戦略についてお話し

いたします。 

 

まず、TF2020 のレビューです。 
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2018 年度の 4 月にライフイノベーション事業本部が発足し、前中期経営計画の TF2020 のもと

で、3 年間活動をしてきました。 

このスライドの中央部分でお示ししている、旧ライフイノベーション事業本部では、新事業とビジ

ネスモデル変革への挑戦を基本戦略とし、医薬品、食品産業を中心とした、人々の安全で豊かな生

活を支える事業の確立とともに、計測・制御・情報の技術による、基礎研究から物流サービスまで

のバリューチェーン全体での生産性革命の実現を目指してきました。 

3 年間の活動としましては、2018 年に校正・バリデーション事業を展開するエヌケイエス社の買

収、2020 年には粒子観察ソリューション技術を保有する Fluid Imaging Technologies 社の買収を

行い、2017 年との比較で 2 倍から 3 倍といったところを受注目標に掲げてきましたが、結果とし

ては 1.8 倍という状況でした。 
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こちらは、今年 3 月に開催したバイオ説明会でもお見せしました、2018 年の発足以降の旧ライフ

イノベーション事業本部に関するトピックスの一覧です。 

2018 年、2019 年では、数件だった内容が、2020 年には 10 数件となりました。今後も戦略的なア

ライアンス、M&A を検討し、ライフ事業の拡大を狙っていきたいと考えています。 
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続きまして、ライフ事業の概要と 2030 年に向けたビジョンについてご説明します。 
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まずライフ事業本部では、ご覧の業種を担当しており、今年度から新しく水の業種を加えました。 

我々ライフ事業本部は、Center of Excellence として、日本で培った経験・ノウハウを生かして海

外、特に市場が大きい北米・欧州・アジアを中心にビジネスを拡大し、さらには他国・他の地域に

展開していきたいと考えています。 
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ライフ事業のあるべき姿としては、「人々の命と健康を守る医薬、誰もが安心して口にできる安全

な水と食料の供給に貢献する。」を掲げています。 
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そして、「私たちは世界に先駆け、Bio Industrial Autonomy（BIA）を実現し、笑顔で暮らせる社

会の発展に貢献し続けます。」というビジョンを掲げ、「はかる・みる・つなぐ」という

YOKOGAWA の強みやコア技術を生かして、医薬、食品、水、そしてバイオといった領域を中心に

事業拡大を目指しているところです。 

当社のホームページにも、これらのコンセプトについて動画を公開していますので、お時間がある

ときにぜひご覧いただきたいと思います。 
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こちらは、現在のライフ事業の範囲を示したスライドになります。 

事業範囲としては、大きく 4 つに分類されます。左側の黄色の部分が、共焦点スキャナやハイコン

テントスクリーニングシステム、1 細胞解析などのライフサイエンスビジネスです。中央上段の緑

色の部分が、BR1000 などの新製品を提供しているバイオプロセスビジネスです。右側上段のピン

ク色の部分が、プロセス制御やフィールド機器、生産・製造管理などの医薬品・食品に向けた生産

ビジネスです。そして、中段の水色の部分が、今年度から新たに加わった水ビジネスになります。 

一番下段のオレンジ色の部分が、先ほどご紹介したエヌケイエス社や Yokogawa Fluid Imaging 

Technologies 社に加え、11 月に買収したデジタルツインのソリューションを展開しているドイツ

の Insilico Biotechnology 社になります。現在も戦略的なアライアンス、M&A を検討しており、さ

らなるビジネス拡大を狙っています。 
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3 番目の、AG2023 におけるライフ事業本部の事業戦略です。 
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まず、市場環境です。 

こちらは、今後 10 年間において、政治・経済・社会・技術の観点から、メガトレンドとして大き

な変化が起こると想定される内容を表しています。 

ライフ事業に関わる内容としては、人口増加や食料・水不足、バイオテクノロジーの普及など、該

当する内容も数多くあると見ています。 
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続きまして、ライフ事業関連の市場環境のスライドです。ライフ事業の 5 つの事業ごとの市場環境

について、簡単にお話しします。 

まずライフサイエンスですが、個別医療研究の増加に伴い、ラボ実験の高度化、自動化、我々の主

力製品でありますライブセルイメージングの需要も増加しています。 

バイオプロセスについては、ゲノム解析・編集、細胞加工などのテクノロジーの進歩や、それらの

医療、食料、マテリアルなどへの応用が進んでいますが、まだ市場の順位、あるいはシェアが固定

されていないという特徴があると見ています。 

医薬においては、GMP 規制浸透で、データインテグリティの需要が高まること、新規 PIC/S 加盟

国のニーズとして、監査対応システムの導入が進むこと、また新規モダリティとしての再生医療

等、ペプチドなどに向けて、新しいシステムが必要になってきていると見ています。 

食品においては、欧米の大手メーカーがグローバルに製品供給する一方、各地域の中小規模メーカ

ーも多く存在しています。また、COVID-19 や人手不足で遠隔化・自動化・自律化が進行し、1 次

産業のスマート化やフードテック技術の活用が加速していると言えます。 

水においては、人口増加により水の需要が増大し、安定供給に課題が発生しています。また、地域

によって需要が大きく異なり、発展段階に応じたソリューション提供が必要になっていると考えて

います。 
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続きまして、ビジネスの規模です。 

ライフ事業の受注のビジネス規模ですが、AG2023 の 3 年間においては、CAGR16%という非常に

大きな目標を掲げています。その中には M&A、アライアンスも含まれており、ライフサイエン

ス、バイオ関連を中心に成長を牽引していきたいと考えています。 

また、ライフ事業における受注の比率は、右側の図の通りです。おおよそライフサイエンス、バイ

オプロセスが 10%、医薬、食品生産がそれぞれ 20%、水においては 50%程度の内訳になります。 
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それぞれのビジネスの基本戦略についてもご紹介します。 

まず、ライフサイエンスです。 

こちらについは、北米、欧州を最重点エリアと位置づけ、販売、MK 活動を強化していきます。ラ

イフ事業ビジョンで掲げております Bio Industrial Autonomy の実現のため、国内で既に進めてい

るラボオートメーションにおいて SIer とのアライアンスなどを結びながら、グローバルに展開し

ていきたいと考えています。世界中のラボを自動化するべく、販路と商材の拡充にも投資をしてい

きたいと考えています。 

また、細胞を見ること、そしてラボオートメーションの技術をコアに、我々にとって新たな市場と

なる検査・診断支援ビジネス領域にも注力していきたいと考えています。 
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こちらのスライドは、12 月 1 日にプレスリリースをしました、特定の細胞や細胞内成分を直接収

集し、効率的な創薬研究を支援する細胞内サンプリングシステム「SS2000」です。 

この装置は、2022 年 2 月から日本、米国、中国での販売を開始し、欧州ほか、他の地域において

も順次販売していく予定です。この「SS2000」は、細胞研究の未来を支える画期的なソリューシ

ョンです。1 細胞の特性だけでなく、細胞間のネットワークやコミュニケーションが理解できれ

ば、病態のメカニズムの解明につながっていきます。人生が 100 年という時代、人々の命、健

康、安全を守るためのソリューションの開発と提供をますます加速させていきたいと考えていま

す。 
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次に、バイオプロセスです。 

こちらは、最大の市場規模がある北米、そして欧州を重点地域と位置づけています。 

開発競争が激しくなる中、コストダウン圧力、品質要求は高くなると見ており、デジタルツイン技

術が大変重要になると考えています。 

従いまして、私どもは、デジタルツイン技術を用いて、プロセスの開発における最適培養から生産

へのスケールアップを実現するバイオプロセス DX ソリューションの確立を目指し、競合である分

析ベンダーやオートメーションベンダーに打ち勝っていきたいと考えています。 

先ほど申し上げましたが、11 月にプレスリリースをしました Insilico Biotechnology 社の買収は、

まさに本活動を進める重要な企業になります。 
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Insilico Biotechnology とのシナジーについて、簡単にご説明いたします。 

Insilico 社は、革新的なバイオプロセス向けデジタルツインの技術を持っており、モデリング、バ

イオプロセス分析、制御、条件の最適化の技術を要しています。プロセス開発、ラボスケールの部

分に向けて開発、販売しました BR1000 と連携をすることにより、培養条件の最適化、スピードア

ップが実現できるのではないかと考えています。 

生産スケールアップしていく際に、生産スケールでの運転に関しても予測ガイダンスを提供でき

る、またデジタルツインの環境を提供することで、お客様が培養せずに結果が分かるのではないか

と、そしてトラブルの際に原因がすぐに解明できるといった価値をご提供できるのではないかと考

えています。 

こちらを総称して、細胞を生産するソリューション、バイオプロセス DX ソリューションと呼んで

おり、本ソリューションを開発、提供することで、バイオプロセスへの貢献をしていきたいと考え

ています。 
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次に、医薬生産です。 

こちらにおいては、高分子、中分子、低分子によって注力する地域が異なると考えています。 

私どもの戦略は、国内で進めてきた課題解決型のトータルソリューションモデルを、 PIC/S に最

近加盟された国々を対象に、特にアジア圏の日系企業が多数進出している地域に展開していきたい

と考えています。 

また、品質情報管理システム、OpreX LIMS、環境モニタリングシステム、OpreX EMS、設備保全

システム、eServ をキー製品と位置づけて、市場への認知度を向上していきたいと考えています。 

そして、日本国内ではニューモダリティと呼んでもよいかと思いますが、ペプチド、核酸医薬とい

った中分子の領域、また再生医療や連続生産へのソリューションを開発、提供していくことで、市

場参入の機会を探っていきたいとも考えています。 

そのためには、エンジニアリングリソースの補強を最優先として、課題解決に向けた海外人財の育

成にも努めていきます。 
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次に、食品です。 

食品の生産については、日本、北米、ASEAN を注力の地域と位置づけています。 

海外はフィールド機器、制御システムの展開も進んでおり、乳業、飲料、製糖の実績が多くありま

すので、今後は課題解決型ソリューションビジネスの拡大を進めていきたいと考えています。 

また、次世代スマートファクトリーの実現に向けたロボット、無人化操業、自律化運転を目指して

いきたいと考えています。 

医薬の生産ビジネスと同様、エンジニアリングリソースの強化と課題解決提案に向けた海外人財の

育成も進めていきます。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

65 
 

 

水についてです。 

各国の水供給ステージに合わせたアプローチが必要ではないかと考えています。 

既存ビジネスとして進めている国内の上下水設備の自動化、また新興国の ODA に関しては、今後

も強化したいと考えています。10 月にはご覧の通り、セネガル国営水道公社から排水管のシステ

ムを受注しました。 

新規ビジネスについては、水環境を取り巻く喫緊の課題として、水の枯渇、海水汚染、水事業者の

収益減少に注目し、国・地域の発展段階に応じた新ソリューションとして、下水の再生水、排水処

理の省エネ化、漏水管理、水道の広域連携プラットフォームに注力をしていきたいと考えていま

す。 

以上、ライフ事業のご説明をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。 

  



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

66 
 

 

奈良：皆様、今日はお忙しいところご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

大きく変化する外部環境の中、今日ご紹介させていただいた新たな業種セグメントのもと、我々は

スピード感を持って AG2023 を実行して成長発展し、そして高い収益性で、非エネルギーの分野ま

でビジネスを拡大しながら、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと思っております。 

我々が掲げている Yokogawa’s Purpose、「測る力とつなぐ力で、地球の未来に責任を果たす。」

のもと、全社一丸となって取り組んでまいります。 

引き続き、皆様のご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。 
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質疑応答 

 

Q：エネルギー&サステナビリティ事業に関する資料の 15 ページ目に、FY20 から FY30 に向けて

の Life Cycle Agreement 締結プラント数の増加目標が掲げられています。例えばこれが国内と海

外でどのような割合で増えていくのか、あるいはお客様との共創や付加価値の提案という新たな取

り組みが結果的にこの増加にどのようにつながっていくということについて、既に見えてきている

ものがありましたら、教えていただけませんでしょうか。 

A：ここに関しましては、既存インストールベースで既に Life Cycle Agreement や保守サービス契

約等を結んでいただいているお客様の数を FY23 までに伸ばしていきたい、ということでございま

す。 

国内と海外についてどれだけ増やすかというところに関しましては、やはり新規プラント建設を考

えますと、海外がマジョリティーだと考えております。 

一方で、海外においてまだ Life Cycle Agreement を結んでいただいていないお客様もいらっしゃ

いますので、このようなところをサービス強化していくということで、FY23 目標 6,000 プラント

という数字をお出しさせていただきました。 

Q：今まで海外で Life Cycle Agreement を結んでいただいていなかったお客様との契約締結に結

び付く一番大きなきっかけは何ですか。 

A：私どもとしては、長年にわたりお客様の操業を支えていかなければいけないという使命がござ

います。その中で、例えば今回の COVID-19 下でお客様が新たな投資よりも自動化などの現状の

操業の改善に目標を持たれている中で、お客様との新たな会話をスタートするというところがきっ

かけになっていると思います。 

Q：FY21 四半期推移で小口の受注案件が増えてきている中で、FY21 の Life Cycle Agreement 締

結プラントの増加数が既に見えていましたら、教えていただけませんでしょうか。 

A：：今後の課題として検討させていただきたいと思います。 

A：やはり地域によってまだまだサービス契約を結んでいただけていないところがあります。欧米

や日本、東南アジアではしっかりサービス契約を結んでいただいているのですが、中東や中国では

必ずしもサービス文化を根づかせていないものですから、今後、インストールベースがあってまだ



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

68 
 

サービス契約を締結できてない地域について、まず契約締結を増やしていこうと考えています。加

えて、新規案件についてもきちんとサービス契約を結んでいこうと考えています。 

おそらく、お客様が一番ご心配されるセキュリティのところがきっかけになり、制御システムのセ

キュリティという観点から契約が増えてくるだろうということが１つあります。 

それから、COVID-19 で顕在化された、人の安全を確保しながらどのようにオペレーションしてい

くかという点について、リモートで色々な監視や管理をしていく部分が増えてくると思います。実

際に、インストールベースで既に契約されているお客様も、オプションとしてリモートメンテナン

スを付加して契約していただいていることもありますので、そういったところでサービス契約のボ

リュームを増やしていけると考えています。 

Q：海外展開に関して、ベストプラクティスの標準化をするためにデジタルソリューション本部を

発足しているという話がありました。Center of Excellence の機能を強化するために何が一番必要

なのか、5 年ぐらい先を見据えたときに何をしなければいけないのか、教えていただけませんでし

ょうか。また、その結果としてとのようなステップを踏んで Center of Excellence の機能を強化し

ていくのかをご教示いただければ幸いです。 

A：デジタルソリューション本部は、奈良のプレゼンテーション資料の３ページにあるように、3

サブセグメントのビジネス成長の下支えをする、グローバルで共有の極めて戦略的な機能になりま

す。 

１つは先ほどご説明した Center of Excellence の機能、それからシステム開発機能、プロジェクト

デリバリー機能、そしてサービス機能です。特に Center of Excellence の機能は一番重要になりま

して、この Center of Excellence のいろいろなナレッジベースやソリューションのベストプラクテ

ィスを、各 3 サブセグメントに合わせて提供していくという形をとります。 

その中で一番大事なところは、仕組みです。今までは、地域ごとに属人的に情報交換しながら活用

していくようなところがあり、これを取り纏めてグローバルに展開するというところは非常にウィ

ークでした。そこで、これを共通に一元管理して共有していくことが、デジタルソリューション本

部に与えられているミッションです。デジタルでデータを共有する仕組みをしっかり束ねていき、

3 サブセグメントを経由して各リージョンにて活用できるようにします。仕組みでナレッジをきち

んとプールしていきます。 

また、それだけではなかなかプロモーションできないので、先ほどマテリアル事業のプレゼンテー

ションで説明させていただいた、グローバルのトレーニングもあります。ここを付加していき、た
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だ単純なデータやノウハウだけではなく、人へのサポートも行いながら、全体として底上げしてい

きます。一番大事なのは、そういったナレッジをきちんと集める仕組みとそのプラットフォームだ

と思いますので、これを今 on going でデジタルソリューション本部が構築しています。 

Q：奈良社長のプレゼンテーションの 6 ページについての質問です。受注、売上といったトップラ

インの成長目標は、３つの事業に分けてお示しいただいたのですけれども、サブセグメントに分け

た利益率や利益成長目標についても、もし数字があれば教えてください。 

A：4 月からこの組織体系でスタートしたところであり、管理会計の仕組みも現在構築中でござい

ます。そこで、個別のサブセグメントについては、今後ソリューションや製品サービスを組み合わ

せながら、目標の利益率を掲げていく形になります。 

それに伴い、注力する地域ごとの業種別で、この業種はこの地域に投入していこうということ、例

えばマイニングであれば南米とオーストラリア、というようなことがある程度アロケーションされ

てから、利益目標を明確にさせていく形をとりたいと思います。この辺は進捗を踏まえて目標値を

ご説明させていただければと思います。 

Q：マテリアル事業に関し、この上期の受注増の中身と伸びている背景についてもう少し教えてく

ださい。資料 13 ページ右側の円グラフを見ると化学が 6 割くらいありますけれども、このうち高

機能化学はどのぐらい含まれているのか、受注が伸びているのは市況がよいからなのかあるいは化

学メーカーが高機能化学に注力しているからなのか、業種軸に変えたことで海外でもマテリアルの

事業機会を取り込めるようになってきたのかなど、伸びている中身と持続性について教えてくださ

い。 

A： 伸びている要因としては、新聞等にも記載されていると思いますが、半導体関係やモビリティ

関係の化学品がかなり伸びていることが寄与していると思われます。 

化学の中の割合に関しては、高機能化学はこれぐらいだという明確な区切りが難しく、なかなかク

リアにはできないのですが、2、3 割といったところかと思います。 

Q：業種軸に変えたことで、マテリアル事業について何か取り込めている受注があるのでしょう

か。中計で掲げている受注成長目標 6%に対して上期の伸びが 25%だと、これから伸びが鈍化して

しまう数字にも見えるのですが、いかがでしょうか。 

A：結論から申し上げると、業種に分けたことで引き合いが増えていることは事実でございます。

やはり今まで業種で分かれていなかったことで、どうしても Oil＆Gas、エネルギーといったビジ

ネスを追いかけていたということがございました。ですが、業種を分けたことにより、マインドセ
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ットは、マテリアルビジネスを伸ばしていこうというように、明らかに変わっているように思って

います。 

Q：マテリアル事業については、持続的にこの堅調な基調が続くような見立てでしょうか。  

A：持続的に伸びていくことは間違いないと思っています。この 25.3%が翌年も続くかというとこ

ろになると、おそらく 25.3%まではいかないものの、市場の伸びと同程度もしくはそれ以上の伸び

を目指していきたいと考えています。 

Q：エネルギー&サステナビリティ事業に関する資料の 15 ページ、保守サービスの CAGR 5%超の

継続というところについての質問です。自然体でも 5%超程度伸びそうな気がするので、もう少し

伸びないのかと思いますが、いかがでしょうか。 

また、エネルギー＆サステナビリティ事業の受注が年間で 1,500 億円程度ある中で、保守サービス

というくくりでどの程度進められているのでしょうか。内訳の数字や 1 件あたりの数字など、もし

ご説明いただけるところがあればお願いします。 

A：エネルギー&サステナビリティ事業におけるサービスポーションがどれぐらいかということ

は、マテリアル事業との関係もあり詳細には言えないのですが、YOKOGAWA 全体におけるライフ

サイクルサービスは、我々の売上の 17～18%のポーションを占めていますので、エネルギー&サス

テナビリティ事業関係のサービスポーションもそれぐらいの割合だと想定をしております。 

ただ、エネルギー&サステナビリティ事業は、プラント自体が非常に多いので、そこはかなりポー

ションとしては大きいと思います。 

今後、従来のエネルギー&サステナビリティのポーションに、いわゆる再生可能エネルギー関連を

増やしていくという形になります。  

Q：サブセグメント別の収益性について、実績の数字ベースで見たときに、厳密な数字でなくて構

わないので、各サブセグメントがそれぞれどういった位置づけなのか、それぞれの強弱でもよいの

でお教えいただけないでしょうか。 

A：冒頭でお話しさせていただいたように、まだスタートしたばかりということで、各々の 3 サブ

セグメントに合わせて販管費をしっかり分けられていないというところがございます。進捗に合わ

せてしっかり見えるようにしていき、皆様にお答えできるようにしたいと思います。 

Q：エネルギー&サステナビリティ事業のプレゼンテーションの 15 ページ、保守サービスの話につ

いて、現状ではこの保守サービス契約の締結率はどれくらいの比率でしょうか。FY23 に向けて、
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保守サービス契約の締結率をどれぐらいまで上げたいという目標などがあれば、教えていただけな

いでしょうか。 

A：現状では、納入させていただいているシステムの約半分について締結していると認識しており

ます。細かいデータを今、持ち合わせていないのですが、この締結率を伸ばしていきたいと考えて

おります。 

Q：マテリアル事業やライフ事業における保守サービス契約の状況はどうなっているのか、締結率

も併せてご解説いただけないでしょうか。 

A：マテリアル事業については、業種によって異なるところがございます。例えば、紙パルプの業

種では紙厚計というものがあり、ここはほぼ 100%近く保守契約を結んでいただいています。その

他に関しては、緊急性が非常に高いものについては保守契約を締結いただいていますが、それ以外

は、国ごとの率の違いはございますものの、半分程度かと理解しています。 

A：ライフ事業につきましては、正確な数字が今、手元にないのですけれども、食品あるいは医薬

品といったところのお客様に関しましては、保守契約の締結に関し非常に関心が高く、半分以上、

かなりの大部分のお客様に締結していただいているとご理解いただいてよろしいかと思います。 

A：我々は、自社製品だけではなく他社製品も含めた色々な製品をインテグレーションする

MAC(Main Automation Contractor)というタイプのプロジェクトを今まで行っていますので、今後

は保守サービスについてもワンストップですべて請け負う形が増えてくるだろうと思います。 

国内では既にそのような契約形態が結構あるのですけども、例えば石油化学の大きなプラントで

は、ある地区の計装関係全部の一括保全を我々が担当しています。ですから、YOKOGAWA の製品

だけではなく、他社のバルブや分析計なども含めて、大きな契約をさせていただいております。 

また、分析計はお客様にとって比較的扱いにくいため、分析計全般をひとくくりで保守してくださ

いというご要求が非常に多く、ある工場の分析計について一括して保守契約するというケースが最

近増えています。 

今後、ユーザー様が全て管理・保守するというリソースのかけ方が必ずしも適切ではないという場

合は、そのような保守を我々が全部ワンストップで請け負うことへのニーズが増えてくると思いま

す。先ほどお話ししましたように、自社製品のサービス契約だけではなく、他社製品もインテグレ

ートしてワンストップでサービスを請け負うというところに、我々は期待しております。 

Q：保守サービスの収益性はかなり期待できるものなのか、そこについてコメントいただけますで

しょうか。 
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A：保守のサービスの利益率は高いです。ですので、他社製品も全部インテグレーションすると、

さすがに若干手間がかかるところもありますけれども、やはり保守サービス契約のポーションを増

やすことによって、我々の利益は押し上げられます。 

Q：特にライフ事業に関して、ここ数年で実施された M&A・アライアンスの評価について、特に

この中計期間での売上貢献という意味で、どのような形で芽が出てきたのか教えて頂けますでしょ

うか。 

また、今後の M&A・アライアンスの考え方に関して、ライフ事業に関する資料の 11 ページでご

説明いただいたビジネスプロセスと各事業領域のどの辺りにフォーカスして M&A もしくはアライ

アンスをされていくのでしょうか。 

A：まず、2018 年のエヌケイエス、2020 年の Yokogawa Fluid Imaging Technologies の M&A が

代表的なものですけれども、各社ともこれまでの実績を上回る実績を順調に積み上げてきておりま

す。数字的にはわずかではございますけれども、利益という面でも貢献できてきているということ

で、この 2 社の M&A に関しては非常によい M&A であったと評価をしております。 

２つ目の、今後の方向性というご質問につきまして、資料の 11 ページの中で私どもが今一番注目

し力を入れてまいりたいと思っているのは、ライフサイエンスの領域、黄色のエリアの部分になり

ます。 

この領域では、新しい商材でも開発ができてきました。 

従来の共焦点技術を活用したイメージングのビジネスにつきましても順調に伸長してきているとい

う状況ではありますけれども、やはり海外、特に欧米を中心としたマーケットでは、私ども

YOKOGAWA の認知度はまだまだ低いということもあります。 

また、販路あるいは技術の獲得といったところも、まだまだ私どもとしましては伸ばしていく必要

があると考えてございます。 

これらのライフサイエンスのエリアが今、最も、私どもとしては力を入れていきたい M&A のター

ゲット領域だと考えてございます。 

Q：M&A の受注への貢献について FY22 で 20%、FY23 で 30%とご計画されていると思います。こ

れは何らかの裏付けがあるものなのか、あるいは M&A のその先も含めてこれから検討されていく

ということなのか、どちらになるのでしょうか。 
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A：お答えとしては、今、検討中というのが正しい表現かと思います。国内外において候補を今、

検討しているとご理解いただけばよろしいかと思います。 

Q：マテリアル事業に関する資料 18 ページのバッチソリューションについての質問です。資料の

左にあるようなフロー法で製造するプラントの方が、制御ポイントも沢山あり御社の事業機会もあ

りそうなのですが、バッチプロセスになることで御社の事業機会がどのように増えるのか、課題も

あるというお話でしたがより強みを生かせるようにどのようなことをやっていこうとされているの

かなど、このバッチソリューションのところを教えていただけますか。 

A：連続系に関しては、ご存じの通り、DCS が非常によく活用されております。バッチのほうで

DCS が使われていないかというと、そういうわけではなく、ある一部のバッチでは DCS は使われ

ています。ただ、市場のニーズとしては、もう少しコンパクトなシステムの要求がございます。 

ですので、我々としては、この DCS ももちろん市場には合っているものだと思っていますが、そ

れ以外のオプションとして、もう少しライトな、コンパクトなシステムをお客様に提供していくこ

とを今考えています。 

Q：エネルギー＆サステナビリティ事業に関する資料 8 ページの再エネ分野についての質問です。

国内の電力会社様向けの系統制御システムや需給の調整システムは、既に従来の大手の会社様が強

いと思いますし、海外も他社がグリッド技術とデジタル技術を合わせてソリューション提供しよう

とされていると思うのですが、御社が参入する余地というのはどの辺りなのでしょうか。もう少し

マイクログリッド的なところという理解でよいのか、どのような強みがあるからその事業機会を取

り込んでいけるのか、その辺りも教えていただけますでしょうか。 

A：おっしゃる通り、国内での需要というところで、大きな電力会社様のところで今後考えられて

いくこととして、太陽光やソーラー、風力などを安定させるような部分での課題解決がございま

す。現実に、今回 PXiSE 社を買収する中でも、日本の電力会社のお客様からのお声もかけていた

だいているという案件もございました。 

さらに、海外におきましては、グリッドコントロールは永遠の課題だと思っておりまして、新興

国、これから電力を安定化させていかなければいけないところに供給していくことを目的としてお

ります。実際に、PXiSE 社は、既に、アメリカはもとよりオーストラリアや台湾などでかなりの経

験値を積んできておりますので、PXiSE 社と YOKOGAWA が組むことによって、お客様のグリッ

ドコントロールや送配電網の知見を増やしていければと思っております。 

［了］ 
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